
顧客が信頼できるプライバシーが必要な理由

1.	 顧客が要望するため
89% の消費者は、オンラインでのプライバシー
保護を徹底していないと思われる企業とは取引
を避けると答えている 2。

2.	 投資家が要望するため
85% の投資家は、取締役会が顧客のデータを危険
にさらすリスクを監視するべきだと答えている 3。
さらに、61% の取締役は、データプライバシー
問題の監視または把握に取り組んでいる 4。

3.	 売上高と最終損益に影響するため
１回のデータ侵害だけで多大なコストを負担する
ことになり、米国企業の場合、そのコストは平均
50 万米ドル以上にもなり得る。さらに、評判が
落ちることで収益も減少し、侵害によって顧客の
乗り換え率も約 4% まで上昇する 5。

4.	 個人情報エコシステムがあるため
ユーザーにデータの使用方法を選択させるサー
ビスを導入することで、企業による個人情報の取
り扱い方法が変化する可能性があり、年間 100
億時間節約できるケースもある 6。

データプライバシーは、消費者と企業の双方に
とって差し迫った問題である。大規模なプライバ
シー侵害がニュースの見出しを飾るたび、顧客は
自分の個人情報が適切に保護され、使用されてい
るのかについての懸念を高めており、一方で企業
は、政府と企業行動に関する最近の声明で、プラ
イバシーが最優先事項となったことについて注目
している。

ところで、詳細な検討が進む中で、ビジネスリー
ダーはいまだに楽観的な見方をしているのだろう
か。顧客の喪失、ブランドダメージ、罰金、訴訟
など、プライバシー保護対策で防げることにばか
り気を取られていると、適切な戦略で実現できるこ
とを見逃すことになりかねない。顧客のデータは、
ビジネスにとって最も重要な資産の一つであり、
データを保護するだけでなく、データの使用方法
に関する顧客の取り組みをサポートすることで、プ
ライバシープログラムとビジネスに対する信頼が
構築される。

プライバシーについて再考することは、今日の
ように目まぐるしく変化する社会において、なんと
かその変化について行くことでしかない。企業は、
大局的な見地からサイバーセキュリティへのアプ
ローチを再評価し、デジタルワールドがもたらす
新たな脅威と機会を理解する必要がある 1。 2	 TRUSTe	2014 年米国消費者信頼感指数。

3	 Annual	Corporate	Directors’	Survey	2013	（PwC出版）
4	 2013	Investor	Survey	（PwC出版）
5	 2013	Cost	of	Data	Breach	Study	（Ponemon	Institute 出版）
6	 Unlocking	the	value	of	personal	data	

（2013 年	World	Economic	Forum出版）
1	 10Minutes	on	the	stark	realities	of	cybersecurity	

（2013 年	PwC出版）

データプライバシーを	
通じて顧客の信頼を築く
要点

データプライバシーは企業の成長とブランドの健全性
にとって重要なものになりつつあり、その影響はリスク
マネジメントにとどまらない。

業界を牽引する組織は消費者の信頼を獲得することを
重視しており、プライバシーへの取り組みの強化により、
規制要件を超える成果を発揮し、また規制要件を効果的
に伝えることも可能となる。

データプライバシーをどのように管理し、市場でどのよう
に伝えていくかという課題に取り組むことで、顧客や他
の利害関係者からの信頼を獲得できる。

所有するデータ資産、ビジネスと顧客の優先順位、それ
ぞれの組織に適合するプライバシーフレームワークを
明確にする。
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出典：PwC第 16回世界CEO意識調査、第 17回世界CEO意識調査
Q：知的財産と顧客データを保護できない事態について、どのくらい懸念されていますか。
　	データセキュリティの欠如を含むサイバー脅威という御社に対するビジネス脅威の可能性について、どのくらい懸念されていますか。
調査回答者：1,330 人、1,344 人

2014 年に「い
くらか」または「非
常に」懸念してい
ると答えた割合

2013 年に「い
くらか」または「非
常に懸念してい
ると答えた割合

世界中のほぼ全ての業界の CEO は、顧客や他の機密データを保護する能力に対する懸念を示し、懸念の割合は平均 15% 上昇している。展望



顧客の期待が急激に
変化し、より影響力が
高まっている

規制当局の活動が
プライバシー法のな
い業界で加速して
いる

法律と基準が現
時点で最も協力
な影響要因
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の
度
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法律、コンプライアンス、IT 機能の領域を考慮すると、
データプライバシーは今や、企業の経営幹部や取締役に
とって差し迫った優先事項となっている。例えば、医療
保険の携行性と責任に関する法律、連邦公正取引委員
会法、EU データ保護指令などの規制は、収益や評判と
いった大きな影響力を持つ他の推進要因によって関連付
けられている。企業は、リスク管理と機会創出のバラン
スを取る戦略を立案する際に、次の三つの要素を考慮
する必要がある。

収益との関連性

ビジネスにおいて、データがいかに重要かを再認識す
る機会は無数にある。顧客にモバイルアプリを提供する
場合でも、実際の店舗や仮想店舗で商品を販売する場
合でも、ほとんどの事業活動は顧客のデータやその他の
機密データにますます依存するようになっている。業界
やビジネスの優先順位にかかわらず、データ保護とプラ
イバシーは成長戦略の鍵を握る要素となる。プライバ
シーチームを、製品チームと連携してプライバシーにか
かわる全ての副産物を検討する社内コンサルタントと見
なしている企業がある一方で、Google のように、大量の
データ処理に依存しながらサービスを提供している企業
もある。透明性を確保するために、Google は Takeout

（データ収集ツール）を公開した。これはユーザーが自
分のデータをエクスポートするためのツールで、Google
がユーザーについてどのようなデータを保管しているか
を確認し、また必要に応じて自分のデータを別のサービ
スに移行することも可能とする。

評判の役割

データプライバシーに対して積極的に取り組み、ユー
ザーが信頼できる企業としての位置づけを強化することを
目的として、長期にわたって取り組んでいる企業がある。
例をあげると、Microsoft は 10 年以上前から “信頼でき
るコンピューティング” イニシアチブに取り組んでいる 7。
顧客の信頼が唯一最大の資産であることを表明した
Microsoft 社は、製品開発、カスタマーサービス、経営な
ど、あらゆる事業活動にプライバシーを深く取り込んでお
り、現在では、顧客は 10 年にわたるプライバシー対策の
実績を容易に確認できる 8。

自己規制の必要性

米国のプライバシー規制は、ヘルスケアや金融サービ
スなど、規制が厳しい業界の企業に対してその統制を強
めている。その一方で、テクノロジーや小売などのその他
の業界では、規制は革新のペースやサイバー攻撃者の技
術開発能力に追いついていない。ここで、EU で事業展開
している多くの外国企業に対して複雑な規制を強いている
EU のプライバシー要件について疑問が生じる。こうした
不確かな状況を考慮し、多くの企業は持続性が高く、管理
策に基づいたプライバシープログラムの構築に価値を見
い出している。これらのプログラムは、サイロ化した規制
に準拠するのではなく、多くのデータ保護およびプライバ
シー法に対するコンプライアンスを確保するという基本原
則を重視している。

7	 Memo	from	Bill	Gates	（2002 年 1月11日Microsoft 社出版）
8	 A	Decade	of	Privacy	Milestones	at	Microsoft	

（2012 年Microsoft 社出版）

なぜ事業とプライバシーの	
両立は難しいのか

プライバシー戦略に影響を及ぼす外部要因
（変化の度合い）
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出典：Consumer	privacy:What	are	consumers	willing	to	share?
　　		（2012 年	PwC出版）
調査回答者：1,002 人
注：質問に回答しないことを選んだ回答者もいるため、合計は100%

に達しません。

依頼していない／望んでいない
連絡、知らない会社／法人か
らの連絡、スパム／ジャンクメー
ル、広告

一般的なプライバシー／アクセ
スに関する懸念、自分の情報
を売却する企業、プライバシー
違反／侵害

共有する情報の種類、社会
保障番号の問い合わせ、財
務記録

状況／イベント関連
（ID盗難）

自分が同意しない限り情報
の共有を望まない

情報を共有しない／共有する
つもりはない

なし

わからない／はっきりしない

顧客が望んでいるものを把握し、それに合わせてビジ
ネスを構築することが、多くの企業にとって優先事項と
なっており 9、CEO のほとんど（91%）は、顧客の成長
および保持戦略を変更すると答えている 10。顧客のウィッ
シュリストには、信頼して情報を預けられる確証を得たい
との要望が含まれており、信頼を得ることで大きな機会
が生まれるのは明白であるにも関わらず、正しい行動を
取って信頼を獲得している企業の割合は全世界でたった
58% にすぎなかった（Edelman Trust Barometer 2014
年版）11。調査では、回答者の 85% が、企業がデータ
を保護している場合、その企業に対する信頼が向上する
と答えている。

信頼を獲得する方法

顧客は、最低限の要求として、企業がデータを収集す
る理由を知りたいと望んでおり、ユーザーを対象とした
プライバシー調査では、80% のユーザーが、企業がデー
タをどのように使用するか明らかにしてくれれば、個人情
報を進んで共有すると答えている 12。消費者の要求に確
実に対応するには、組織の内部にいる全ての人が同じ認
識を持つ必要がある。つまり、消費者のデータを収集し
て使用する製品やその他のビジネスプロセスを設計する
際は、プライバシーの問題が発生してから事後的に対応
するのではなく、事前対策的にプライバシーを考慮する
プロセスを構築することが求められていると言える。

顧客を管理に参加させる

顧客は、自分のデータを管理することも望んでおり、調
査に参加した 87% の回答者は、共有する情報を管理する
ことを望んでいる。このため、Pinterest、Twitter、Yahoo
などの企業は、「Do Not Track」などの仕組みをサポート
しており、これは Web ユーザーが企業によるトラッキング
を拒否するための規格案である 13。企業は、こうしたイニ
シアチブに注目しており、今後ビジネスへの影響および潜
在的な収益への影響を考慮することを望むようになる。顧
客は信頼の確立について何を望むのだろうか。また、第
三者のイニシアチブにかかわらず、どのように信頼構築を
提供することを可能とするのか。個人情報を収集する新機
能やサービスを立ち上げる時は事前対策として、データの
収集と使用について顧客に選択する機会を与える必要が
ある。

取り組みを尊重する

消費者は、組織がプライバシーとその意識啓発のため
の環境を構築することを望んでいるが、これは実際に何を
意味しているのであろうか。企業のリーダーは、プライバ
シーの重要性をはっきりと認め、関係するあらゆる段階で
顧客との信頼を確立することがビジネスにとって有益であ
ることを認識している。経営幹部がプライバシーについて
語り、強調すると、組織全体の認識が改善され、顧客経
験も改善される 14。さらに、データを収集、使用、開示する
ビジネスプロセスに、プライバシーの慣行および制御を組
み込み、こうした取り組みが企業運営の一部になることを
可能とする。

９	 10Minutes	on	building	a	customer-centered	organization	
（2013 年	PwC出版）

10	 17th	Annual	Global	CEO	Survey	（2014 年 1月PwC出版）
11	 Edelman	Trust	Barometer	（2014 年出版）
12	 PwC、Consumer	privacy:What	are	consumers	willing	to	share?	

（2012 年	PwC出版）
13	 http://donottrack.us
14	 IAPP	Privacy	Advisor	（2013 年 5月1日出版）

最終的に顧客の信頼が	
重要になる

消費者が設定するプライバシーと信頼の境界線
個人情報の共有がプライバシーの境界線を越えたと判断
するのは、どのような場合ですか。
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今日、組織におけるデータプライバシーに対する考え
方が重要だと考えられており、これは通常では組織外と
見なされる範囲も含んでいる。プライバシーは差別化要
因であり、プライバシーについて顧客を最優先している
企 業をランク付 けしている組 織さえある。 例えば、
Electronic Frontier Foundation and Online Trust 
Alliance は、消費者のプライバシーとデータ保護に関す
るトップ企業を年１回ベースで選出している 15。プライ
バシーポリシーや第三者機関による監視から、透明性や
準拠状況の報告などの問題まで、企業は複数の要素で評
価されるが、Twitter は、2013 年に両方のリストで首位
になっている。

アクティブなユーザーとしての顧客

将来を見据えると、プライバシーはさらに重要になり、
個人情報のエコシステムと呼ばれるトレンドや、ユーザー
をデータ交換の参加者と見なす新たなビジネスの流れの
中で発生する新たなビジネス機会に注目する必要があ
る。例えば、パーソナルデータロッカーでは、ユーザー
がデータを安全に保管し、どのユーザーがどのデータに
アクセスできるかをコントロールすることができる。消費
者や支持者とともにこうしたデータを扱い始めた企業は、
プライバシーを強化し、企業がユーザーと透明性を保った
情報提供を行い、その過程において介入したり、不当な
利益を得ることがないようその課題に取り組むことを望ん
でいる。

このような課題への対応を希望する企業の一つに
Acxiom がある。Acxiom は、ユーザーのために「About 
the Data」Web サイトを開設したデータブローカーである
が、サイトにログインすると、ユーザーは企業が収集した
個人情報の一部を閲覧でき、社内ユーザーアンケート、
保証登録、投票者ファイルといった公式記録など、データ
のソースを見ることもできる。また、誤りを修正したり、企業
による特定情報の収集を停止するように要請することも可
能である 16。

今後の展望

このようにして新たに出現したプレーヤーたちは、顧客
との関係をどのように構築するのであろうか。ユーザーに
とっては、個人情報を複数のサイトで提供することが容易
になるとともに、共有されるデータの透明性を確保し、管理
できるようになる 17。一方で企業側にとっては、ユーザー側
で価値の交換を理解することが可能となる新しいビジネス
モデルを導入する機会になる。

一部の企業は、顧客に対して既に個人情報へのアクセス
を提供している。一部の電力会社は、スマートメーターな
しで、電力使用量をオンラインで確認でき、それを任意の
アプリで共有できるサービスを開始している 18。Google や
Intel などの企業は、ユーザーが自身について蓄積した個
人情報の理解を深めることができるよう支援し、そのデー
タを再利用することで価値が得られるようにする活動をサ
ポートしている 19。

15	 Online	Trust	Alliance、Who	has	your	back	2013	
（Electronic	Frontier	Foundation 出典）

出典：	Consumer	privacy:What	are	consumers	willing	to	share?
　　		（2012 年	PwC出版）

16	 The	New	York	Times、“A	Data	Broker	Offers	a	Peek	Behind	the		
Curtain”、（Aboutthedata.com	2013 年 8月31日	出版）

17	 “What	Internet	Citizens	should	know	about	personal	data	
economy”、	
（2013 年 7月17日Sustainable	Brands 出版）

18	 http://en.openei.org/wiki/OpenEI:Utility_data_access_map
19	 “Data	Liberation	Front:Intel	Fuels	a	Rebellion	Around	Your	Data”	

（MIT	Technology	Review,	2013 年 5月20日	出版）

データエコノミーで	
どのように競争を勝ち抜くか

プライバシー重視か、利益重視か
共有する意思の度合いを示してください。共有する価値の
あるメリットを考慮してください。
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データプライバシーによって信頼を築き上げるには、
戦略と日常業務を確実に融合させる必要がある。最初の
重要なステップは、データを財務資産や物理的な資産と
同じように扱うことである。現在所有するデータを把握し、
そのデータの価値を明らかにして、誰がそのデータにア
クセスできるかを把握する必要がある。しかし、多くの
企業では、この点が曖昧になっている。当社が実施した
調査では、42% の企業が、顧客と従業員のデータの収集、
転送、保存場所に関する正確なインベントリを持たない
と回答している 20。また、サービスプロバイダーなどの
外部パートナーについても考慮する必要がある。半数以
上（57%）の企業が、業務委託先などの外部組織に、
プライバシーポリシーの遵守を求めているが 21、委託先
におけるデータ、セキュリティ、機密性の管理が徹底さ
れているか検証する専門レポート（SOC-2 など）を依頼
することで、こうした懸念はさらに解消される。

プライバシー監視人からビジネスパートナーまで

プライバシー専任の取締役を持たない、または役職は
あるもののリソースを割り当てていない組織はまだ数多く
存在する。プライバシー専任職を置く企業でも、事業部
内のプライバシーコンサルタントとして組み込んでいるに
過ぎない。プライバシーの専門家と事業部の責任者は相
互に協力して、データプライバシーのビジネス目標への
影響を明らかにし、適切な戦略を構築することを目指す
べきである。また、Rite Aid などの企業は、このビジネ
スパートナーシップをガバナンスまで拡大している。この
ドラッグストアチェーン の Data Protection Steering 
Committee は、大手企業で要職を務める経営上層部で

構成されている。同社は、4,700 以上の店舗で年１回プ
ライバシー管理に関する監査を独立して実施するとともに、
各拠点の成果を毎年自己評価する仕組みを構築した。

現在の基盤の上に構築

プライバシー基盤を再検討する場合、すでにある基盤
を破棄する必要はなく、既存のプロセス、フレームワーク、
管理態勢を活用することが可能である。例えば HIPAA に
注力しているヘルスケア企業は、業界基準に基づいて該
当する規制要件へのコンプライアンスを示す管理フレーム
ワークを導入することを望む可能性がある。また、より実
務的なアプローチを望む企業もある。例えば、Privacy by 
Design は、いくつかのテクノロジー企業が採用している原
則をまとめたものだ。この原則は、革新に悪影響を与えず
に製品ライフサイクル内のプライバシーコンセプトを統合
するためのガイドラインを提供する。

また、プライバシープログラムを有効に機能させるには、
継続的な監視と見直しが必要になる。 例えば、Reed 
Elsevierには、情報保証およびデータ保護の専門職があり、
この役職は、既存の管理機構が有効に機能し、同社のポ
リシーと手順を遵守していることを確認するために定期的
なリスク評価と監視を実施する。

20	 CIO	and	CSO	magazines、Global	State	of	Information	Security	
Survey	2014（PwC出版）

21	 Ibid.

信頼によってリードする
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10Minutes：収益認識

本報告書は、収益認識のための新たなグローバル会
計基準に備える必要性につてを述べている。この基準は
今年度での導入が予想されており、事業運営を大きく変
化させる可能性がある。基準はワンサイズアプローチで
展開されるため、業界を問わず、新しい 5 ステッププロ
セスで収益認識を行うことになる。異なるプロセス、テク
ノロジー、判断を伴う大きな変化となるため、今すぐ準
備する必要がある。

10Minutes：統合レポート

利害関係者は、財務成績だけでなくさらに詳細な情報
を望んでいるが、統合レポートにより、環境、社会、ガバ
ナンス問題を含む企業戦略やリスクに関する追加情報の
提供が可能となる。また、メリットを受けるのは投資家だ
けではない。統合レポートを導入することにより、機能的
なサイロを廃し、一丸となって思考して行動できるようにな
るため、企業全体にメリットがある。

今後の	
10Minutesトピック
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