
Boxの現在のデータ保護エコシステム 
一般データ保護規則(GDPR)の施行を間近に控えた現在、Boxは2018年5月までにGDPR
への対応を完了し、お客様のポリシーに沿って設定を行える安全なクラウドコンテンツ
マネジメントソリューションを提供できるよう、全力を挙げて取り組んでいます。

Boxが提供するクラウドコンテンツマネジメント(CCM)プラットフォームには、世界各
国のデータ保護規制やコンプライアンス規制を遵守できるようお客様を支援するさまざ
まな機能が組み込まれています。さらに、Box Zonesを利用すれば、非構造化コンテン
ツの保存先を世界中のさまざま地域から選択できるようになります。Box Zonesは、
Amazon、IBM、Microsoftなどのクラウドサービスプロバイダーと提携して提供されて
いるサービスです。

Boxは、ISO 27001、ISO 27018、Health Insurance Portability and Accountability 
Act of 1996 (HIPAA)、BSI C5認証など、最も厳格なセキュリティ基準に適合し、これ
らの基準をサポートしています。

Boxは、Binding Corporate Rules (BCR)、C5、TCDPに関連して、プライバシー
およびデータ保護への取り組みに関する独自の審査を継続的に実施し、GDPRへの
対応に向けて万全の体制を整えています。

BoxはProcessor Binding Corporate RulesおよびController Binding Corporate Rules 
(BCR)に準拠し、EU/米国間およびスイス/米国間のPrivacy Shield Framework にも参
加しているので、欧州のデータ保護規制が適用される組織のお客様が欧州の境界線を超
えてデータを転送する際も、適法かつ安全にデータをやり取りすることができます。ま
た、Boxはアジア太平洋地域においてもアジア太平洋経済協力(APEC)越境プライバシー
ルール(CBPR)システムの認証を取得しています。

さらに、ドイツでも2つの認証(Cloud Computer Compliance Control Catalogue (C5) 
およびTrusted Cloud Data Protection Profile (TCDP))を取得しています。これは、
Boxがデータ保護とセキュリティに真摯に取り組んでいることの証です。

BSI (ドイツ連邦情報セキュリティ局) C5認証の取得により、BoxはBSIが定めるクラウ
ドサービスプロバイダー向けのセキュリティ標準に適合していることが実証されていま
す。また、Boxは、TCDPに関連して、ドイツ連邦データ保護法(BDSG)の遵守状況に関
する独自の監査を継続的に実施しています。

Boxが取得したプライバシー関連の認証や、Boxが定めるプライバシー関連ポリシーに 
ついて詳しくは、Boxのプライバシー通知と BCRに関するFAQをご覧ください。  

GDPRに準拠したコンテンツ管理を支援するさまざまな機能
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GDPR対応に向けた取り組み
Boxは2018年5月に施行されるGDPRへの対応に向けて現在全力を挙げて取り組んでいます。
GDPRの適用対象となる組織や企業は、規制施行後、データ保護とプライバシーに関する基本
原則を製品開発や日常業務のあらゆる局面に取り入れることを義務付けられます。GDPRへの
対応に向けて計画的に取り組むには、規制の施行に伴う主要な変更点を検討するとともに、
Boxの製品とサービスに組み込まれた、GDPR対応に向けてのさまざまな取り組みと計画につ
いても検討することをお勧めします。

GDPR施行に向けてのタイムライン

2012年以降、Boxはクラウドコンピュー
ティングに関連するコンプライアンス規制
およびセキュリティ規制の強化に向けた準
備を着々と進め、データ保護に関連する新
たな認証や規制に適合できるよう取り組ん
できました。ここ数年間だけを見ても、
Boxは、FedRAMP、C5、TCDPなどの厳格
なコンプライアンス認証とセキュリティ認
証を取得しています。

また、BoxはGDPR施行のはるか以前から独
自の検証を重ねながらセキュリティおよびプ
ライバシーに対する取り組みを積極的に導入
し、ISO 27001やBinding Corporate Rules
で定められている取り組みなどを通じて、お
客様に対する透明性の確保に努めています。
GDPR施行に向けてのタイムラインを以下に
示します。

GDPRについて
GDPRの施行は企業や組織にさまざまな影響を及ぼすため、以下に示す主要なGDPR条項を遵
守できるクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを選択することがきわめて重要
となります。

Boxでは、お客様側での対応が必要な条項、お客様とBoxの共同対応が必要な条項、対応不
要の条項という3つのカテゴリにGDPR条項を分類しています。以下の表に「お客様側での対
応」と記載されている条項はお客様単独での対応を必要とする条項に該当し、「共同対応」
と記載されている条項はクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームとお客様による
インタラクションを必要とする条項に該当し、「対応不要」と記載されている条項はBox側
でもお客様側でも特に対応を必要としないGDPR条項に該当します。
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同意 第4(11)条 
第7条

お客様側での
対応

ユーザーはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じ、Boxに保存したいコンテ
ンツだけをアップロードして管理することができます。お客様はBoxに保存するデータの種類を
特定し、Boxが取り扱い、お客様がBoxを使用して管理しようと考えているコンテンツに関して
データ主体の自由意志に基づくインフォームドコンセントを得ていることを確認する必要があり
ます。

児童の個人データの
取り扱い

第12条 お客様側での
対応

ユーザーはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じ、Boxに保存したいコンテ
ンツだけをアップロードして管理することができます。Boxでは、お客様がBoxクラウドコンテ
ンツマネジメントプラットフォームに保存している個人データの識別や分類を行わないため、児
童の個人データを適切に取り扱い、親の同意が必要な場合に適切な通知を行って同意を得ること
はお客様側の責任となります。 

計画的データ保護 第25条 共同対応 Box側での対応: Boxはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームの開発と提供、なら
びにプラットフォームによるコンテンツの処理方法に対して責任を負います。Boxは、計画的プ
ライバシー保護に向けた社内トレーニングや、社内でのプライバシー検査と評価を通じ、組織全
体としてプライバシーの保護に取り組んでいます。

お客様側での対応: クラウドコンテンツマネジメントプラットフォームでのコンテンツの管理
方法に対する責任は各ユーザーが負います。お客様の組織では、組織内におけるCCMプラット
フォームの使用状況と設定を定期的に確認して、データ保護が計画的に考慮されていることを検
証する必要があります。

データ保護による 
影響の評価

第35条 お客様側での
対応

GDPRの規定に該当する場合、お客様はGDPRの遵守を徹底するため、データ保護役員の任命を
義務付けられる場合があります。Boxではデータ保護役員サービスを提供していません。

データ保護役員 第37条 お客様側での
対応

お客様はGDPRの遵守を徹底するため、データ保護役員を任命する必要があります。

暗号化 第32条 共同対応 Box側での対応: Boxクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームにアップロードされた
ファイルはすべてAES 256ビット暗号化方式を使用して暗号化されます。

お客様側での対応: お客様はGDPRの規定に従い、個人データのセキュリティと機密保持に関連
する適切な措置を講じる必要があります。Box標準の暗号化方式がお客様の要件に適合している
ことを確認する責任はお客様側にあります。Box KeySafeを利用すると、お客様が所有する個人
データの暗号キーをお客様しか管理できなくなるため、セキュリティをさらに強化することがで
きます。

欧州データ保護会議 第68条 対応不要 欧州データ保護会議(EDPB)はGDPRの一環として設立された機関です。BoxおよびBoxのお客様
はそれぞれ、GDPR条項の変更を監視する責任を負います。

個人データ 
インベントリ

第30条 お客様側での
対応

ユーザーはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じ、どのようなコンテンツを
Boxに保存するかを管理することができます。Box CCMプラットフォームには、使用方法をフォ
ルダごとに指定する機能や、タグを適用する機能など、Boxに保存されている個人データの管理
を支援するさまざまな機能が用意されています。Box CCMプラットフォームに保存されている個
人データのインベントリを管理する責任はお客様側にあります。

仮名化 第4(5)条 お客様側での
対応

ユーザーはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じ、どのようなコンテンツを
Boxに保存するかを管理することができます。コンテンツの仮名化に対する責任は各ユーザーま
たはお客様側にあります。

消去請求権 第17条 お客様側での
対応

Boxクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームでは、ストレージ内に保存されているコ
ンテンツをお客様自身で管理することができます。たとえば、Boxにはごみ箱内のファイルの保
持期間を設定する機能が用意されています。ごみ箱内のファイルはお客様が設定したパラメータ
に基づいて保持され、設定された保持期間が経過すると削除処理が開始されます。ファイルの保
持とごみ箱に関するBoxの設定は、お客様のBox環境以外の場所にあるコンテンツには適用され
ず、別のシステムで処理されているお客様のコンテンツにも適用されません。

コンテンツの保持に関してさらにきめ細かい設定を行う必要がある場合は、Box Governanceを
利用することで、高度な保持スケジュールやコンテンツセキュリティポリシーを設定できるよう
になります。

特別カテゴリの 
データ

第9条 共同対応 ユーザーはクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じ、どのようなコンテンツを
Boxに保存するかを管理することができます。Boxに保存されている特別カテゴリのデータが一
般法および特定法に適合していることを確認する責任は各ユーザーにあります。データ損失防止
ツールの高度なデータ識別機能を使用すると、特定の語句や数値を含むファイルを自動的に検出
して隔離することができます。 



データプライバシーの今後
GDPRへの対応とBox Zonesは、世界中で急速に変化し続けるデータプライバシー情勢への対
応を支援するためにBoxクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームが提供するさまざ
まな機能とサービスのごく一部にすぎません。

Boxは引き続きデータプライバシーを最優先課題に位置付け、世界中のデータ保護当局の動向
を注意深く観察し、最新の課題や懸念事項を把握して、クラウド上でのデータ保護に必要と
なる措置についての啓発を続けて参ります。さらに、Boxはデータプライバシーに関連する世
界各国の厳格な規制を評価して遵守することに注力し、司法管轄区域を超えてデータプライ
バシー規制を遵守できるようお客様を支援する機能の開発に取り組んで参ります。

Boxを導入してGDPR対応に向けた取り組みを開始したいとお考えの皆様は、ぜひBoxの 
お客様担当窓口までご連絡いただくか、www.box.com/GDPRをご覧ください。

個人情報の開示請求 第15条 お客様側での
対応

お客様側での対応: Boxに保存されている個人データへのアクセスとエクスポートに関して、Box
はお客様に対し、合理的な範囲での支援を提供することができます。お客様は個人情報の開示請
求に対応できるようポリシーとプロセスを独自に定める必要がありますが、Boxではさまざまな
方法で個人データにアクセスしてエクスポートを実行することができます。お客様が利用できる
方法には次のものがあります。
• ログのエクスポート: お客様は管理コンソールまたはBoxのパブリックAPIを使用してログを

エクスポートできます。

• サードパーティ統合: お客様は管理コンソールとBoxの設定を通じてすべてのサードパーティ
統合をすばやく表示して管理することができます。

• コンテンツのダウンロード: Boxに保存されているファイルはすべて簡単にダウンロードする
ことができます。

• コンテンツマネージャ: 管理者はコンテンツマネージャを使用することで社内のコンテンツを
検索でき、Boxに統合されているサードパーティ製アプリケーションで保存されたコンテンツ
も検索できます。また、コンテンツマネージャでは、特定のファイルの所有者を確認したり、
各ファイルがどのユーザーと共有されているかを確認することもできます。

透明性 第12条 共同対応 Box側での対応: Boxクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームはユーザー自身がコン
テンツを完全に管理して、コンテンツへのアクセスを制御できるように設計されています。ま
た、Boxでは、お客様の個人データがどのように管理されているかに関して十分な透明性を確保
できるよう、さまざまな措置を講じています。
• プライバシー通知: Boxのプライバシー通知には簡単にアクセスでき、プライバシーに対する

Boxの取り組みについていつでも確認することができます。また、Boxでは、データ保護やプ
ライバシーに関連する問題についてお客様がBoxプライバシーチームに直接連絡できる体制を
敷いています。

• Binding Corporate Rules: Boxでは、個人データの管理方法に関して高い透明性を確保して
います。BoxはController Binding Corporate RulesおよびProcessor Binding Corporate 
Rulesに準拠しているので、お客様はデータ保護に対するBoxのアプローチをいつでも確認す
ることができます。

• 機能変更に関する通知: お客様はBox管理コンソールを通じて今後予定されている主な機能変
更や製品リリースに関する情報を確認できます。そのため、お客様はBoxでのコンテンツ管理
を支援する新機能についての情報をすばやく簡単に入手することができます。

お客様側での対応: お客様はBoxクラウドコンテンツマネジメントプラットフォームを通じて、
コンテンツの整理、管理、アクセスの方法を制御することができます。お客様はBoxアカウント
やコンテンツへのアクセス権を付与したり取り消したりすることができるので、コンテンツにア
クセスできるユーザーを厳密に管理することができます。お客様がBox CCMプラットフォームで
管理している個人データに関して適切なレベルの透明性を確保する責任はお客様側にあります。 

* ここに掲載されている主要条項はGDPRのごく一部のみであるため、コンプライアンスを維持できるよう、必ず社内の関係各署ですべてのGDPR条項をご確認ください。こ
の情報は法的な助言を意図したものではありません。各条項の遵守に向けたお客様の取り組みがGDPRに適合していることを確認するには、必ず適切な機関による法的な
助言を受けるようにしてください。
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