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• OpenPages PCM は、業界、倫理、
プラ
イバシー、政府関連の多くの規制への
準拠に伴う複雑さを軽減します。
• このソフトウェアは、
テスト、
レビュー、
認証、および改善という継続的なプロ
セスを自動化します。
• 企業は OpenPages PCM を、財務統制コ
ンプライアンス、業界コンプライアンス、
企業コンプライアンスに使用できます。
• ダッシュボードは、経営層に対して、業績
を向上させるための可視性、統制、意思
決定支援の機能を提供します。

今日の高度に規制化されたビジネス環境では、企業はプライバシー、
倫理、産業、
プロセスなどに関わる各種の規制を含め、
グローバルな規
制や社内ポリシーへの対応が必須となります。組織におけるコンプライ
アンス対応環境の適用範囲に関わらず、各種法令間での相互の類似性
によって、管理作業や文書化、そして監査などに重複が発生し、
コンプラ
イアンス・リスクの効率良い検出と管理を困難にしています。
規制によるプレッシャーが高まる中、
コンプライアンス管理に向け、複数の
規制を横断的に捉えた実質的なアプローチを取る企業は、対応するた
めのコストと管理の複雑さの増加による負担を抑えながら、企業業績に
影響を与える主要な業務プロセスのリスクについて貴重な洞察を得るこ
とができます。
このようなリスクは、訴訟、罰金および罰則、企業の評判の
低下といった形で、企業の業績に悪影響を与えます。

製品概要

IBM OpenPages Policy and Compliance Management (PCM) は、産業、
倫理、
プライバシー、政府などにより規定された、各種の規制に対応する
ための体制やシステムを簡素化する、ポリシー及びコンプライアンス管
理ソリューションです。OpenPages PCM は、組織が複数の規制へ継続的
に対応できるように支援します。
また、
テスト、
レビュー、認証、修正という
プロセスを自動化し、各規制間での相互の類似性を把握し、業務の重複
や冗長性を排除します。対話型ダッシュボードやレポートを介して実施
される意思決定サポートにより、
コンプライアンス対応の実現、
リスクの
軽減、組織のポリシーや業務手順の遵守などが図れます。
OpenPages PCM は、規制に関するアラートを追跡して新たな課題に積
極的に対応する変更管理により、
ビジネス・ユーザーが規制環境に迅速
かつシームレスに対応できるようにします。
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主な特長・機能
機能

概要

メリット

シングル・データ・
リポジトリー

それぞれの組織、
プロセス、
リスク、統制、テスト、テス
ト結果などコンプライアンスおよびリスクに関するす
べての文書を一元化したデータソースを提供します。
充実した文書管理機能により、チェックイン/チェックア
ウト、バージョン管理、および監査証跡記録の機能を
提供します。

ほぼ無限の組織とプロセス階層そして、
リスクおよび統制の
構成を、企業の固有の構造に一致させる自由度を有して
います。共有化された文書、
プロセス、
リスク、および統制
を利用して、重複した処理を排除します。

規制のライブラリー
管理

部門間およびフォーカス領域間でコンプライアンス・プロ
法律、規制、およびベスト・プラクティスを一元化した
グラムの整合性をとることにより、標準化された効率的な
ライブラリーを維持します。法令の変更を追跡および
監視し、堅固なバージョン管理と監査証跡機能を利用 コンプライアンス・アプローチを促進します。類似した規制
管理全般の
することで、継続的にライブラリーを維持管理すること や遵守義務を同じ統制にマッピングすることで、
複雑さを軽減し、
コストを削減します。
が可能です。

コンプライアンス状
態に関する多様な
ビュー

ビジネス機能、
エンド・ユーザーや管理者は、複数の観点 (機能領域、 コンプライアンス・チームが、規制遵守義務、
事業単位、
地域、
または個別の規制遵守義務など) から、 および組織などの複数の側面から、企業全体のコンプライ
規制遵守の状況をすばやく把握することができます。 アンスの態勢を表示し、モニターできるようにします。

ポリシーのライフサ
イクル管理

作成、
レビュー、承認、認証、例外管理に至るまで、ポリ
シーの全ライフサイクルを管理します。ポリシーを規
制ライブラリーにマップできます。

ビジネス・インテリ
ジェンスと意思決
定支援

ダイナミックなダッシュボード、
グラフ、多次元レポート コンプライアンス・リスクの把握と問題の早期解決の推
の作成により、複数の規制に対して同時に、
コンプライ 進に、利用可能なオンデマンドのレポート作成機能を提
アンス状態に関する洞察を得ることができます。
レポー 供します。
トやコンテキストをドリルダウンすることで、根本原因
分析に活用することができます。
ドラッグ・アンド・ド
ロップによりその場で作成可能なブラウザー・ベースの
レポート設計機能を提供します。

Microsoft Office お
よびモバイルとの
統合

Microsoft Office およびモバイルとの統合により、ユー Microsoft Word、PowerPoint、Excel へ組み込み可能なグ
月次報告や役員会議向けの資料に取り
ザーは時や場所を問わず、
コラボレーションやデータ・ ラフやレポートを、
込むことで自動的に更新することが可能です。
また、モバ
アクセスを行うことができます。
イル機能との統合により、
ダッシュボードやレポートへリ
モートからアクセスできるようになっています。

高度な構成が可能

フォーム、ユーザー・インターフェース、言語、
レポート
作成、
ワークフロー、セキュリティー、およびシステム全
体の設定など、ビジネス・ユーザーによる完全な構成
変更が可能です。

完全に拡張可能

例を含み、完全に文書化されている API により、サード・ TCO を削減し、他のビジネス・アプリケーションと接続して、
パーティーのツールやアプリケーションとの統合が容 リスク認識文化の企業全体への拡大を支援します。
易になり、詳細に対象が絞られた専門的な機能が実
現します。
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従業員の意識付け、
トレーニング、キャンペーンのモニタリ
ングのため、
プロセスを定式化します。規則が変更された
時のポリシーの更新を容易にします。

変更への対応や、組織の既存の手順や命名規則に従った
調整が可能であり、
コンプライアンスに対する柔軟なアプ
ローチを促進します。
これにより、TCOの削減を支援します。
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OpenPages PCM では、
以下のような幅広い規制
がサポートされています。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

プライバシー

California SB 1386
HIPAA
EU Data Directive
PIPEDA
GLBA

アンチ・マネー・ロンダリング
12 CFR 21.21
OFAC
Bank Secrecy Act
PATRIOT Act

業界

OpenPages PCM は、企業全体のガバナンス、
リスク、
コンプライアン
スのフレームワークを実装するための重要なコンポーネントです。
IBM OpenPages GRC プラットフォームのソリューションを使用すると、
企業では以下が可能となります。
• 効率的かつ低コストで、複数の規制への対応を一元管理することが
できます。
• 事業間の依存性マッピングを提供して、統制の数と内部監査コストを
低減できます。
• 罰則や開示要件に関連した規制要件の関連リスクを正確に把握でき
ます。
• 文書、
テスト、修正に対する優先順位付けができます。
• チームの生産性向上と確実な意思決定をサポートできます。
• 複数の規制への対応を標準化し、全てのコンプライアンス・リスクを
包括的に把握できます。

21 CFR Part 11
MiFID
FERC
NRC

ベスト・プラクティスおよび社内ポリ
シー
倫理および運用標準
OSHA
HR ポリシー
ストック・オプション・プロセス
ISO 規格

図 1: コンプライアンスが達成されているという確信を与える OpenPages PCM のダッ
シュボード。

OpenPages GRC プラットフォームの一部である OpenPages PCM は、
リスクおよびコンプライアンスの管理に向けた企業全体の統合アプロー
チの実装における、重要なビルディング・ブロックです。IBM OpenPages
ソフトウェアは、先進的な企業が、
リスクおよびコンプライアンスに関す
る情報が分断された状況を排除し、複数の規制に対するコンプライア
ンスを維持しながら、中核となるビジネスの中にこれらの活動を組み込
むのに役立ちます。OpenPages PCM は、ポリシーやプロセスを中心と
した手法を遂行する、ポリシー及びコンプライアンス管理のソフトウェ
アです。
リスクや統制の自己評価、エンド・ユーザー調査、そして、
自動化
されたワークフローを通じて、
コンプライアンス管理を行います。
そして、
企業における財務統制コンプライアンス、業界コンプライアンス、企業
コンプライアンスを支援します。
また、規制要件への対応および業績の
最適化に不可欠な可視性、統制、意思決定支援の機能を経営層に対し
て提供するエグゼクティブ・ダッシュボードを備えています。
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IBM ビジネス・アナリティクスについて

IBM ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアは、組織がよりス
マートに業務を行い競合他社をしのぐために役立つ、
データ
に基づいた洞察を提供します。
この包括的なポートフォリオに
は、
ビジネス・インテリジェンス、予測分析と意思決定管理、パ
フォーマンス管理、およびリスク管理向けのソリューションが
含まれます。
ビジネス・アナリティクス・ソリューションにより、企業は、顧客分
析などのビジネス・パフォーマンスに大きく影響する可能性の
ある領域で、
トレンドおよびパターンを特定して視覚化すること
ができます。
シナリオを比較し、潜在的な脅威と機会を予測し、
リソースの計画作成、予算作成、
および予測をより適切に行い、
リスクと期待される利益のバランスを取り、規制要件を満たす
ように作業することが可能です。組織で、分析を広く利用可能
にすることによって、
ビジネス目標を達成できるように戦術的
意思決定と戦略的意思決定の足並みを揃えることができます。
詳細については、以下の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/software/jp

日本アイ･ビー･エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
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