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ｅディスカバリー：学術的議論か、そこにある危機なのか
eディスカバリーとは、米国の訴訟や当局による捜査に際し、関係

規則の全部または一部を適用することが予期されます。新規則及

する電子的保存情報を開示するプロセスです。2006 年 12月に

びこの分野について形成された著名な判例群によって、ディスカバ

米国連邦民事訴訟規則が改正され、eディスカバリーについての

リーリスクが企業のレーダー上に出現するようになったのです。

規定が制定されたことで、企業が「善意」
（good faith）かつ「合

新規則は、特に、①訴訟当事者がお互いに電子情報を開示しあう

理的な負担」
（reasonable efforts）によって電子情報を特定・開

手続の規定、②訴訟の早期段階で当事者と裁判所が証拠開示

示する要請について注目が高まっています。この特定・開示のプ

及び eディスカバリーの争点に対処するための規定、③開示対象

ロセスについては主張立証の負担が課されるため、企業は、訴訟

からの秘匿特権の放棄に関する規定、④規則的かつ善意による

上争われた場合、①すべて開示したか、②見落としたものはないか、

データ消失のためのセーフハーバー規定を制定しました。

③なぜそう言えるのか、の 3つの問いに明確に答えられるような電

ただし、注意しなくてはならないのは、セーフハーバー規定は、あら

子情報の保存収集手続を整備しておかなければなりません。なお、

ゆるデータの消失から企業を救済するわけではないということです。

この問題は米国特有のものというわけではなく、カナダ、英国等他

というのは、企業のデータ管理保存ポリシーが合理的・善意による

の国にも類似の問題があります。

ものであるかが、常に問われるからです。さらに、セーフハーバー規

eディスカバリーの制定により、今や訴訟当事者は相手方に対し、

定は、訴訟の蓋然性が高くなった状況下では、データの保全義務

ワープロ文書、eメール、ボイスメール、
インスタントメッセージ、
ブログ、

を免除しません。したがって、訴訟の蓋然性が高くなった場合は、

バックアップテープ、データベースファイル等々、基本的にすべての

データ管理保持システムの一環として即座に「リーガルホールド」

電子情報の開示を要求することができるようになりました。開示義

を実行できるようにしていなければなりません。仮に裁判所が関連

務に応えられなかった場合、制裁は苛烈で、時には数百万ドル単

データの保存義務に違反した、または、故意に隠滅したと認定した

位にもなり、加えてコンプライアンスコストの増加も無視できません。

場合、金銭的制裁を科され得ます。さらには、裁判所は、当該消失

このコストは急増していて、いまや米国企業は必要な電子情報を

データが相手方当事者の主張を立証すると決定することができ、
そ

特定・収集・開示するために、年間、SOX 法遵守以上の費用を支

の場合、
企業は訴訟上窮地に陥ります。

出していると概算されています。

eディスカバリーは、訴訟前手続において電子情報が収集・分析・

また、開示要求の影響は世界中に及び得ます。たとえば、上海やシ

開示されるプロセスについて、弁護士、クライアントやそのテクニカ

ドニーオフィスのデスクファイルから、マニラのデータセンターのバッ

ルアドバイザー、そして裁判所にとって新たな課題を提起したことに

クアップテープ、
さらには北京のオペレーションセンターのファイナ

疑いの余地はありません。ディスカバリーリスクも企業をとりまく環

ンスデータ、これらすべてが対象となり得ます。短期間で裁判所の

境に応じて適切に考慮される必要があるのです。2007 年ガート

証拠開示命令に応えることは、その作業量だけでもまさに悪夢です。

ナー社発行の “MarketScope for E-Discovery and Litigation

本ニューズレターでは、このようなeディスカバリー及び文書管理に

Support Vendors”（eディスカバリー及び訴訟支援業者の市場

ついてのコスト・負担・時間を削減するため、各企業の訴訟リスクと

規模）
調査結果によると、
eディスカバリーに関連するソフトウェアテ

事業継続とのバランスを考慮した実際的なアプローチについて考

クノロジーやサービス費用は2011 年まで年間 35 パーセントの率

察します。

で上昇すると見込まれています。
まずは経営者や取締役が eディスカバリーの脅威を明確に認識

企業は準備態勢にない

することが重要です。 企業情報管理団体であるAIIM の “2007
State of the Enterprise Content Management Industry”

今や企業は、否がおうなしにeディスカバリーという新たな枠組みの

（2007 年企業情報管理状況サーベイ）
」によると、
「自社の電子

内にあります。連邦民事訴訟規則の改正は、米国連邦裁判所に

情報が正確で、適切に管理されていて、信頼できるか」という問い

提訴される訴訟についてeディスカバリー規定の準則を示しました。

に対し、
「とても信頼できる」という回答は9％にすぎず、実に40％

各州の裁判所も、電子情報の有する問題点に対処するため、連邦

の回答者は自社の IT 責任者の知識が追いついていないと回答し
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ています。このような状況では、政府機関による捜査の過程で電

多数あります。もっとも、明確なポリシーがあっても、
きちんと実践さ

子情報の開示を求められた場合も重大な事態に陥ります。上記

れていない企業も多数です。そもそもポリシーがない企業、
ポリシー

サーベイでは、3 分の 1 以上の企業が電子情報に関する提出命

はあるが誰もそれを知らない企業、
一体どちらがましでしょうか。

令に対応できるポリシーやテクノロジーシステムを構築していないと

企業によっては、特定の期間経過後にハードコピー・電子情報の

回答しています。このサーベイは2006 年 9月に実施されましたが、

いずれも削除することを規定しています。前述のとおり、
「規則的」

同時期に行われたBPMフォーラム及びコンプライアンスソフトウェ

で「善意」
（routine and in good faith）
によって行われる限り、
こ

ア会社によって実施された別の調査結果によってもIT 責任者が

のような削除は制裁の対象とはなりません。しかし、訴訟が現実

この新たなコンプライアンス規定について十分に理解できていな

化した、または訴訟の危険性が生じた場合には、削除規定に関わ

いことが判明しています。

らず、関連する情報を保存する（リーガルホールド）義務が発生し

要するに、これでは、経営者は、何か問題が生じて初めて自社が

ます。しかしリーガルホールドは表明するだけでは足りず、現実に

証拠開示命令に対応できるような体制が整っていないことに気づ

実行されていることまで立証する責任があります。さらには、
その後

く、
というのが現状です。しかし、
そのときになってからでは、
できるこ

リーガルホールドが適宜な時期に解除されるようにされていなけれ

とは極めて限られています。

ば、
企業の事業執行に大きな負荷となりかねません。
電子情報の開示要求に対し、
「あまりに費用・負担が大きすぎ、手

eディスカバリーリスクとは何か

段の合理性がない」として困難性を法廷で主張すれば済むのでは

訴訟や捜査の対象となることは米国企業にとって常々現実的な

ことは危険です。 金銭的・人的・技術的に開示要請に応じられな

問題でしたが、今やその対象は米企業のみならずグローバルに広

いという主張を、裁判所が常に認めるわけではありません。この

がっています。そして、近年の法制度の変化により企業のおかれ

場合、結局は、当該情報の価値と、開示することによる負担が比

ないかと考える企業もありますが、このような訴訟戦略にのみ頼る

た危険性が劇的に増大しました。通常の事業の過程で生成され

較衡量されます。裁判所は、その結果、情報の価値が勝ると判断

る電子データ量の爆発的増加により、ディスカバリー要求は、企業

すれば、非常に短い時間で開示を命令することができます。実際、

にとって、今までにない高コストの要因・高レベルのリスクとなりまし

訴訟上、電子情報の提示するにはいかに負担が大きいか、延々と

た。

詳細に主張した挙句、1ヶ月足らずで当該文書を提示するように命

あらゆる業種の企業が、電子情報の管理失敗とeディスカバリー

じられた企業もあります。

に内在するリスクにさらされています。さらにとくに規制が厳しい業

電子情報の開示義務について対応を誤った場合、苛烈な制裁の

種では、政府機関による捜査の故に、このリスクはさらに高くなりま

対象となりえます。あるメジャーなソフトウェア会社は、制裁として

す。とはいえ、
このリスクの重要な兆候を発見するのは難しくはあり

2500 万ドル分追加の賠償金を命じられ、
さらに弁護士費用として

ません。以下は一例です。

200 万ドルの支払を命じられました。ある大規模ワイヤレス事業

•• バックアップテープや eメールに関連する要求があった

ドルの支払を命じられました。さらに、ある投資銀行は文書保存プ

•• 明確な文書保存ポリシーが存在しない（全情報を何でも包

ロセスの怠慢のため250 万ドルの支払を命じられ、あるコンシュー

者は、制裁として相手方に弁護士費用その他についての 850 万

マー製品製造業者は制裁として275 万ドルの支払に加え、自社

括保存しているだけの「ごみ箱」的対応）
•• 保存・特定コストが増加している

の証人請求を却下されました。また別の会社は電子情報の破壊

•• 直近におけるまたは現在進行中の捜査・訴訟がある

を理由に敗訴し、ファイルやバックアップテープの誤削除もまた制

•• 訴訟や捜査による失敗体験がある

裁の対象となることを示しました。これらの制裁は、当該訴訟自体

•• 記録の保存・削除に関する責任の所在が不明確である

の敗訴につながりかねませんし、実際にも敗訴につながっています。
また、
収集された電子情報は、
ハードコピー文書にはないような情報

企業のポリシー及びテクノロジーが旧式なため、eディスカバリーに

を示すこともできます。たとえば、
メタデータ
（データについてのデー

対応するため相当なコスト・時間・負担を要するのであれば、そのよ

タ）
は今日のディスカバリープロセスで現実に利用されています。メ

うな作業上の不能率を避けるためにも先見的なプロセスベースの

タデータによって、当該電子情報の作成日、作成者、修正状況等

アプローチの導入を行う必要があるといえるでしょう。

を知ることができます。メタデータは、画像、ビデオ、文書その他事

eディスカバリーリスクについて理解するには、まず2 点について自

実上あらゆる種類のデジタルデータについて存在します。メタデー

覚しなければなりません。すなわち、
自社に存在する電子情報の量

タの活用により、当該データ作成者が意図していなかった情報を

が膨大であることと、それに対し、自社の体制が費用対効果に即し

知ることができ、
訴訟上多大な優位を獲得し、
まさに「鋼鉄の軍艦」

ていないのではないか、ということについてです。eディスカバリー

を撃沈することすらできるのです。

の対象は、企業内の何百万点ものドキュメントに及び得ます。こ
の膨大な量と訴訟上の要請を合わせて考えると、電子情報を保

では何をすべきか

存・管理・分析・提出するコスト・時間・作業量は急騰します。
そもそも企業に文書保存ポリシーがなければ、問題はさらに困難と

貴社にeディスカバリーに対応できる十分な体制にあるかを知るべ

なるのですが、実際には、文書保存ポリシーが存在しない企業は

きときは、実際に訴訟や捜査に直面してからではありません。それ
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よりも前に自社の文書保存及び eディスカバリーポリシー・プロセス

機能の評価等を考慮すべきです。

について現状把握を行い、そのリスクについて取締役会や法務責

以上の検討プロセスは、
事業上及び当該分野に関する専門性、
コ

任者と協議し、あるべき「適当な規模の」アプローチを検討し、適

ンプライアンス及びガバナンスの専門性、そしてテクノロジーを要し

切な研修・準備プログラムが存在するか自問すべきです。この手

ます。また、企業の現在の文書管理規定や基盤についてすでに

順によって、経営者は主要なリスクを識別し、コントロールの弱点、

行われた評価結果も活用すべきですし、内部監査プランやセルフ

そしてプロセスの改善点を知ることができ、そうして、文書保存及び

アセスメントプログラムによるモニタリング・評価結果をも活用すべ

eディスカバリーに関するリスクを緩和することができます。自社の

きです。

運営文書・法律文書・事業遂行文書の作成管理の目的及びプロ
セスの現状について、事実に基づいて理解するのが出発点です。

バリュープロポジション

ポリシー及びリスクを評価した次は、経営者は文書保存ポリシー・プ
ロセスに含める主要な要素を検討すべきです。以下はこの作業を

以上の努力によって、
企業が達成すべき目標は4 点あります。

行うための手順の例です。
① 法的要請及び内部ポリシーへのコンプライアンスを達成す
る。

•• 文書管理に関する役割及び責任の所在を検討し、有効かつ

② 防衛プロセスルーティンを確立し、訴訟・捜査等に対する

明確か確認する。

過度のコストを回避する。

••「公式文書」とは何かについて、自社内に共通理解があるか

③ データ保存収集のコストを大幅に減少させる実際的なソ

確認する。

リューションを特定する。

•• 既存の文書保存基準の背景となったポリシーを理解する。
•• 既存の文書化されたプロセスについて、その運用について法

④ 通常業務の阻害を防止すると同時に、従業員がより効率的
にデータを作成・使用・削除する方法を策定する。

務責任者及びチーフコンプライアンスオフィサーから意見聴
取する。
•• 既存のデータ定義及びガイドライン、eメール及びバックアッ

適切に設計され、有効に運用された文書管理プログラムの効率

プテープ管理、データ削除プロセス、セキュリティ・プライバ

は計り知れません。今、行動に移すことで、企業は自社の文書管

シーに対する配慮について検討・評価する。

理保存ポリシーを最新のものとして継続的に運用できるだけでなく、

•• 国際基準（ISO15489-1、15489-2）やベストプラクティス
を検討する。

訴訟・捜査その他事業上の紛争に対処できる訴訟準備体制の主
要要素を設置できます。継続的な対応策の設定は、
リスクプロファ
イルを増加させることなく、eディスカバリーに関連するコストを65

また、以下はeディスカバリーポリシー及びプロセスに含める主要な

〜 85パーセント削減することができます。

要素を検討するため手順の例です。

まずすべき5つのステップ
•• 法内容や、関連するプロセス及びテクノロジーの基礎的な理
以下は、もしまだであれば、現時点で経営者及び取締役が取るべ

解をする。

き5つのステップです。

•• 電子証拠マップや訴訟準備プランを評価する。
•• 使用できるソフトウェアアプリケーションプロファイルを検

① 文書管理及び e ディスカバリーリスクについて理 解する。

討し、
システム、
テクノロジー、ツールを評価する。

法律・ITその他この分野の専門家からこのリスクについて

•• 証拠の関連性の保持について評価し、サンプルを使用して

説明を受ける。

検討する。
•• リーガルホールドに関連し、データ保持・削除手続を評価す

② 文書保存及び e ディスカバリーに関連し、自社に適切で文
書化された方針書・手続書があるか判定する。

る。
•• e ディスカバリー機能のコソース・アウトソースを検討する。

③ 将来予想される訴訟及び捜査の頻度との関係で、自社の
文書管理リスクを検討する。

以上の手順によって、企業のポリシー・フレームワークを構築し、プ

④ 自社のリーガルホールドプロセス及び管理能力を検討し、
文書保存に関する役割・責任が明確に定義され、理解され

ロセスの現状を評価することができます。これらの手順を通じて、

ているか検討する。

経営者は現状と目標達成に必要となるあるべき主要要素を比較
することが可能となります。また、現状の評価には、
リーガルホール

⑤ 現状の文書保存管理能力とリスクプロファイルに応じた
文書保存管理能力についてギャップ分析を行う。

ドが実施されたデータの保存及び削除手続も含めた、文書保存ポ
リシーの遵守状況の評価をも含めるべきです。ほかにも、自社の
研修カリキュラムの検討、現在の文書保存プロセスが会社全体の

内部監査機能を活用する

事業継続・危機復旧計画との親和性の評価、文書管理のコソー
ス・アウトソースの検討、定期的モニタリング及び執行・内部監査

従来、内部監査執行役員（CAE）は、経営者及び監査委員会が
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行うリスク評価過程においてディスカバリーリスクを重要視してきま
せんでした。CAEは、自社の訴訟・捜査リスクプロファイルを検討
してから監査計画を策定し、自社の文書管理活動についてリソー

めていて、自社を防衛するプロセスを構築できる体制にあり
ますか。
•• 監査委員会は、文書保存及び e ディスカバリーに関連し、自

スを投入すべきか考えるべきです。

社のリスクに関する内部監査計画の範囲に満足しています

企業のリスク及びリスク対応の有効性を規則的に評価する内部

か。コンプライアンスに関する監査計画は、対象分野が十分

監査は、文書管理及び eディスカバリーリスクについて警鐘を鳴ら

ですか。重要なリスクをすべてカバーするだけのリソースが

し、経営者及び取締役がこのリスクに対応するために適切な対応

投入されていますか。

をとるようにするのに最適な地位にあります。内部監査を通じ、企
業の文書保存及び eディスカバリーポリシー・プロセスが、訴訟とい

経営者が考慮すべき問題点

う有事において企業を防衛するプロセスを構築するため、より強固

•• 電子情報を対象とする文書管理・保存ポリシーがありますか。

な基盤となりうるか検討することができるのです。

•• 自社のすべての電子情報が、いまや訴訟上開示対象となる
ことを理解していますか。自社のバックアップテープも、訴

まとめ

訟上利用できるように復元できることを知っていますか。
•• 有効なリーガルホールドを即座もしくは極短期間で設定でき

法務責任者や経営者は、規則の改正を重視しなければなりません。
訴訟や捜査を受けている最中の緊迫した空気の中であわてて電

ますか。さらに、リーガルホールドが有効に運用されている
ことまで立証できますか。

子情報を探し始めるのでは、あまりに代償が大きすぎます。 防衛

•• 争点とされても、法の要請及び自社内の文書管理ポリシーを

的・継続的な文書保存プロセス事業活動の一部となっていること

遵守していることを容易に立証できますか。自社の従業員

こそ望ましく、
さらに企業のディスカバリーリスクプロファイルに応じ

が送受信した、関連 eメールを復元し開示するためのツール

てリスク対応ができるように設計されていれば尚更です。 訴訟や

や専門能力がありますか。

捜査を受ける可能性が低い企業においても、文書・情報管理プロ
グラムを費用対効果に即して運用するという利点があります。 検

プロティビティの支援

討する価値があるといえるでしょう。
文書管理のコスト・時間・負担に苦しんでいませんか？何度も繰り返

考慮すべき問題点

し訴訟や捜査の要請に対応させられていませんか？急を要するe
ディスカバリーを次々と繰り返させられていませんか？

取締役が考慮すべき問題点

プロティビティには、貴社のディスカバリーリスク管理の要請に応え

•• 自社の訴訟準備体制に満足していますか。訴訟や捜査を受

るべく、事業・分野の専門性、コンプライアンス・ガバナンスの専門

けた際、仮に電子情報を開示できなかったとしても、セーフ

性、そしてテクノロジーがあります。詳しくは遠慮なくお問い合わせ

ハーバー規定によって保護されるような文書管理規定を定

ください。

プロティビティ ジャパンについて
プロティビティ
（Protiviti）
は、
リスクコンサルティングサービスと内部監査サービスを提供するグローバルコンサルティングファームです。北米、
日本を含む
アジア太平洋、
ヨーロッパ、中南米、中近東において、
ガバナンス・
リスク・コントロール・モニタリング、オペレーション、テクノロジ、経理・財務におけるクライアント
の皆様の課題解決を支援します。
プロティビティのプロフェッショナルは、経験に裏付けられた高いコンピテンシーを有し、企業が抱えるさまざまな経営課題に対して、独自のアプローチと
ソリューションを提供します。現在、世界の 60を超える拠点で約 3,300 名のコンサルタントが活躍しています。
© 2010 Protiviti Inc. All rights reserved.
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