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はじめに
 2018 年 5 月、欧州連合 (EU) は、過去 20 年で最大のデータプライバシー法案改訂を施行します。
EU 一般データ保護規則 (General Data Protection Regulation：GDPR) は、個人データを処理するあ
らゆる EU 事業体のさまざまな役割に影響を与えます。

 GDPR に関わるプライバシー違反の検出、訂正、回避は、複雑になりがちです。大規模、またはアジャ
イルな DevOps 環境において、自動化を行わずにコンプライアンスを実現することは極めて困難です。
さらに、データを収集、集約、保護する既存のツールは、GDPR に準拠するための機能を備えていない
場合があります。しかし、これらのツールでは、自動化によりコンプライアンス準拠をサポートすること
が可能な、アプリケーション・プログラミング・インタフェース (API) やその他のプログラムによるアクセ
ス方式を提供していることがあります。 

 IT 組織は、データ保護担当者が GDPR コンプライアンスを実現するための課題に対処できるよう、さ
まざまな方法で支援することができます。一元管理を特徴とする使いやすい自動化プラットフォームと、
各種ユースケースに対応するモジュール式アーキテクチャによって、堅牢な GDPR 支援を提供できます。 

 エンタープライズ向けオープンソース自動化プラットフォームである Red Hat® Ansible® Automation 

は、単独で、または他のツールと組み合わせて使用することによって、重要なコンプライアンス機能を
支援します。たとえば、データの自動検出や自動マッピング、機密データの自動保護、コンプライアンス
に違反するデータの自動廃棄、アクセス権限の照会に対応する顧客データの自動提供、消去権限の照
会に対応する顧客データの自動削除、またはポータビリティ権限の要求に対応する顧客データの自動
エクスポートなどが含まれます。 

EU 一般データ保護規則 (GDPR) とは
 GDPR とは、欧州連合が策定した新しいプライバシーの枠組みであり、多様な国際データ保護法を
統一することを目的としています。この規則により、個人データの収集、使用、またはその他の処理を
行う企業に、広範な義務が課されるようになりました。

 GDPR の下では、以下の合法的根拠が 1 つ以上ある場合にのみ、個人データの処理が可能になりま
す。データ主体が、1 つ以上の特定の目的のために個人データが処理されることに同意している。または
処理が以下の目的で必要とされている：

 •データ主体が当事者となっている契約を履行するため、または契約を締結する前にデータ主体の要
請により対策を講じるため。

 •管理者が負う法的義務に準拠するため。

 •データ主体または他の自然人の重大利益を保護するため。

 •公共の利益、または管理者の職権行使に基づいて行われる作業のため。

 •管理者または第三者が追及する合法的な利益のため。ただし、かかる利益よりも、個人データの保
護を必要とするデータ主体 (特にデータ主体が未成年である場合) の利益または基本的権利や自由
が優先される場合は例外とする。

 GDPR の適用範囲は EU の領土範囲を超えて、EU に居住する個人にサービスや商品を提供する組
織や、EU における個人の振る舞いを監視する組織も含まれます。

 GDPR への違反が発覚した企業には、全世界年間収益の 4% 以下または 2 千万ユーロのうち、いず
れか高い方が罰金として科せられます。

https://www.redhat.com/ja
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GDPR に関する課題とは
 2017 年、Gartner 社は次の 2 つの戦略的予測を発表しました。 

1. 2018 年 5 月 25 日、影響を受ける全組織の 50% 未満が完全に GDPR に準拠する。

2. 2020 年までに、GDPR への違反による罰金は数百万ユーロに上る。1

 Gartner 社によると、これらの予測では、とりわけ大規模かつアジャイルな DevOps 環境における、プ
ライバシー違反の検出、訂正、回避の複雑さが考慮に入れられています。

 • 検出が困難である理由は、顧客データの収集には複数の地域や業種、さらにはオンプレミス、クラウ
ド、ハイブリッド・インフラストラクチャにまたがる各種チャネルが使用される傾向があり、必ずしも
統一されたデータ管理戦略によってデータが集約されていない点にあります。こうした不規則性があ
るため、利用可能なデータ、正当な利益と保護対象の機密性を持つデータ、GDPR 準拠のために廃
棄が必要なデータを判別することは困難です。

 • 訂正が困難である理由は、ソリューションが、大規模な顧客データ・アクティビティ (仮名、トークン、
消去保護の追加など) の実行に依存している点にあります。これらのタスクに対応する固有の機能が
データシステムに備わっていない場合、次善策となるのは、既存の API とその他のプログラムによる
データアクセス方式を利用することです。 

 • 回避が困難である理由は、継続的コンプライアンスを実現するためには、データの獲得方法、データ
を一元的に集約する方法 (データレイクなど)、およびコンプライアンスの検証や報告を自動化するシ
ステムに、大幅な変更を加える必要があるという点です。

 さらに、EU はこれまで、コンプライアンスに必要なツールや操作の枠組みを規定することをあまり
重視してきませんでした。GDPR 規制に準拠するための代表的なソリューションとして、プライバシー管
理ツール (統合リスク管理など)、同意および Cookie 管理ツール、プライバシー管理ツール (データライ
フサイクル管理など)、および仮名化ツール (トークン化またはマスキングなど) があります。ただし、大
規模環境でコンプライアンスを維持するには、これらのツールを自動化する必要があります。

RED HAT ANSIBLE AUTOMATION による GDPR コンプライアンス支援
 自動化とは、コンピュート、ネットワーク、ストレージ・インフラストラクチャ、OS 構成、複数階層アプ
リケーションのプロビジョニング、およびセキュリティポリシーやコンプライアンス規則の施行など、幅
広い IT タスクを達成するための柔軟かつパワフルな機能です。

 多くの IT 組織では、こうしたタスクの一部について、または DevOps のような戦略的イニシアチブの
一環として、すでに 1 つ以上の自動化ツールを利用しているかもしれません。柔軟で使いやすい自動化
ツールほど、GDPR コンプライアンス対応への利用に適しています。

 実際、Gartner 社のセキュリティおよびリスク管理戦略チームの研究部長である Joerg Fritsch 氏は、
「技術的専門家は、技術を利用して処理を反復可能かつスケーラブルにすることで、GDPR プログラムを
サポートできる」と述べています。2

 Red Hat Ansible Automation は、習得しやすい言語、強力な一元化管理機能、および複数のシナリ
オで GDPR コンプライアンスの問題に対処するモジュール式アーキテクチャを特徴とする、IT 自動化プ
ラットフォームです。

1  “GDPR Clarity: 19 Frequently Asked Questions Answered.” Gartner 社。2017 年 8 月 29 日。

2  Joerg Fritsch。“A Technical Solution Landscape to Support Selected GDPR Requirements.” Gartner 社。
2018 年 2 月。

https://www.redhat.com/ja
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https://www.gartner.com/login/loginInitAction.do?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F3856377
https://www.gartner.com/login/loginInitAction.do?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F3856377
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ユースケース 1：データの自動検出と自動マッピングによる機密データの検出
 大規模環境においては、データを検出するプロセスにさえ困難が伴います。Red Hat Ansible 

Automation は、IT インフラストラクチャ全体における、e ディスカバリー製品などの電子保持情報 

(ESI) の検出およびマッピングを単純化します。 

 Red Hat Ansible Engine はエージェントレスであり、セキュアシェル (SSH) を介してターゲットシステム
に接続します。IT チームは、e ディスカバリー・エージェントをターゲットシステムにデプロイし実行する
方法を単純な言語で記述し指示する自動化ワークフロー、すなわち Ansible Playbook を作成できます。

 以下は、Ansible Playbook によって e ディスカバリー・ソリューションのエージェントが正しくインス
トールされて起動する例です。エージェントが期待どおりに動作しない場合、Playbook は次のような警
告メッセージを送信します。

- name: Ensure operating ediscovery agent

 hosts: all

 become: yes

 tasks:

   - name: Ensure latest ediscovery configuration

     template:

       src: templates/ediscovery-agent.j2

       dest: /etc/ediscovery-agent.conf

   - name: Ensure latest ediscovery agent is installed

     package:

       name: ediscovery-agent

       state: latest

   - name: Ensure ediscovery agent is actually running

     service:

       name: ediscovery-agent

       state: started

     register: ediscovery_status

   - name: notify admins if agent was not already running

     slack:

       token: token/generatedby/slack

       msg: “{{ inventory_hostname }} had no running eDiscovery agent!”

     when: ediscovery_status.changed == true

https://www.redhat.com/ja
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 Red Hat Ansible Engine は、オンプレミスおよびパブリッククラウド・インフラストラクチャのどこで
も作動し、Linux® オペレーティングシステムと Windows オペレーティングシステムの両方をサポートす
るとともに、企業 ESI へのさらに幅広いアクセスを可能にします。

 Ansible Engine が Playbook の実行を管理する一方、Red Hat Ansible Tower では、どの Playbook 

がどの環境で実行されているかを一元的なビューで示し、まだ分析されていないシステムや、データ収
集開始が失敗した場所などをすぐに確認できます (図 1)。

図 1. Red Hat Ansible Tower の提供する、一元化された Playbook インタフェース

- name: ensure given files are not present anywhere

 hosts: all 

 tasks:

   - name: get list with all important files

     win_find:

       path: \Users

       recurse: True

       patterns: [‘*.doc’,’*.docx’,’*.xls’,’*.xlsx’,’*.pdf’]

     register: all_files

   - name: Submit file list to CMDB via REST

     win_uri:

 e ディスカバリー・ツールを自動化できない場合でも、自動化エンジン自体を使用することで、目標を
部分的に達成することができます。たとえば、Ansible ではリソースにタグ付けし、次にリソースの物理
的な場所のマップを構成管理データベース (CMDB) に保存して、GDPR のデータ主権に対応できます。

https://www.redhat.com/ja
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       url: “https://your.cmdb.example.com/rest/api/2/{{ inventory_
hostname }}/files”

       method: POST

       body: “{{ all_files.files|map(attribute=’path’)|list() }}”

       body_format: json

ユースケース 2：機密データの自動保護による継続的なコンプライアンス確保  

 GDPR では、コンプライアンスを維持するために IT 組織が使用すべき具体的なツールや方法を指
定していないため、機密データは各組織のリスクアセスメントに応じてさまざまな方法で保護できます。
場合によっては、暗号化のような高度な保護アプローチが必要になります。このシナリオでは、確実な
実装を行うために自動化が不可欠です。

 Ansible は、インベントリーの特定の GDPR 基準に合致するよう、すべてのマシンにデバイス暗号化
を適用できます。次の Playbook では、Ansible は他社ツールとのネイティブ統合を行うことなくタスク
を実行します。

- name: ensure given files are not present anywhere

 hosts: all 

 tasks:

 - name: check if device is available

   stat:

     path: /dev/mapper/lukscrypt

   register: stat_cryptdata

 - name: decrypt device if necessary

   shell:

     echo -n “{{ luks_pwd }}”|cryptsetup luksOpen /dev/md/0 lukscrypt

   when: stat_cryptdata.stat.exists == False

 - name: mount crypted device

   mount:

     path: /data

     src: /dev/mapper/lukscrypt

     state: mounted

     opts: noauto

https://www.redhat.com/ja
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 使用するコンプライアンス方式に関係なく、組織は継続的にコンプライアンスを証明する必要があ
ります。自動化は、Red Hat Insights のような自己修復管理ソリューションと共に使用されます。この製
品は、保護されたシステムをリアルタイムで分析し、コンプライアンスに違反するシナリオがあった場
合に自動的に修正します。

 図 2 では、Red Hat Insights が Ansible Playbook の実行によって修正可能なセキュリティの脆弱性
を特定しています。Playbook が自動生成され、ダウンロードすると、影響範囲に対して実行できます。
あるいは、Playbook を Ansible Tower にインポートして一元的に実行することもできます。

図 2. Red Hat Insights によるセキュリティ脆弱性の特定

ユースケース 3：コンプライアンスに違反するデータの自動廃棄
 機密データの検出、マッピング、保護が完了したら、その他すべてのコンプライアンスに違反するデー
タを廃棄できます。このタスクは、Ansible Engine がターゲットシステムで必要に応じて実行する特定
の Playbook を作成することで、大規模に行うことができます。 

 このシナリオでは自動化が特に重要になります。コンプライアンスに違反するデータはバックアップ・
メディアやオフラインのストレージに保管される可能性があり、手動で処理する場合にリソースを大量
に消費してしまうからです。

 たとえば、Ansible はマウントされたサーバーにアクセスする Playbook を実行し、定義済みのデバイ
スを一時的にマウントし、所定のリストに指定されているすべてのファイルが存在していないことを確
認することができます。そして最後に、その Playbook により、削除したファイルのリストを示したレポー
トを E メールで送信できます。

- name: ensure given files are not present anywhere

 hosts: backup-servers

 become: yes 

 tasks:

   - name: mount backup dirs

     mount:

https://www.redhat.com/ja
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       path: /mnt/backup

       src: /dev/dm0

       fstype: xfs 

       state: mounted

   - name: ensure files from forbidden list are deleted

     file:

       name: “{{ item }}”

       state: absent

     with_items:

       - “{{ lookup(‘file’, ‘forbiddenfiles.txt’).split() }}”

     register: found_files

   - name: send report of deleted files via mail

     mail:

       host: smtp.gmail.com

       port: 587

       username: username@gmail.com

       password: “{{ secret_from_vault }}”

       to: Backup Reporting <bacup.reporting@example.com>

       subject: Backup file deletion report

       body: “System {{ ansible_hostname }} deleted the files {{ found_
files.results | selectattr(‘changed’)|map(attribute=’item’)|list() }}”

     when: found_files.changed == true

   - name: umount backup dirs

     mount:

       path: /mnt/backup

       state: unmounted

https://www.redhat.com/ja
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さらに詳しく
 上述の 3 つのユースケースの自動化プロセスをマスター Playbook に統合し、IT 環境にデプロイ
した新しい IT システムに対して、随時または定期的に手動もしくは自動で実行できます。

 Red Hat Ansible Automation は、この他にもさまざまなコンプライアンス上のシナリオ下で
使用できます。たとえば、データ主体によるアクセス権限の照会に基づく顧客データの自動提供 

(GDPR 15 条)、データ主体による消去権限 (忘れられる権利) の照会に基づく顧客データの削除 

(GDPR 17 条)、またはデータ主体によるポータビリティ権限要求に基づく顧客データの (指定フォー
マットでの) 自動エクスポート (GDPR 20 条) などが挙げられます。 

 Red Hat Ansible Automation を使い始めるには、redhat.com/ja/technologies/management/

ansible/get-started で詳細をご確認ください。

 コンプライアンスに対応する自動化戦略の策定にサポートが必要な場合は、Red Hat コンサル
ティング (redhat.com/consulting) をご活用ください。

 GDPR の詳細については、以下の資料をご覧ください。

 • EUR-Lex: General Data Protection Regulation

 • European Parliament: Q&A: new EU rules on data protection put the citizen back in the 

driving seat

 • Red Hat: EU General Data Protection Regulation (GDPR)

E ブック 自動化による GDPR コンプライアンス支援

http://facebook.com/redhatjapan 
https://twitter.com/redhatjapan
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/ja
http://redhat.com/ja/technologies/management/ansible/get-started
http://redhat.com/ja/technologies/management/ansible/get-started
http://redhat.com/consulting
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151217IPR08112/new-eu-rules-on-data-protection-put-the-citizen-back-in-the-driving-seat
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151217IPR08112/new-eu-rules-on-data-protection-put-the-citizen-back-in-the-driving-seat
https://access.redhat.com/gdpr

