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企業担当者とAsiaWiseコンサルタントが対談形式で説明
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AsiaWise Digital Consulting & Advocacy

AsiaWise Groupは、ボーダーを超えて挑戦する専門家集団です。

法律、知的財産、税務、リスクマネジメント等の専門家がワンチームと
なって、企業がクロスボーダー領域で直面する課題を解決します。



「グローバルでのデータ利活用に向けた
ガバナンス構築」
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スピーカー：AsiaWise 山﨑 耕平

山﨑 耕平
（やまざきこうへい）
AsiaWise Group、
GRC Team Leader
公認会計士・税理士

大手会計事務所において、グ
ローバル企業のガバナンス強
化プロジェクト、国内外拠点の
不適切会計や品質不祥事に
関連する各種調査、海外複数
拠点に対する内部監査、贈収
賄テーマ監査、中国テクノロ
ジー規制対応調査など、グ
ローバル企業のGRC（ガバナ
ンス・リスク・コンプライアンス）
領域に関するアドバイザリー業
務を多数手掛ける。

2016-17 PwC上海事務所出向

2017-21 複数の海外拠点に対する
調査／監査業務、

グループガバナンス推進業務に従事



ガバナンスを換言すると、「責任と
権限委譲」のバランス

グローバルでのデータ利活用
（DX）では、「攻め（利活用）」
と「守り（保護）」のバランスを図
ることを目的とした、グループ各当
事者の責任と権限委譲の方針設
計が鍵

また、方針設計のみでは現場は動
けない。現場でのＤＸ推進の後押
しと、グローバルレベルで配慮すべ
きリスク領域の判断の為のツール
やガイドラインの提供が重要
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グローバル本社

事業部／グループ会社

ＤＸ戦略立案
リスクマネジメント

方針策定

ｓｓ

ＤＸ推進
リスクマネジメント

方針
提示

報告
通知

グローバルでのデータ利活用に向けたガバナンス構築
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組織間セクショナリズム

クロスボーダー・コンプライア
ンスに対する不安

DXプロジェクトが
進まない理由

DX（データ利活用）戦略の明確化
• DXそのものは目的ではなく、課題解決の為のツール
• マネジメントがデータ利活用を経営目標達成のための戦略として位置

づけ、組織構成員のDXへの意識を高めることが必要

社外との共創関係構築の
方法論の欠如

得られる教訓（処方箋）

DX（データ利活用）戦略
の欠如

グローバルでのＤＸプロジェクトが進まない理由とその教訓

部門横断的組織の組成
• DXプロジェクトは既存の縦割り型組織では対応が困難
• DX戦略の策定と共にDXに関する部門横断的組織の組成が有効

GP（Global Policy）の活用
• 各国個人データ保護法等を全部「足し算」してもクロスボーダービジネ

スはできない。グループ単位でクロスボーダーで個人データを取り扱う場
合の最低限のルール(GP)を策定することが有効

• GPを補うため、現場でのリスク自主判断の為のチェックリストを導入

共創ガイドラインの活用
• DXプロジェクトでは、社外ベンチャーとの共創が一層重要となる
• 法務部門や外部弁護士が共創先との契約を個別バラバラに検討する

のでは共創関係構築に際して有害
• ビジネス部門も一体となって、共創先との関係を規律するグラウンドデ

ザインとしてガイドラインを策定することが有効



DX推進における組織構築

© AsiaWise 8

DXプロジェクトにおける様々なリスクに対応するためには、個別のリスク対応を中心とした
縦割り組織では対応が困難

部門間での連携又は、部門横断的組織を組成し、統一的なポリシー策定が有効

ビジネス
リスク

コンプライア
ンスリスク

サイバーセ
キュリティ
リスク

知財・ノウハウ
炎上リスク

他

事業部門
法務・コンプ
ライアンス部

門
ＩＴ部門 知財部門

外部
アドバイザー

DX推進組織

DXプロジェクト

ｓ



グローバルで一貫性があり、且つリスクを低減したデータ利活用の実現
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ＤＸプロジェクト推進

期待する効果

グローバル本社：グローバル案件決裁、現場への指導・支援
事業部／Ｇ会社：グローバル案件への協力、現場ＤＸ推進

ＧＰで定める事項の例

攻め

属性

自主的なリスク判断の仕
組み

事業部／G会社のDXプロジェクトにおけるリスク判断チェックリスト
等を用いた自主的なリスク判断

攻め

現場のリスクリテラシー向
上

各国法令の要求事項を最大公約数的に抽出、および炎上事例
等を反映したリスク判断チェックリスト等の使用による自主的なリス
ク判断

守り

グループガバナンス強化
共通会話基盤(GP)に基づくグループレベルでのデータ利活用に向
けた意識強化によるグループガバナンス強化

全体

高リスク案件の決裁
リスク判断チェックリストで識別された高リスク案件に関する、決裁・
通知ストラクチャーの構築

守り

GP導入の目的

DXグローバルポリシーで定める事項の例



クロージング
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「DX時代の自由と人格的自律」
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スピーカー：久保光太郎

AsiaWise法律事務所 代表弁護士
AsiaWise Digital Consulting代表取締役

AsiaWise Technology代表取締役

✓ 2001年弁護士登録。(現)西村あさひ
法律事務所入所。2018年AsiaWise 
Group創業。

✓ 個人データ×クロスボーダー。デジ
タル時代におけるルールメイキング

✓ 大学（一橋大学大学院、武蔵野大学
大学院、早稲田MBA等）、社内研修
実績多数



プライバシーの概念は、時代により、絶対不変ではない
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プライバシーの生成と消滅はテクノロジーの発展に連動

プライバシーの権利は、19世紀の後半「私生活を知られたくない権利」
として生まれた

その後、20世紀の「高度情報化社会」の到来とともに、「自己情報コン
トロール権」として再構成された



改めて問う。個人情報はなぜ保護すべき？

個人情報保護の背景には、プライバシー（自己情報コントロール権）の
権利がある

その根源的な核心には、自己決定権（自由）の尊重の思想が存在する
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個人情報保護の趣旨をつきつめていくと自己決定権（自由）の尊重にいきつく
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自己決定権

自己情報コントロール権

アウトプット
（出力）

社会(Public)

個人の内心(Privacy)の領域

自分のことは自
分で決める。そ
れが「自由」と
いうこと。

自分と社会の関係
(自分がどういう存
在でありたいか)も
自分が決める

自分の情報を自分でコントロールする
ことが本当にできていますか？



最新のAI技術が19世紀の亡霊を呼び覚ました
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Faception CEOの発言「私たちの性格はDNAが決定する。そして、それは顔に反映される」

街中に監視カメラが張り巡らされ、顔認証によって人々は監視される社会
を我々は望むのか

19世紀、イタリアのロンブローゾは、犯罪性は先天的なものであり、犯罪
者は身体的特徴によって識別できると主張した



改めて問う。AIはなぜ危険なのか？
AIは過去のデータをもとに多種多様な人間を類型化し、未来（自由）を限
定しかねない

AIは人が幸せになるための道具。自己情報コントロール権との衝突を回避
する制度設計が重要
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自己情報コントロール権が尊重されない社会においては自由がやせ細る危険がある
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自己決定権

自己情報コントロール権

アウトプット
（出力）

社会(Public)

個人の内心(Privacy)の領域

・監視社会
・AI顔認証による社会防衛
・公権力によるデータ管理
・中央集権型ネットワーク

スコアリングを
向上させなけれ
ば借金も結婚も
できない!?

自由意思

テクノロジーが
「自由」の領域を

浸食する!?



19世紀以来、表現の自由を尊重すべき根拠として 「思想の自由市場論」
が主張されてきた

ところが、21世紀の今、SNSのエコーチェンバー/フィルターバブル効果
によって、人々は自分が見たい現実だけを見る
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2021年1月、米国議事堂占拠のニュースは、米国の分断の深さを浮き彫りにした

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/fbi-probing-if-foreign-governments-groups-funded-extremists-who-helped-n1254525

Oliver Wendell Holmes Jr.

思想の自由市場論なしに、人々
は自己決定権を行使できるか？

「思想の自由市場論」の前提はもはや成り立たない



© AsiaWise 18

テクノロジーと自由の関係を考える

思想の自由市場論

自己決定権

自己情報コントロール権

インプット
（入力）

アウトプット
（出力）

〈新たな決定論〉

・SNSによるエコーチェンバー/
フィルターバブル効果
・Amazonのレコメンド機能
・Cambridge Analytica事件

〈自由論の系譜〉

・監視社会
・AI顔認証による社会防衛
・公権力によるデータ管理
・中央集権型ネットワーク

社会(公)

社会(公)

個人の内心(私)の領域

スコアリングを
向上させなけれ
ば借金も結婚も
できない!?

自由意思

19世紀の理想 21世紀の現実
テクノロジーが「思
想の自由市場論」の

基盤を崩す!?
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 思い起こせば、21世紀の初め、インターネットは社会の福音でし
た。20世紀的なテレビに代表される画一的・一方的なメディアに
代わり、人々は新たなテクノロジーにより、今まで以上に自由にな
れるはずでした。それが失望に変わるまであっと言う間でした。
我々は何を見失ってしまったのでしょうか。

 新たなテクノロジーがもたらす決定論から自由になるため、我々に
できることは何があるでしょうか。そこに希望はあるのでしょうか。

 それとも自由を放棄した方が人は幸せになれるでしょうか。

最後の問い掛け
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【ご参考】19世紀の理想と現実

思想の自由市場論

自己決定権

自己情報コントロール権

インプット
（入力）

アウトプット
（出力）

〈古典的決定論〉

・階級社会: 農奴/小作/丁稚/女工
・絶対的貧困。教育、思想は一握
りの階級のみの特権
・マスメディアの未発達

〈自由論の系譜〉

・ムラ社会的相互監視社会
・階級に基づく社会的スティグマ

社会(public)

社会(public)

個人の内心(privacy)の領域

因襲/迷信
宗教/戒律

分相応の観念

自由意思

19世紀の理想 19世紀の現実

啓蒙思想、科学技術によって、教育と知識を民衆一般に広く行きわたらせる!?
エリート→ 民衆 不平等→平等
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【ご参考】20世紀の理想と現実

思想の自由市場論

自己決定権

自己情報コントロール権

インプット
（入力）

アウトプット
（出力）

〈決定論〉

・TVに代表されるマスメディアに
よる画一的な価値観の押しつけ
・思想の低俗化

〈自由論の系譜〉

・急速な都市化に伴う「顔の見え
ない」社会
・淋しい大衆。孤立

社会(public)

社会(public)

個人の内心(privacy)の領域

常識/マナー
分相応の観念

(ガラスの天井)

自由意思

19世紀の理想 20世紀の現実

インターネットによるユートピア実現!?
画一性→パーソナライズ 孤立→ネットワーク
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【ご参考】21世紀のユートピアはいずこに？

思想の自由市場論

自己決定権

自己情報コントロール権

インプット
（入力）

アウトプット
（出力）

〈新たな決定論〉

・SNSによるエコーチェンバー/
フィルターバブル効果
・Amazonのレコメンド機能
・Cambridge Analytica事件

〈自由論の系譜〉

・監視社会
・AI顔認証による社会防衛
・公権力によるデータ管理
・中央集権型ネットワーク

社会(public)

社会(public)

個人の内心(privacy)の領域

スコアリングを
向上させなけれ
ば借金も結婚も
できない!?

自由意思

19世紀の理想 21世紀の現実

分散型テクノロジーによるユートピア実現!?
中央集権型→分散型 管理社会→自律的コミュニティ


