
テラデータ・コーポレーション
プライバシー・ポリシー・ステートメントおよびサイト規約

発効日 : 2015 年 10 月 23 日



日本テラデータ株式会社（以下、日本テラデータ）は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所属企業名、役職その他個人を識別できる
もの (以下、「個人情報」といいます）を、米国Teradata Corporationのプライバシーポリシーに従い取り扱います。
なお、個人情報は、米国Teradata Corporation、および日本テラデータが業務で利用するデータベースに格納されます。このデータベース
は米国Teradata Corporation と業務委託契約を締結している協力会社によって、機密保持契約、およびプライバシーポリシーの元で管理・
運用されています。当協力会社の業務は登録情報の保全・管理のみであり、同社が登録情報を開示あるいは使用、収益、処分する事は一切
ありません。

米国Teradata Corporationのプライバシーポリシーについては次ページ以降をご確認ください。

日本テラデータ株式会社の個人情報の取り扱いについて
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テラデータ

プライバシー / 規約

I.  プライバシー・ポリシー・ステートメント

1.  発効日 / 最終変更日

2015 年 10 月 23 日

2.  適用範囲

本プライバシー・ポリシー・ステートメントは、「個人情報」( この語の詳細な定義は本文書内に記載されています ) の取り扱いについて
テラデータが採用しているプライバシーおよびデータ保護 ( 以下「PDP」といいます。PDP: Privacy and Data Protection) の基準、方針、
慣例および手順を要約したものです。本文書において、「テラデータ」( 以下「当社」ともいいます ) とは、テラデータ・コーポレーショ
ンと世界各国におけるその子会社すべてを指します。

当社は、あらゆる個人情報を本ポリシー・ステートメントに従って、または関係者もしくはデータ対象者 ( 以下「お客様」といいます ) の
別途の承諾に応じて取り扱います。本ポリシーは、テラデータの Web サイト、ソーシャル・メディア・サイト、モバイルおよびデスクトッ
プ用アプリケーション ( 以下「アプリ」といいます ) にも適用されるものとします。さらに、本ポリシー・ステートメントが適用されるか、
添付されるか、または参照することにより組み込まれる、お客様とテラデータとの間においてオンラインで行なわれるその他の連絡およ
び通信にも適用されるものとします。また、適用法で義務付けられている場合には、お客様は本ポリシー・ステートメントの適用対象 ( 総
称して当社の「サイト」といいます ) についても同意または承諾したものとします。

3.  変更および補足条項

当社は、本ポリシーに重大な更新または変更を施した場合、本ページの先頭や www.teradata.com/privacy などにおいて最低 30 日間はそ
の旨の通知を掲載します。当社は、規定とは異なるが収集の時点で適用可能となる方法で個人情報を使用することを申し入れる場合、そ
の旨を通知します。お客様には、当社が当該の方法で個人情報を使用することを承諾するかどうかの選択権が与えられます。当社は、そ
の時々に、本ポリシーおよびその他の PDP 規約の補足または修正を申し入れることがあります。対象となるのは、特定の許可に基づく会
員登録、メンバーシップ、フォーラム、トランザクション、場所、国、情報系もしくは特定の他の Web、情報交換またはソーシャル・メディ
ア・サイトなどに関連する、サイト特有またはインタラクション特有の情報および条項 ( 以下「補足プライバシー条項」といいます ) です。
その際、お客様が情報をやり取りするテラデータ・サイトに適用可能な場合、お客様には、適用される補足プライバシー条項が通知され、
承諾するかどうかの選択権が与えられます。

4.  問い合わせ先

本ポリシー・ステートメント、テラデータにおけるデータのプライバシー保護、または PDP 関連の適用法規もしくは米国 -EU 間のセー
フ・ハーバー・フレームワーク原則への当社の遵守状況に関するご質問、ご心配な点およびご苦情は、テラデータの Ethics, Compliance & 
Privacy Office まで E メールまたは郵便でお寄せください。

E メール・アドレス : Ethics&ComplianceOffice.TD@teradata.com

郵送先住所 :

Ethics, Compliance & Privacy Office

Attn: Todd B. Carver, Chief Ethics, Compliance and Privacy Officer Teradata Corporation

10000 Innovation Drive Dayton, Ohio, USA 45342-4927

情報技術 (「IT」) のセキュリティに特有のプライバシー関連の問題については、当社のグローバル担当 Information Security Officer まで
E メールまたは郵便でご連絡ください。

E メール・アドレス : information.security@teradata.com

郵送先住所 :

Information Security Office

Attn: Timothy Kiggins, Chief Security Officer Teradata Corporation

10000 Innovation Drive Dayton, Ohio, USA 45342-4927

http://www.teradata.com/privacy
mailto:Ethics%26ComplianceOffice.TD%40teradata.com?subject=
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5.  はじめに

当社が「データ管理者」である場合の個人情報の取り扱いに関する概要は下記のとおりです。

個人データの収集は、個々の特
定の処理目的に対応するための
必要最小限に留めます。

個人データは、暗号化して保存
します。

個人データは売却しません。

個人データの公開を収集時の目
的以外の目的で非公共の第三者
に行うことはありません。

個人データの処理を、収集時の
目的以外の目的で行うことはあ
りません。

個人データの保存は、個々の特
定の処理目的に対応するための
必要最小限に留めます。

プライバシー保護は、テラデータにおいて優先事項とされています。プライバシーと情報セキュリティは、当社にとって非常に重要なも
のです。信頼を維持し、個人情報を保護し、当社が遭遇するすべての人のプライバシーを尊重することは、当社にとって最も重要なこと
です。

プライバシーの保護は、テラデータの企業文化、価値観および日常の行動の一部です。プライバシーおよび情報セキュリティに対する当
社の取り組みは、本ポリシー・ステートメントに記載されている内容だけに留まりません。その取り組みは、当社の根幹および企業文化
の一部となっています。誠実であること、責任感を持つこと、人を中心に置くこと、そしてお客様に対して献身的であることが、当社の
基本的価値観に組み込まれています。そうして共有されている価値観を、当社は事業のあらゆる面に取り入れており、PDP に関しても例
外ではありません。信頼と説明責任は、当社が目指す公然の資質と行動であり、当社の従業員、サプライ・チェーン、ビジネス・パート
ナーはそれらを認識し、報いることに努めています。それは PDP に関しても同様です。当社の行動規範には、テラデータの従業員、請負
業者およびサプライヤーの全員がデータの保護と、PDP 関連の法規を含む法律の遵守に努めるべきであること、およびそれらの行動が期
待されることが記載されています。当社は、テラデータにおける PDP に適用される重要性、要件、基準および慣例に関して、当社従業員
を対象とした訓練、強化、経営陣からの基調と模範の提示、および伝達を定期的に行なっています。当社サプライヤーの行動規範および
当社ビジネス・パートナーの行動規範にも、テラデータの規範における原則と PDP 関連の国際法および国際基準が組み込まれています。
当社の企業文化、価値観、行動規範、倫理およびコンプライアンス・プログラム、ならびに企業責任イニシアティブの詳細については、
http://www.teradata.com/code-of-conduct/ および http://www.teradata.com/corporate-social- responsibility/ をご覧ください。

プライバシーおよび情報セキュリティは、当社にとって重要な、お客様、従業員、サプライヤー、ビジネス・パートナーとの関係および
満足度に関する問題でもあります。当社には明文化されたポリシーがあり、当社、当社のサプライヤーおよびサービス・プロバイダーが
付加的な PDP 関連の要件、基準および慣例に準拠すること、ならびに業界、お客様、法的機関、規制機関および消費者からの PDP に関
する期待事項と要求事項が尊重され満たされることを保証できるようにする目的で、契約を交わすことがよくあります。当該の法律、要件、
慣例および方針に関する詳細を以下に記載します。

http://www.teradata.com/code-of-conduct/
http://www.teradata.com/corporate-social- responsibility/
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6. コンプライアンス、セーフ・ハーバー・フレームワークおよびデータ転送に関する合意

テラデータ ( 米国に本拠を置くテラデータ・コーポレーションおよび米国に本拠を置く子会社 Teradata US, Inc.、Teradata Operations, 
Inc.、Teradata International, Inc.、および Teradata Government Systems LLC を含みます ) は、米国 -EU 間のセーフ・ハーバー・フレームワー
クおよびその基本的原則と米国 - スイス連邦間のセーフ・ハーバー・フレームワークおよびその基本的原則を認識し、順守し、遵守を自
己証明します。セーフ・ハーバー・フレームワークは、欧州経済地域 (「EEA」) およびスイス連邦から収集される特定の個人情報および
個人を特定可能な情報の収集、使用、保持、転送、開示および取り扱いに関して米国商務省が策定したものです。それらの基本的原則は、
通知、選択、第三者転送、セキュリティ、データの完全性、アクセス、および執行です。これらの各原則にテラデータがどう対処してい
るかについての詳細を以下に示します。

セーフ・ハーバーに関する詳細を確認する場合や、テラデータのセーフ・ハーバー認証ステートメントにアクセスする場合は、米国商務
省の Web サイト (http://www.export.gov/safeharbor/) をご覧いただくか、オンライン中に上記のセーフ・ハーバーのロゴをクリックし
てください。米国 -EU 間のセーフ・ハーバー・リストに直接アクセスする場合は、米国商務省の Web ページ (https://safeharbor.export.
gov/list.aspx) をご覧いただくか、オンライン中に上記の画像「We self-certify compliance with:( コンプライアンスの自己証明 )」をクリッ
クしてください。

さらに、テラデータでは、EU における多様なテラデータ子会社および事業体と米国および他の適用可能な国における多様なテラデータ関
連子会社および事業体との間で明示的な同意および書面によるグループ内データ転送合意 ( 以下「データ転送契約」または「DTA」) を交
わすことにより、国境を越えた個人情報関連のデータ転送に関する EU の法令を遵守するための措置を講じています。グループ内 DTA に
は、当該のデータ転送に関連する EU 承認のモデル契約条項が組み込まれています。当社は、個人情報が適切に保護されていると EU が認
識している他の国々 ( イスラエル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーランド、スイス等 ) が個人情報の転送先となる場合は、当該国の適
用法規を遵守することや当該国の司法権に従うことにより、それらの国々を対象とした EU の個人情報関連のデータ転送法令も遵守します。
当社では、2008 年頃から多数のグループ内 DTA を交わしてきました。当社の事業、事業体、業務、提供物およびデータ・フロー、なら
びに適用法規および要件の変化に応じて、当社ではグループ内 DTA の見直し、変更、更新および追加を行ないます。また、時間の経過に
応じてもそれらの作業を続ける意向です。EU のデータ転送法規に関連した PDP のコンプライアンスに対するテラデータの多次元的アプ
ローチにより、セーフ・ハーバーの期限切れ、失効、変更があった場合やセーフ・ハーバーが無効または単独では不十分と見なされた場
合であっても、EU のデータ転送法規を遵守することが可能になっています。

セーフ・ハーバー・フレームワーク、DTA およびその他の PDP 関連の適用法の下では、いずれかのお客様のために当社がアクセス、収集、
使用、処理、保持、転送、開示または取り扱いの対象とする個人情報に関しては、一般的にテラデータが「データ処理者」となり、その
お客様によって、またはそのお客様のために処理される個人情報に関しては、一般的にお客様が「データ管理者」となります。当社従業
員に対する雇用、報酬、福利厚生の管理、説明責任、提供を可能とする目的で従業員に関連した個人情報を扱う場合など、当社が自らの
ためにアクセス、収集、使用、処理、保持、転送、開示または取り扱いの対象とする個人情報に関しては、一般的にテラデータが「デー
タ管理者」となります。当社のために個人情報のアクセス、収集、使用、処理、保持、転送、開示または取り扱いをする当社のサービス・
プロバイダーは、一般的に当社のための「データ処理者」となります。

質問、問題点および苦情。テラデータは、お客様のプライバシーおよび当社による個人情報の収集や使用に関してお客様が抱くあらゆる
ご質問、ご心配な点およびご苦情への対処に努めることを確約いたします。テラデータに対するご質問、ご心配な点およびご苦情は、本
文書の「問い合わせ先」に記載されている E メール・アドレスまたは郵送先住所に直接お寄せください。

紛争の解決。テラデータでは、個人情報の転送に関連したプライバシーに関するあらゆる未解決の苦情、特に EU、EEA またはスイスの国
民または居住者からの苦情を、独立した紛争解決サービス・プロバイダーおよび紛争解決メカニズムに付託することも確約しております。
個人情報関連の苦情については、米国仲裁協会 (「AAA」) の国際仲裁機関である紛争解決国際センター (「ICDR」) に委託し、ICDR/AAA
の国際仲裁規則に準拠します。その際は、文書のみに基づき、ICDR/AAA のセーフ・ハーバー管理手順による変更に応じます。お客様か
らの個人情報関連の苦情についてテラデータが適時に認めなかったり満足に対処しなかったりした場合、お客様は ICDR/AAA に連絡して

独立した紛争解決プロセスを開始することができます。ICDR/AAA セーフ・ハーバー・プログラムに関する情報をオンラインで入手する
場合、および ICDR/AAA セーフ・ハーバー・プログラムに基づいて苦情申し立てを開始する場合は、http://go.adr.org/safeharbor にアク
セスしてください。セーフ・ハーバーに従っていない国や EU または自国が上記の紛争解決機関または紛争解決プロセスを有効と認めて

http://www.export.gov/safeharbor/
https://safeharbor.export.gov/list.aspx
https://safeharbor.export.gov/list.aspx
http://go.adr.org/safeharbor
https://safeharbor.export.gov/list.aspx
http://www.export.gov/safeharbor
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いない範囲の国の国民および居住者の場合、プライバシーに関連したテラデータに対する未解決の苦情は、AAA に付託して AAA の商事仲
裁規則に従って解決するか (http://www.adr.org を参照してください )、または当該のテラデータ事業体およびデータ対象者に対して管轄
権を有するデータ保護機関、裁判所もしくは法廷に付託することができます。

7.  その他のプライバシー・フレームワークおよび原則

当社のプライバシーおよびプライバシー関連の情報セキュリティに関する方針ならびに基準の策定と検証にあたり、当社では、世界中で
策定および適用されている数多くの主要なフレームワークおよび原則 ( その多くは、様々な国、県、州、その他の司法管轄区域の法律に
も組み込まれています ) を尊重、採用、および考慮しています。それらには以下のものが含まれます。

ISO 29100:2011 ( プライバシー・フレームワーク )

• ISO 27002:2013 ( 情報技術 – セキュリティ技術 – 情報セキュリティ管理の実践のための規範 )

• ISO 27018:2014 ( パブリック・クラウド環境における顧客の個人情報 / データのプライバシーの保護 )

• Online Privacy Alliance のガイドライン

• 経済協力開発機構 ( 以下「OECD」) のプライバシー保護と個人データの国際流通に関するガイドライン

• OECD 多国籍企業行動指針 ( プライバシーに関する第 VIII 条項 )

• OECD の情報システムおよびネットワークのセキュリティに関するガイドライン

• 国際連合 (「UN」) のコンピュータ化された個人データ・ファイルの規制に関するガイドライン

• プライバシーおよび個人データの保護に関する国際基準 ( プライバシー保護の国際基準に関する「マドリード決議」)

• アジア太平洋経済協力 (「APEC」) のプライバシー・フレームワーク

• EU データ保護指令 (EU 指令 95/46/EC)

• EU のプライバシーおよび電子通信に関する指令 (EU 指令 2002/58/EC)

• EU 一般データ保護規則案の草稿 (「GDPR」)

• 欧州評議会の個人データの自動処理に係る個人の保護のための条約、および監督機関とデータの国際流通についての追加議定書

• Cybersecurity in the Golden State (PDP 関連ビジネスに関してカリフォルニア州法務局長から 2014 年に発表されたガイド )

• 豪州連邦情報コミッショナーの豪州プライバシー・ガイド (2014 年 2 月 )

• EU データ保護指令第 29 条作業部会 (「WP29」) の PDP に関する見解

• オンライン行動ターゲティング広告のための自主規制原則 (「OBA 原則」)

• ビジネス改善協会 (「BBB」) 協議会およびダイレクト・マーケティング協会 (「DMA」) の PDP 関連原則

• モバイル・マーケティング協会 (「MMA」) のモバイル・マーケティングに関する行動規範

8. 関連する基準、法律、慣例および方針

テラデータ・コーポレーションは、ニューヨーク証券取引所 (「NYSE」) に上場されている株式公開企業です。当社は、米国証券取引委員
会 (「SEC」) ならびに NYSE の上場基準および要件による規制、開示義務、監視に従います。2002 年の米国サーベンス・オクスリー法第
404 条 (「SOX」) の基準、規制および義務にも従います。総じて、これらの機関および法律の要件には、規制、遵守状況の検証、ならび
に特定の手順、方針および規制に関する実質的な不遵守の開示が含まれます。したがって、PDP 関連法の対象となる個人情報を当社が所
有、管理、処理、転送または送信する場合、当社は、それらの要件への適合を目的とした方針、慣例および手順を実施し、要件への適合
を保証できるように、審査や監査などの管理、テストおよび検証の手順を実施します。当社が監視対象としている個人情報のカテゴリと、
適用可能な場合には遵守すべきであると当社がみなしている PDP 関連の法律 ( 関連する訴訟および規制上の規定を含む ) の例を以下に列
挙します。

• 健康 / 医療 ( 例 : 米国の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律のセキュリティ規則 (1996 年 )(「HIPAA」)、経済的およ
び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律 (「HITECH」)、および関連する総括規則 )

• 金融勘定 / 取引 ( 例 : 米国のグラム・リーチ・ブライリー法 (「GLBA」) のプライバシーおよびセーフガード規則 )

• 消費者信用およびクレジット・カード(例: 公正かつ正確な信用取引のための法律(「FACTA」)の処分規則およびセーフガード規定)

• 電子記録および電子署名 ( 例 : 米国食品医薬品局 (「FDA」) に関連する連邦規則集の FDA Title 21 CFR Part 11 のガイドライン )

http://www.adr.org
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• 情報に関する欺瞞的行為 ( 例 : 米国連邦取引委員会 (「FTC」) の規制、ガイドラインおよび規定 )

• 商用スパム・メール ( 例 : 米国の 2003 年スパム対策法 (「CAN-SPAM」)、カナダの反スパム法 (「CASL」))

• 個人情報および電子文書(例: 米国の連邦取引委員会(「FTC」)法、カナダの個人情報保護および電子文書に関する法律(「PIPEDA」)、
ドイツの連邦データ保護法、スウェーデンの個人データ法、英国のデータ保護法、豪州のプライバシー法、日本の個人情報保護法、
フランスの CNIL 規制、中国、インドおよび世界中のその他多くの国、県および州におけるプライバシー保護法規 ( 米国カリフォ
ルニア州のオンライン・プライバシー保護法およびマサチューセッツ州のデータ・セキュリティ規制を含む ))

• 政府機関省庁によって所有および / または処理される個人情報 ( 例 : 米国のプライバシー法、カナダの情報公開およびプライバ
シー保護に関する法律 (「FIPPA」))

• 政府発行の識別番号および関連情報 ( 例 : 社会給付、公共サービス、社会保障、運転免許等に関連した、個人を特定可能なデー
タおよび識別番号に関する様々な法律 )

• 違反データに対するセーフガードおよび通知 / 救済方法 ( 例 : ベンダーおよびサービス・プロバイダーと共有する場合の個人情
報の適切な保管、取り扱いおよび保護を義務付け、特定のデータ違反に対する通知および救済を行なう様々な法律 )

• カリフォルニア州の「Shine the Light」法 ( 例 : カリフォルニア州の民法第 1798.83 項の下では、カリフォルニア州在住で当社
との取引関係が主に個人、家族、家庭用である場合、第三者によるダイレクト・マーケティングを目的として当社が第三者に特
定の個人情報を開示したこと ( ある場合 ) に関して、特定のデータを要請することができます。当該情報を当社に要請する場合
は、本文書の「問い合わせ先」に記載されている E メール・アドレスのいずれかに E メールをお送りください。要請メールには、
カリフォルニア州の住民であること、および「カリフォルニア州プライバシー情報要請」である旨を明記してください。そのよ
うな要請ができるのは、1 暦年につき 1 回まで ( または適用法によって定められている範囲の頻度まで ) です。適用可能な場合、
当社は、第三者によるダイレクト・マーケティングを目的として前年中に第三者に開示した個人情報のカテゴリのリストと、第
三者の名称および住所を E メールでお知らせします。個人情報の共有がすべてこの法律の適用を受けるわけではありません )

• 児童および学生 ( 例 : 米国の児童オンライン・プライバシー保護法 (「COPPA」) およびカリフォルニア州の学生オンライン個
人情報保護法 (「SOPIPA」)。自国において成年に達していない人は、大人の監視下でない限り当社のサイトを利用できません。
前文が適用されるかどうかに関わらず、13 才未満の児童は、当社のいかなるサイトにおいても登録、購入、自分自身に関する
情報 ( 氏名、住所、電話番号、E メール・アドレスなど ) の送信をすることはできません。親の同意の確認がとれずに児童から
個人情報を収集したことが判明した際には、当社は当該情報を削除します。当社は、13 才未満の児童 ( または該当する国にお
ける未成年者 ) から故意に情報を収集しません。また、当社の Web サイト、ソーシャル・メディア、提供物、事業活動または
他のサイトで故意に児童を対象にしません。当社では、両親および保護者に対して、児童のオンライン、モバイルおよびソー
シャル・メディアでの活動や関心事に積極的に関わることを推奨しています。当社は、COPPA を含む、児童からの情報の収集
と使用に関連するあらゆる適用法規の遵守を目標にしています。当社が児童または当該法で保護されるその他の人から情報を受
け取ったと思われる場合は、直ちに E メールで通知してください。当社は、当該情報をそれ以上使用または共有しないようにし、
当社のデータベースから当該情報を削除するための適正措置をとります )

• 障害を持ったユーザー ( 例 : 事実上、当社は米国の 1998 年改正リハビリテーション法第 508 条においてアクセス委員会が定
めた 16 項目の Web アクセス性基準に適合するよう努めます ( 詳細については、次のリンクをクリックしてください : http://
www.access-board.gov/guidelines-and- standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards)。当社は、これらの
基準がその時々において更新された場合にも、類似するアクセス性基準にも対応できるように尽力します。当社は、場所や現地
法に応じて当社のサイトに適用される可能性のある、アクセス性に関する他の法律、要件および基準にも整合するよう努めます
( 例えば、http://www.teradata.com/corporate-social- responsibility/ に表示されている「Teradata Accessibility」のリンクを参
照してください。カナダのオンタリオ州の州法に定められた要件に整合する目的で策定された、当社のオンタリオ州向けアクセ
ス性ポリシー・ステートメントが記載されています ))

当社は、不正なアクセス、開示および使用から個人情報を保護することを目的とした、物理的、技術的、手続き的および管理的なセーフガー
ドも用意しています。テラデータは、金融口座データなどの機密データを交換および送信するためのセキュリティ・プロトコルおよびメ
カニズムを使用しています。クレジット・カードや支払いカードの口座番号またはセキュリティ・コードのような機密データが当社サイ
トにおいて入力される際には、セキュア・ソケット・レイヤー (「SSL」) 技術 ( または最低でも SSL と同等の安全性を備えた同種の代替技術 )
を使用してデータを暗号化します。

また、テラデータでは、当社および当社の活動に関係のある範囲で、PDP に関連して国際的に認められている様々な基準に適合または基
準を超越するために設計された標準の運用手順を策定しており、それらの手順に従っています。該当する基準には以下のようなものが含
まれます。

• ISO 15408 一般基準のセキュリティ認証 : 当社の代表的製品である Teradata リレーショナル・データベース管理システム
(「RDBMS」) ソフトウェアの様々なバージョンにおいて取得しています

http://www.access-board.gov/guidelines-and- standards/communications-and-it/about-the-section-508-st
http://www.access-board.gov/guidelines-and- standards/communications-and-it/about-the-section-508-st
http://www.teradata.com/corporate-social- responsibility/
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• ISO 17799 認証 : リモート・セキュリティのプロセスおよび手順において取得しています

• ISO 27001:2005 または ISO 27001:2013 認証およびコンプライアンス : 当社のプロフェッショナル・サービス組織が所在する
グローバル・コンサルティング・センター (「GCC」) における情報セキュリティ管理の実践に関して、および当社のデジタル・メッ
セージング・ソフトウェア・ソリューション Teradata Digital Marketing Center (「DMC」) の基幹的ビジネス・プロセスの情報
セキュリティ管理システムにおいて達成しています

• サービスの能力およびパフォーマンス (「SCP」) サポート基準認証 : PDP 関連を含め、サービス業界でのベスト・プラクティス
において取得しています

• ISO 9001:2008 認証 : テラデータの研究開発機関 (「Teradata Labs」ともいいます ) において、お客様および規制上の要件を満
たす製品の提供と顧客満足の強化を目的とした品質管理システムに関して取得しています。認証には、PDP に関連する当社の
製品および製品開発の機能に関するものも含まれます

• 統合製品およびプロセス開発 (「IPPD」) を含む能力成熟度モデル統合 (「CMMI」) レベル 3: PDP の機能に関連するものを含め、
構想から納入および保守までにわたる製品およびサービスの開発において達成しています

• IT 基盤ライブラリ・フレームワーク : 高品質で効果的かつ法規に準拠した事前対応的な管理サービスにおいて達成しています

• クレジット・カード業界のデータ・セキュリティ基準 (「PCI-DSS」): 当社が請求元である場合のクレジット・カード / 支払いカー
ドによる取引、および請求元である顧客のためにそのようなソリューションを当社がホスティングする場合の取引において適合
しており、実証されています

• その他の指標 : コーポレート・ガバナンス、責任および統制における卓越性に関連した当社の取り組みおよび達成内容は、世界
で最も倫理的な企業として名前を挙げられたことや、優良企業として FTSE4 Good Index に含められたこと、およびダウジョー
ンズの持続可能性指数に含められたことによって繰り返し実証および認識されています

テラデータの製品およびサービス、ならびに当社のビジネス提携パートナー (Protegrity、Novetta、その他各社 ) から提供される、当社の
ソリューションとの併用が可能なその他の製品およびサービスには、PDP を強化するように設計された特徴および機能が備わっています。
また、当社には、プライバシー保護、プライバシー関連のコンプライアンス、および情報セキュリティに関して情報、トレーニング、ツール、
リソース、ベスト・プラクティスおよびコンサルティングを取引先、お客様、ビジネス提携パートナーに提供する、経験豊かな有資格者
のエキスパートとコンサルタントが在籍する Information Security, Privacy and Regulatory Compliance (「InfoSec」) Center of Expertise 
(「COE」) もあります。この分野での機能および提供物には、暗号化、侵入の検知および防止、脆弱性管理、リスク評価、オペレーティング・
システム強化、認証、アイデンティティ管理、アクセス権の制御、ウイルス保護、ディスク・スクラビング、監査および監視、ネットワー
ク・セキュリティ、物理的セキュリティ、データベース・セキュリティ、セキュリティ・ポリシーおよび手順、認可および認証評価など
があります。これらの側面での当社のビジネス、製品、サービス、ビジネス提携パートナーの提供物、ならびに InfoSec COE のリソース
および提供物は広範囲にわたっており、継続的に更新および拡張されるため、当社の PDP 関連の製品、サービス、パートナーおよびリソー
スの最新情報については、当社のサイトにアクセスしてご確認ください。

主に当社のマーケティング・アプリケーション業務を通じて、当社は Messaging Anti-Abuse Working Group (「MAAWG」) へのサポー
トと参加も行なっています。MAAWG は、スパム、ウイルス、DOS 攻撃などの、メッセージングの悪用に関連した問題への対処を目的と
してメッセージング業界を結束させているグローバルな組織です。この組織は、他の組織と連携して、プライバシーの尊重、選択、情報
セキュリティに関連するものを含む、メッセージングに関連した業界のベスト・プラクティス、ガイドラインおよび基準を策定していま
す。当社の Digital Messaging Center (「DMC」) の業務を通じて、当社は Marketing Automation Institute のサポートも行なっています。
Marketing Automation Institute は、マーケティング自動化業界のために、業界での PDP に関連するものを含めて、認可やベスト・プラクティ
スの確立を行なっている業界コミュニティです。当社の DMC 業務を通じては、Certified Senders Alliance (「CSA」) にも参加しています。
CSA は、スパム対策や真面目で信頼性の高い E メール・マーケティングの推進を目的とした、集中型の E メール・ホワイトリスト・プロジェ
クトです。

テラデータには、PDP に関連する、社内向けの書面によるグローバル・ポリシー ( および多くの国におけるローカル・ポリシーと、事
業、組織、部門、職務 / 任務に固有のポリシー ) が数多くあります。それらには以下のグローバル・ポリシーが含まれます (「Corporate 
Management Policy」は「CMP」、「Corporate Finance and Accounting Policy」は「CFAP」と略記します )。

• テラデータ社内における情報の保護 (CMP 1402)
• 機密情報の開示 (CMP 1407)
• 個人 ( 従業員 ) データの保護 (CMP 204)
• 保護 ( 従業員 ) 医療情報のプライバシー (HIPAA)(CMP 205)
• 情報技術インフラストラクチャ要件 (CMP 1404)
• データ管理 (CMP 1406)
• 記録の保持 (CFAP 111)
• ( テラデータ ) 財務情報の共有 (CMP 820)
• 専有技術情報の公開 (CMP 911)
• 政府機関からの情報要請への対応 (CMP 916)
• データ取引のための電子データ交換 (「EDI」)(CMP 1405)
• 企業の機密保持 (CMP 1700)
• 内部会計統制 – 情報システム (CFAP 1809)
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当社では従業員向けの「情報セキュリティ」倫理ガイドを発行しており、関連するすべての従業員は、入社時および入社後の年 1 回、当
社の行動規範の研修および認定の過程に関連して、このガイドを読み、このガイドについての研修を受け、その内容を理解および順守し
ているという認定を受けています。また、当社では従業員向けの「ソーシャル・メディア・ガイド」も発行しており、従業員によるソーシャル・
メディアの利用にも当社の PDP 関連の方針や慣例が適用されることを強調しています。従業員の新規採用にあたっては、身元調査と適正
審査 ( 適用法に準じたもの ) を実施しています。それらの調査や審査は、内定者から明示的な許可を得るか、または適用法に従った上で実
施されます。身元調査や適正審査において当社を補助する第三者のサービス・プロバイダーとの間では、個人の権利を尊重し、違法な目
的や許容できない目的で個人情報が使用または開示されないことを確約するための慣例、手順および取り決めが整えられています。また、
新規採用された従業員には、テラデータを通じてアクセスする可能性のある個人情報や機密情報を保護すること、および不正な使用や開
示をしないことに合意して確認するための、合意書および確認書への署名が求められます。さらに、新規従業員は、当社のネットワーク
およびシステムにログオンするたびにそのことを確認すると共に、当社のネットワーク、システム、IT リソースの使用を監視する許可を
自分が会社側に与えていることを認識および確認し、法律で認められる最大限の範囲において、それらを使用する際の個人的なプライバ
シーが期待できないことを認めることになります。

当社では、すべての従業員および請負業者向けの「Rules of the Road」という IT セキュリティの参考文書と「Data Protection Awareness 
– Frequently Asked Questions (FAQ)」を発行しています。当社の従業員向け、サプライヤー向け、およびビジネス・パートナー向けの行
動規範において PDP に対処していることに加えて、当社では、従業員に PDP 関連の定期的な独立型の研修を受けさせています。

また、当社では、広範囲に及ぶ PDP 関連の社内向け IT 慣例および手順を定めています。社内向けに文書化されている IT 情報保護基準 (「IPS」)
には以下のものがあります。

• IPS 管理 (IPS 101)

• 情報保護データ・センターおよび運用要件 (IPS 102)

• アプリケーション開発 / 展開基準 (IPS 103)

• 安全なファイアウォールの実装 (IPS 107)

• ユーザー ID およびパスワードの管理 (IPS 109)

• プラットフォームのコンプライアンスの監視、管理および監督 (IPS 115)

• サーバー用オペレーティング・システムのセキュリティ要件 (IPS 119)

• IT サービス実働システムのアクセス許可要件 (IPS 125)

• 無線ネットワークのセキュリティ要件 (IPS 127)

• 非テラデータ・サイトにおけるテラデータ情報 (IPS 128)

• 外部委託された開発とサポートを結び付ける際の情報セキュリティ (IPS 129)

• テラデータ・グローバル・コンサルティング・センター向けの情報セキュリティ (IPS 130)

• テラデータ向けの暗号化基準 (IPS 131)

• テラデータ以外が所有するアップル製ノートパソコンのテラデータ・ネットワーク上での使用 (IPS 132)

プライバシーおよび情報の保護のために当社が採用しているその他の IT 慣例には、以下のものがあります。侵入、脆弱性およびファイア
ウォールのテスト。全ワークステーション上でのウイルス対策ツールの使用。スパムおよびフィッシング対策ツールの導入。URL および
E メールのフィルタリング。パッチ管理ツールの導入。ホスト・ベースの侵入検知システム (「IDS」) およびファイアウォール保護ツール
の導入。データ損失防止 (「DLP」) ツールのライセンスの取得。ネットワーク・アクセス制御ツールの導入。APT 攻撃のスキャンおよび
ブロック。内部監査と第三者の主題専門家サービス・プロバイダーによるテスト、スキャン、抽出検査、検証および審査。テラデータの
すべてのノートパソコン上でのフルディスク暗号化の導入。テラデータのすべてのサーバーおよび選ばれたデスクトップ上での暗号化。
テラデータ・ネットワークへのアクセスに使用される特定のモバイル端末向けのモバイル・デバイス管理 (「MDM」) セキュリティ・ツー
ルおよび要件の採用。当社では、IT セキュリティ関連の従業員向け内部オンライン・サイトを維持し、定期的に更新しています。このサ
イトでは、情報セキュリティに関連する情報が集約されており、当社の従業員によるアクセスが可能となっています。

当社の主な IT インフラストラクチャ実働システムは、PDP の達成を確保する目的で設計および実装された、極めて安全性の高いデータ・
センターが運用しています。それらのシステムは日常的にバックアップされ、バックアップ・データは安全が確保されており、バックアッ
プ・データに関連する当社の慣例および手順には、冗長性、災害復旧および事業継続計画が組み込まれています。

お客様向けに実施するコンサルティング、プロフェッショナル・サービスおよび管理サービスの活動に関しては、当社は一般に、お客様
が所有または処理する個人情報へのアクセスを制御および分離し、他の業界主導およびお客様主導のプライバシーおよび情報セキュリティ
の慣例に従います。例えば、お客様の実地またはお客様が選択したデータ・センターにおいて当社のソリューションを展開するサービス
契約の大部分において、当社は、お客様のデータの中に含まれる個人情報にはアクセスしないか、アクセスするとしても、多くの場合は
安全なワークステーションおよびネットワーク接続を通じてのみアクセスします。その場合、当社は、お客様が提供および管理しているか、
お客様のために提供および管理されているワークステーションおよびネットワーク接続を、その目的でのみ使用し、当該データに関して

「知る必要がある」立場にいる、権限が付与された当社の担当者のみが、ログオン認証情報およびその他のセキュリティ対策を介してアク
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セスできるようにするものとします。通常、お客様の実地向けソリューションにおいて、当社がお客様の個人情報またはその他の機密デー
タにアクセスしたり当該のデータを所有したりすることはなく、お客様の実地から当該データを削除することもありません。

同じことが、チェコ共和国、フィリピン、インド、パキスタンおよび中国を所在地とする当社のグローバル・コンサルティング・センター
(「GCC」) についても当てはまります。一般に、それらのセンターで実施されるサービスには、個人情報が含まれる顧客データ、特に個
人を特定可能な情報や個人の機密情報が含まれるデータのアクセスや所有は伴いません。当社がそのようなデータのアクセスや所有を行
なう特別な状況においては、厳重な管理、慣例および手順が適用されることにより、個人情報の安全が確保され、アクセスが制限されます。
適用される法律または契約規定によって、ソリューションまたはデータが存在する場所以外の場所、国、または市民もしくは住民からの
ソリューションまたは情報へのアクセスが禁止または制限されている場合、当社は、それらの要件に確実に適合するための手順を実施し
ます。

当社がお客様のためにデータに照らした調査、開発または技術サポート・テストおよびベンチマークを行なう際、個人を特定可能な未修
正の実際の個人情報にアクセスすることやそのような情報を所有することはまれにしかありません。個人情報が関係する場合には、通常、
個人を特定可能な機密性の高いデータ要素は、暗号化、難読化、切り捨てまたはその他の方法で匿名化されます。重要なテスト、サポー
トまたはベンチマークを実施する際に個人を特定可能な機密情報のアクセスまたは所有が必要となる特別な状況においては、厳重な管理、
慣例および手順が適用されることにより、情報の安全が確保され、関係するデータおよびデータ室、データ・センター、ならびに設備へ
の物理的および電子的アクセスが制限されます。

当社がお客様のためにソリューションをホスティングする際は、当社の事業の管理および運営のために当社が使用およびアクセスする IT
インフラストラクチャから切り離されたシステム上でホスティングを行なうことが必須とされています。ホスティングされるさまざまな
お客様のデータは、他のお客様のデータから隔離されます。ホスティングされるソリューションは、PDP の達成を確保する目的で設計お
よび実装された、極めて安全性の高い、第三者が所有または運営するデータ・センターから運用されます。当社がホスティングするソリュー
ションは、適用されるホスティング契約または個別のお客様との契約に組み込まれている基準の規定に基づき、日常的にバックアップされ、
バックアップ・データの安全が確保されます。また、ホスティングされるデータに関連する当社の慣例および手順には、冗長性、災害復
旧および事業継続計画が組み込まれています。通常、データ管理者であるお客様のために当社がデータ処理者となる環境においては、ホ
スト環境およびクラウド環境の契約により、データ管理者であるお客様の方針、政府機関および業界の法規制への遵守要件を規定する責
任はお客様にあるものと定められます。当社は、ホスティングおよびクラウドのお客様と協力して、お客様のデータが要件に従って確実
に保管、処理および管理されるように図ります。テラデータは、お客様の信頼できるアドバイザーとしての役割を果たすこともあり、サー
ビス、ホスト型またはクラウド型の提供物を提供する事業の通常の過程において当社が気付いたお客様の PDP 関連のリスクや不遵守の問
題を特定したり通知したりする支援も行ないます。

個人情報が関係する場合、通常は書面による契約が締結され、関連する各状況に適用されます。例えば、以下のような場合に、書面での
契約が締結されます。お客様の実地 ( オンサイト ) で当社のソリューションが配備され、サービスが実施される場合。当社が GCC を通じ
てオフサイトでサービスを提供する場合。当社がテストやベンチマークを実施したり技術サポート・サービスを提供したりする場合。当
社がお客様のためにソリューションをホスティングする場合。また、適切な PDP 対策の実施、情報の保護、適用法の遵守を保証および文
書化する目的で、国境を越えるデータの輸出、転送、流れなどに関して、テラデータの様々な子会社との間で契約 ( モデル・データ転送
契約など ) が締結されることがあります。さらに、適用されるサービス・プロバイダー、請負業者および下請業者とも契約書を交わすこ
とがあります。それらの契約書には、通常は、PDP 関連の確認事項や補足事項、法遵守の義務などが記載されるか、または組み込まれます。
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9. 原則 – セーフ・ハーバー整合原則および慣例

下記は、特に消費者、従業員、およびその他の個々のオンライン訪問者から提供された個人情報やそれぞれに関する個人情報に関連して、
テラデータにおけるデータのプライバシーおよびプライバシー関連の情報セキュリティに対して当社が適用している、セーフ・ハーバー・
フレームワークに整合する主要原則を詳細に確認するものです。当社は、セーフ・ハーバー自体が無効または不適用と見なされる場合や
範囲であっても、これらの原則を適用します。また、現地 / 国の個人情報および PDP 関連の適用法規の遵守を目的としたデータ転送契約
および慣例を通じて、これらの原則を適用します。以下で確認する各原則の項においては、それらの原則が当社の方針、慣例および手順
にどのように組み込まれ、どう適用されているかを示す追加情報も併せて提示されています。また、関連するステートメントおよび本ポ
リシー・ステートメントの前条の一部も、本条に適用され、参照することにより本条に組み込まれます。

9.1  「通知」の原則

本ポリシー・ステートメントを通じて、テラデータは、オンライン訪問者、消費者、従業員、お客様、パートナーおよびその他 ( 総称して以下「お
客様」) に、個人情報の収集、使用、保持、転送、開示および取り扱い ( 総称して以下「使用」) に関する当社の方針、慣例および手順な
らびにプライバシーおよびデータ保護 ( 以下「PDP」) 関連の法律および基準の遵守について、明確かつ正確な情報を提供することで明白
に通知します。

テラデータでは、お客様個人に関して収集される個人情報およびその個人情報の使用目的について知らされる権利がお客様にあると確信
し、認識しています。また、お客様の個人情報の収集またはその他の使用を許可するかどうかを決定する権利、その収集および使用の目
的を知る権利、ならびに収集される個人情報の一部もしくは全部の使用または特定の目的 ( 取引、雇用、法遵守の義務との関連で必要な
場合など、本ステートメントに明示的に記載されている以外の目的 ) での使用を望まない場合やもう望まなくなった場合に登録を解除し
たり別の方法でオプトアウトしたりする権利がお客様にあると確信し、認識しています。さらに、当社が収集、保持または他の方法で使
用する、個人を特定可能な情報を閲覧する権利、ならびにその個人情報を更新および修正する手段を持つ権利がお客様にあると確信し、
認識しています。

テラデータは、お客様の個人情報の収集またはその他の使用のために利用される特定の技術に関係なく、本ポリシーと同等の効力がある
慣例を通じて、これらの原則を適用します。また、情報が電子形式であっても紙媒体であっても、お客様の個人情報にはこれらの原則を
適用します。

当社の事業内容に関する通知。テラデータは、世界中のお客様に向けて、統合データウェアハウジング、ビッグデータ分析、マーケティング・
アプリケーションおよびビジネス・アプリケーションを含むデータ分析ソリューションを提供しています。当社のデータウェアハウジン
グ・ソリューションは、ソフトウェア、ハードウェアならびに関連するビジネス・コンサルティングおよびサポート・サービスを組み合
わせて提供するものです。当社の分析技術は、データを実用的な情報へと変えて、お客様がベストな意思決定を下せるように支援します。
これらのソリューションには、その他の先端技術やサービスを提供するビジネス・パートナーによる、サード・パーティの製品やサービ
スが含まれることもあります。

当社のソリューションにより、お客様企業は、顧客の財務データや業務データなどの企業規模の詳細なデータを統合できるようになりま
す。また、そのようなデータを有用な情報へと変え、必要な時に必要な場所でより速く、より良い意思決定を下すことのできる分析能力
が実現します。当社のデータ分析ソリューションは、戦略的および運用上の要件に対して、高レベルのパフォーマンス、スケーラビリティ、
可用性および管理性を提供します。当社の IT コンサルタントは、実証済みの手法、業界に関する深い専門知識および長年の実務経験を組
み合わせて活用することで、リスクを最小限に抑えた上でお客様が迅速にビジネス価値を獲得できるように支援します。当社のカスタマー・
サービスのプロフェッショナルは、お客様がデータ分析ソリューションを最大限に利用し、ソリューションへの投資の価値をフル活用で
きるようにするサポート・サービスを単一の窓口から提供しています。アクティブ・エンタープライズ・インテリジェンスを通じ、テラデー
タは、高度な分析をエンタープライズ・ビジネス・プロセスに組み込むことによって従来のデータウェアハウジングの利用を拡大してい
ます。企業は、最新のデータと過去のデータを組み合わせて分析できるようになり、業務担当者は、連絡窓口またはサービス拠点におい
て意思決定を行ない、イベントの発生に応じて措置を講じることが可能になります。

さらに、テラデータはデータウェアハウス・ファミリーを提供しており、お客様が当社の中核的な統合データウェアハウス技術に加えて
ポイント・ソリューションやデータ・マートとしても Teradata を利用できるようにしています。テラデータは、金融サービス ( 銀行、保
険等 )、メディアおよび通信 ( 通信、E ビジネス、メディア、エンターテインメント等 )、小売、製造、ヘルスケア、政府機関、旅行およ
び運輸を含む数多くの主要な業界にデータ分析ソリューションを提供しています。テラデータは、主に直販チャネルを通じてソリューショ
ンを提供すると共に、システム・インテグレーター、独立系ソフトウェア・ベンダー、付加価値再販業者、および販売業者との提携を通
じてもソリューションを提供しています。当社は、世界中で 3,000 を超える企業、政府機関および法人のお客様にソリューションを提供
しています。そのようなソリューションの提供は、企業間 (「B2B」) 業務モデルを通じて行なわれています。

2008 年以降、テラデータは以下の事業体を買収し、それらの資産を取得してきました。Claraview、Aprimo、Aster Data Systems、
eCircle、New Frontiers、Revelytix、Hadapt、Ozone Online、Think Big Analytics、RainStor、Appoxee、FLXOne、 お よ び Lancet Data 
Sciences。これらの事業体と資産は、テラデータへの統合が完了しているか、または統合される予定であり、これらも本ポリシー・ステー
トメントの対象となり、本ポリシー・ステートメントの適用を受けます。
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www.teradata.com など、テラデータは Web 上でも存在感を示しています。テラデータのソーシャル・メディアへのリンクは以下のとお
りです。

> www.linkedin.com/company/Teradata

> www.twitter.com/Teradata

> www.facebook.com/Teradata

> www.slideshare.net/Teradata

> www.youtube.com/Teradata

> www.flickr.com/photos/teradatanow

> www.plus.google.com/u/0/b/113437383333777574401/#

当社の事業展開場所に関する通知。当社はグローバルな多国籍企業です。本社は米国にあり、当社の主要な研究開発組織および施設であ
る「Teradata Labs」も米国に拠点を置いています。当社がお客様の実地に納入するハードウェア / ソフトウェア・プラットフォーム製
品の大部分の統合、組み立て、配送は、米国から行なわれています。当社は、米国以外の多くの国にも研究開発、サービス、販売および
実地業務、データ処理センターなどの組織や施設を配置しています。当社のマーケティング・アプリケーションおよび Digital Marketing 
Center の事業体は、米国のインディアナ州インディアナポリスとドイツのミュンヘンを拠点としています。Aster Data の事業体は、米国
のカリフォルニア州サンカルロスを拠点としています。当社のお客様は 60 ヶ国以上に広がっています。当社は世界中に 100 以上の施設
を置いています。当社のサプライ・チェーンも世界中にわたっています。当社の従業員数は世界全体で 10,000 人を超えています。したがっ
て、当社の情報源、データ対象者、データ・オブジェクト、およびデータ・フローは、世界中にわたることが多くなります。

当社が取り扱う情報の種類に関する通知。当社は、ソフトウェア、アプリケーション、ハードウェア、ネットワーク、通信システム、
Web サイト、情報共有交換 / ソーシャル・メディア / その他のサイト、ブログ、wiki およびフォーラムに対して、取得、管理、運用、ホ
スティング、アウトソーシング、インタラクション、維持、サポートおよびサービス提供を行ないます。その目的は以下のとおりです。

• 当社の事業、提供物および活動の運営、管理および伝達

• 研究開発 ( ベンチマーク、テスト、品質保証、研究、ならびに製品の開発および統合など )

• お客様への技術的サポート、保守、バックアップ、回復、診断、コンサルティング、実装、およびその他の関連サービスの提供

• 当社がホスティングするソリューション、マーケティング・ソフトウェア、マーケティング・キャンペーン管理、ならびに E メール、
モバイルおよびその他のデジタル・メッセージング / コミュニケーション / マーケティング配信、流通、管理および分析ソリュー
ションを通じたものを含む、お客様自身による使用またはお客様のための使用。対象には、ダイレクト・マーケティングおよび
行動ターゲティング広告に関連する情報や、Software as a Service (「SaaS」)、Data Warehousing as a Service (「DWaaS」)、ソー
シャル・コンピューティングおよびクラウド・コンピューティングの形で当社がお客様に提供したりお客様のためにホスティン
グしたりする提供物が含まれます。

当社が取り扱う情報の所有者に関する通知。上記の活動および当社の事業に付随して発生するその他のやり取りに関連して、当社は、電
子 / デジタルまたは物理的 / 紙媒体のいずれかまたは両方の形式の、多岐にわたる個人および団体に関する情報を対象にアクセス、収集、
保管、処理、伝播およびその他の方法による使用を実施することがよくあります。個人および団体のカテゴリは以下のとおりです。

• 「訪問者」 - 当社がホスティング、所有、運営を行なっているか、または当社のためにホスティングまたは運営されている Web
サイト、Web ポータル、情報交換サイト、ブログ、wiki、ソーシャル・メディア・サイト、ドメイン、ダウンロード可能なア
プリケーション、アプリ、コンファレンス、ネットワーク・システム、または機能への訪問または利用を選択した人を含みます。
さらに、E メールまたはその他の電子 / デジタル手段によって、および電話相談窓口、コール・センター、通信などを通じて当
社とコミュニケーションをとる人も含みます ( その中で、電子 / デジタル手段を利用する人のことを「オンライン訪問者」と呼
びます )。

• 「従業員」 - 求人応募者、採用内定者、合同 / 一時 / 契約社員、元従業員、退職者、および当社からの手当の支給対象である家族
/ 受取人 / 被保険者を含みます。

• 「顧客」 - 顧客および見込み客、ならびにその代表者を含みます。

• 「パートナー」 - 現在および将来のサプライヤー、ベンダー、請負業者、下請業者、代理店、販売業者、再販業者、システム・イ
ンテグレーター、合同マーケター、広告主、スポンサーおよびサービス・プロバイダーを含みます。

• 「顧客 / パートナーの構成員」 - 当社のソリューションにおいてお客様自身が個人データを保管および処理したり、お客様のため
に個人データが保管および処理されたりする際の対象となる人など、訪問者、従業員、顧客、パートナー、当社の顧客またはパー
トナーの構成員またはその他のデータ対象者である個人および団体を含みます。

• 「その他」 - アナリスト、学者、報道陣、投資家、主題領域コミュニティ、業界コミュニティおよび当社が事業を展開している地
域 / 法域コミュニティのメンバーなど、当社の事業または技術に関連して影響を与える存在、または影響を与え得る存在や、前
述のカテゴリのいずれにも当てはまらない人を含みます。

http://www.teradata.com
http://www.linkedin.com/company/Teradata 
http://www.twitter.com/Teradata
http://www.facebook.com/Teradata
http://www.slideshare.net/Teradata
http://www.youtube.com/Teradata
http://www.flickr.com/photos/teradatanow
http://www.plus.google.com/u/0/b/113437383333777574401/#
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個人情報に関する通知。本ポリシー・ステートメントにおいて、「個人情報」は、単独または当社が利用可能な他の情報との組み合わせで
特定される個人または特定可能な個人に関連するすべての情報を指すものとします。それには以下のすべてが含まれます。お客様に関連
する、個人を特定可能な情報。お客様に関連する個人情報でプライバシー関連法規の規定、保護事項または制約事項の対象となる範囲で
お客様を特定可能なもの。個人に関連する非公開情報で、テラデータによって、またはテラデータのために書面もしくは電子形式で交わ
された契約書に記載されているか、または組み込まれているプライバシーもしくは機密保持の規定、保護事項または制約事項の対象とな
る範囲で個人を特定可能なもの。

オンライン訪問者に関連する個人情報の収集および使用に関する通知。下記の詳細な規定に基づき、当社は、当社オンライン・サイトへ
のオンライン訪問者に関する情報を収集します。収集する情報には、登録、購読申し込み、アプリケーションのダウンロード、アプリ、
許可の付与、オプトインおよびログオン ( 総称して「登録」) の手順の利用を通じたものと、クッキー、Flash クッキー、Web ビーコンお
よびその他のオンライン技術およびマーケティング・ツールの利用を通じたものが含まれます。当社、当社の製品またはサービスに関す
る詳細情報や、当社のお客様企業もしくはパートナー、またはそれらの製品もしくはサービスに関する詳細情報を入手するためなどの目
的でお客様が「登録」することを選択した場合、当社からお客様に特定の情報を要請することがあります。それは、提供可能な情報、製品、
サービスおよび提供物に関する情報を提供し続けることで一層効果的かつ効率的にお客様のお役に立ち、お客様とのオープンなコミュニ
ケーションを維持するためです。連絡先の情報に加えて、当社が要請する情報には以下のものが含まれますが、これらに限定されるもの
ではありません。氏名、肩書き、会社名、住所、電話番号、E メール・アドレス。当社がいつ、どのようにお客様のお役に立てるかを把
握するための、お客様の現在および将来の目標または優先傾向に関する情報。当社がソリューションおよび機能を的確に提示するための、
お客様の操作環境の情報。その他、当社のコミュニケーション、オンライン・サイトおよびマーケティング活動を改善する上で助けとなる、
その時々の情報。当社はさらに、お客様 / パートナーの構成員で、当社がお客様のためにホスティングしているソリューションにログオ
ンしている人や当社のサイトを通じてオンライン・サービス関連の領域またはポータルにアクセスしている人のユーザー名など、ログオ
ン / 登録情報を収集することがあります。個人情報は、ニュースレター、ホワイト・ペーパー、イベント、セミナー、ユーザー・グループ、
コンファレンス、Web キャスト、ウェビナー、ブログ、wiki、トレーニング・プログラム、割引、クーポンまたは当社が提供するその他
のイベント / オファー、サービスもしくはフォーラムの要請または購読申し込みを目的として、お客様が登録または問い合わせをした時、
オンラインまたは紙媒体の記入フォームにおいてお客様が他の情報を当社に提示した時、または E メール、ソーシャル・メディアへの投稿、
書面でのやり取り、電話またはその他の手段でお客様が当社に連絡をとった時にも収集されます。また、当社が実施または後援する特別
なオファー、アンケート調査またはコンテストなどへの参加をお客様が選択した際にも個人情報が収集されます。

9.2   「データの完全性」の原則

テラデータは、個人を特定可能な機密情報の収集およびその他の使用を、正当な事業目的で当然必要とされるものや適用法の遵守を目的
とするものに制限します。当該データの取得は、必ず合法的かつ適正な手段を通じてのみ行なうものとします。

当社では、お客様が当社をオンライン訪問する際は、当社がお客様のプライバシーを尊重しているという安心感を得ていただけるよう願っ
ています。お客様が当社をオンライン訪問した時にお客様に関して当社が収集する、個人を特定可能な情報は、本ポリシーおよび適用さ
れるサイト特有の補足プライバシー条項に従って、お客様が「登録」をすることやその他のフィードバック / 承諾を提示することによっ
てお客様自身が提供を選択した情報です。当社がその種の個人情報をお客様から受け取った際、本ポリシーおよび適用される補足プライ
バシー条項、ならびにお客様による承諾 ( 取引、雇用または法遵守の義務との関連で必要な場合など ) を通じて許可されている以外の目的
で、許可されている以外の当事者とその情報を共有することはありません。

クッキー。当社は、お客様が当社サイトを再訪するたびにサービスを向上できるようにする目的で、一部のページにおいてクッキーを使
用することがあります。クッキーは、Web サイトからお客様のブラウザに送信され、お客様のシステム上に保存される小さなデータ要素
です。クッキーから収集されるデータは、当社サイト訪問者の人数は何人か、どのページが閲覧されたか等を当社が把握する上で役立ち
ます。当社はその情報を、すべてのオンライン訪問者へのサービス向上と当社サイトのコンテンツおよびデザインの改良のために使用し
ます。お客様は、クッキーをブロックするかクッキーを承諾する前に警告が表示されるように Web ブラウザを設定することができます。
法律で義務付けられている場合、当社はクッキーの使用に対する明示的な合意をお客様に求め、お客様の合意なしにはクッキーを使用し
ないものとします。お客様がすべてのクッキーをブロックするようにブラウザを設定した場合や、最初の要求時にクッキーを許可しない
ことを選択した場合には、当社サイトの全部または一部にアクセスできなくなる可能性があります。クッキーを拒否するようにインター
ネット・ブラウザを設定する方法を含む、クッキーの詳細については、www.allaboutcookies.org をご覧ください。

当社が使用するクッキーのカテゴリには以下のものがあります。

厳密に必要な (不可欠な )クッキー  – これらは、当社サイトの運営に必須のものです。例えば、当社 Web サイトの安全な領域へのログイン、
ショッピング・カートの利用、適切な表示言語の選択を可能にするクッキーなどが含まれます。

分析 /パフォーマンス・クッキー  – これらのクッキーは、訪問者の人数を認識およびカウントしたりサイト利用中における訪問者のサイ
ト内移動経路を確認したりすることを可能にします。これによって当社は、例えばユーザーが探している情報を容易に見つけられるよう
にすることで、サイトの機能方法を改善できるようになります。機能クッキー – これらは、お客様が当社 Web サイトを再訪した際にお客
様を認識するために使用されます。これにより、お客様向けにコンテンツをパーソナライズしたりお客様の優先設定 ( 言語や地域など ) を
記憶したりすることが可能になります。

http://www.allaboutcookies.org
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お客様の許可をいただければ、当社はお客様のコンピュータ上に「_utm」で始まるクッキーを配置し、当社が Google Analytics サービ
スおよび Omniture SiteCatalyst (Adobe Analytics) にアクセスできるようにします。Google Analytics は、Google Inc. ( 以下「グーグル」)
の Web 分析サービスです。SiteCatalyst は、Adobe Systems Inc. ( 以下「アドビ」) の Web 分析サービスです。Google Analytics の詳細
は http://www.google.com/analytics/features/index.html、SiteCatalyst の詳細は http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html?f=2o7
に記載されています。グーグルおよびアドビは、自社のクッキーや Web ビーコンによって生成されて自社サーバーに転送されたデータ
などの分析データを保管します。グーグルおよびアドビは、お客様がどのように当社サイトにたどり着いたかについての情報を収集しま
す。Google Analytics または SiteCatalyst によって収集された情報に当社がアクセスすることはありません。これらのシステムから分析結
果が当社に提供されるだけです。グーグルのクッキーの中には、最長 2 年間残るように設定されているものがあります。当社サイトに対
する SiteCatalyst HBX サービスに関連した永続的なクッキーの受信をオプトアウトする場合は、アドビから「オプトアウト」クッキー (id 
= OPT_OUT) を要求することができます。お客様がこのクッキーを受け入れると、アドビのサーバーはそれをオプトアウト・クッキーと
して認識し、以降は永続的なクッキーを伝送して来なくなります。オプトアウト方法の詳細については、http://www.adobe.com/privacy/
opt-out.html をご覧ください。

当社が使用する個々のクッキーの詳細と当社の使用目的を以下の表にまとめて示します。

クッキーの種別 名称 目的 詳細

Webserver ASP.NET_SessionId IIS ベースのセッション・クッキー セッション・ベース・クッキー

CMS EkAnalytics Ektron の分析

CMS EktGUID Ektron からのユーザー GUID

カスタム TargetedIndustry 業界による mbox 表示推進のために
配置されるクッキー

サード・パーティ _utma Google Analytics クッキー 永続的なクッキー。このクッキーに
関連して訪問者が当社サイトを訪問
した回数、最初の訪問の日時、最後
の訪問の日時を追跡する。

サード・パーティ _utmb Google Analytics クッキー utmb は、訪問者が当社サイトに入っ
た瞬間のタイムスタンプを記録す
る。このクッキーはセッション終了
の 30 分後に有効期限が切れる。

サード・パーティ _utmc Google Analytics クッキー このクッキーは、訪問者が当社サイ
トを離れた瞬間のタイムスタンプを
記録する。セッション・ベース・クッ
キー。

サード・パーティ _utmz Google Analytics クッキー utmz は、訪問者がどこから来たか、
どの検索エンジンを使用したか、ど
のリンクをクリックしたか、どの
キーボードを使用したか、Web サイ
トにアクセスした時点で世界のどこ
にいたかを追跡する。6 ヶ月で有効
期限が切れる。

ブラウザ Cookies ブラウザ・ベースの定義 セッション・ベース・クッキー。

CMS Ecm Ektron の主要クッキー。ユーザーの
優先設定の多くを保存する。このクッ
キーは CMS が必要とする。

セッション・ベース・クッキー。

サード・パーティ Mbox Adobe Test&Target のクッキー

サード・パーティ M p _ 1 2 6 e 3 f 5 6 6 5 b e 
822cd3940d6faf052 
e5_mixpanel

Adobe Test&Target のクッキー

http://www.google.com/analytics/features/index.html
http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html?f=2o7
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


14

サード・パーティ s_cc Adobe Site Catalyst セッション・ベース・クッキー。　

サード・パーティ s_fid Adobe Site Catalyst

サード・パーティ s_sq Adobe Site Catalyst セッション・ベース・クッキー。

サード・パーティ s_vi Adobe Site Catalyst

カスタム td_caching セッション・ベース・クッキー。

カスタム td_contact 資産をダウンロードしているユー
ザーに関して保存される RMDB リー
ド生成情報

カスタム Cms_a 連絡先番号

カスタム Cms_b 暗号化されたパスワード

カスタム Cms_c オート・ログイン

カスタム Cms_d ハッシュ化されたパスワード

カスタム OMRC_a オラクル Migration Resource Center
の連絡先番号

カスタム Rc_program_no オラクル Migration Resource Center
の RMDB プログラム番号

カスタム GeoIPDetected ユーザーの IP アドレスから検知され
た、ユーザーの国についての情報を
保持する。

当社は、オンライン訪問者のアクセス元のドメインに関する情報を収集することもあります。そのデータは、サイト・トラフィックにお
ける傾向を追跡する目的で、および改善の基盤として使用します。不可欠なクッキー以外のクッキーは、お客様から別段の合意がない限り、
1 年後に期限切れとなるように設定されます。当社の広告主もクッキーを使用することがありますが、当社はそれについて制御できません。

当社は、Flash クッキーを使用することもあります。Flash クッキーは、オンライン訪問者のシステム / 端末上にローカルに保存されるオ
ブジェクトであり、訪問者の設定情報や当社サイト上での移動および当社サイトからの移動に関する情報を収集して保存することを目的
としています。Flash クッキーは、例えば、Adobe Flash Player の利用を通じて、または Adobe Flash Player に関連して、オンライン訪問
者に結び付けられるか、または訪問者によって管理されます。ブラウザ・クッキーまたはその他のクッキーを管理するために使用されて
いるのと同じブラウザ設定で管理されるとは限りません。法律で義務付けられている場合、当社は Flash クッキーの使用に対する明示的
な合意をお客様に求め、お客様の合意なしには Flash クッキーを使用しないものとします。

ソーシャル・プラグインおよびシェア・ボタン。当社は、当社サイトの一部において、またはサイトの一部に関連してソーシャル・プラ
グイン ( フェイスブックの「いいね！」ボタンやグーグルの「+1」ボタンなど ) を使用することもあります。ソーシャル・プラグインが
設置されたサイトをお客様が閲覧した場合、ソーシャル・プラグインが選択または有効化されると、ブラウザがそのソーシャル・プラグ
イン運営者のサーバーへの直接の接続を確立します。ソーシャル・プラグイン・サーバーは、プラグインのコンテンツをお客様のブラウ
ザに直接転送します。ソーシャル・プラグインのプロバイダーは、お客様によるサイトへのアクセスに関する情報を取得します。当社は、
プラグイン運営者が収集するデータに対して何の影響力も持ちません。オンライン訪問者のプライバシーに関する合意、設定および優先
設定の管理、ならびに
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外部ソーシャル・メディア・サイトの運営者、訪問者のソーシャル・メディア・サイト利用に関連するプライバシーの問題、またはソーシャ
ル・メディア・サイトへのプラグインへの対処については、訪問者自身が責任を負うものとします。

当社は、以下のネットワークのソーシャル・プラグインを使用します。

 - facebook.com の「いいね！」ボタン。facebook.com は、最終的に Facebook Inc. ( 住所 : 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA)(「フェイスブック」) が運営しています。このプラグインは、青地に白色の親指を立てたサインまたは青地に白色の「f」
のアイコンで確認できます。

 - Google Plus の「+1」 ボ タ ン。Google Plus は、Google Inc. ( 住 所 : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
United States)(「グーグル」) が運営するソーシャル・ネットワークです。「+1」のプラグインは、白またはカラーの背景に「+1」
のサインが表示されたアイコンで確認できます。

 - LinkedIn の「シェア」ボタン。LinkedIn Corporation ( 住所 : 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) によるものです。

 - 「ツイッター」。Twitter, Inc. ( 住所 : 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) によるものです。ツイッターのプラ
グインは、青い鳥の図案または水色の背景に小さな「t」が示されたアイコンで確認できます。

上記のネットワークのいずれかのソーシャル・プラグインが設置された当社サイトを閲覧している時は、ブラウザが各ソーシャル・ネッ
トワークのサーバーへの直接の接続を確立して、お客様が当社サイトにアクセスしたことに関する情報を各ソーシャル・ネットワークが
受信できるようにします。当社は、ソーシャル・プラグインによって収集されるデータに対して何の影響力も持ちません。また、各ソーシャ
ル・ネットワークによって収集されるデータに関してはまったく知ることができず、制御もできません。当社の知る限りでは、埋め込ま
れたソーシャル・プラグインは、お客様が当社サイトにアクセスしたという情報を各ソーシャル・ネットワークに提供します。お客様がソー
シャル・ネットワークにログインしている場合は、当社サイトへの訪問をお客様のアカウントにリンクすることが可能になります。お客
様がソーシャル・プラグインとやり取りすると、対応する情報がソーシャル・ネットワークとも共有され、お客様のアカウントにリンク
されます。ソーシャル・ネットワークにログインしていない場合であっても、ソーシャル・プラグインがお客様の IP アドレスを各ソーシャ
ル・ネットワークに送信する可能性があります。

各ソーシャル・ネットワークによるデータ収集ならびにデータのさらなる処理および使用の目的および対象範囲と、お客様のプライバシー
を保護する権利および方法については、各ソーシャル・ネットワークのプライバシー関連の通知を参照してください (www.facebook.com/
policy.php、http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html、https://www.linkedin.com/legal/pop/pop-privacy-policy、https://
twitter.com/privacy)。

当社は、当社のオンライン・サイトを通じて提供される可能性のある外部リンクを検証および審査するために最大限の努力を払ってはい
ますが、外部の第三者による Web サイトのコンテンツに対しては責任を負いません。掲示板、ブログ、wiki、チャット・ルーム、情報交
換サイト、共有サイト、ソーシャル・メディアおよび類似の「フォーラム」( 当社によって、または当社のために運営されているものか他
社のものかに関係なく ) は、フォーラム内の他の利用者に対してオープンにされているか他の利用者からアクセス可能になっている場合
が多く、一般にも公開されていることや、フォーラムにおいて、またはフォーラムを通じて投稿された情報に別の方法でアクセスした人
にもオープンになっていることがあります。当該フォーラムへのお客様の参加や当該フォーラムでお客様が開示する内容は、全面的にお
客様自らの意思で選択するものです。お客様がそのような選択をし、投稿の中に個人情報を含めた場合は、お客様の個人情報が他者によっ
て使用されることにつながる可能性がありますが、当該フォーラムで利用可能にするという決定をお客様自身が下した情報に関して当社
は責任を負わないものとします。当該フォーラムへの参加またはフォーラムでのお客様自身の情報開示の結果として生じた他者からの接
触に対しても、当社は責任を負わないものとします。当社は、当社によって / 当社のために / 当社に関して運営されているフォーラムを、
監視する権利と、それらのフォーラムで合法的に投稿された情報を使用する権利を有します。それらのフォーラムで自主的に行なった投
稿または情報開示の内容に関しては、プライバシーは一切期待できません。

IP アドレスおよび「クリックストリーム」情報。オンライン・クリックストリーム・データには、ユーザー情報が含まれるものがあります。
ユーザー情報とは、当社システムと交信するコンピュータに関する情報のことです。これには、以下のようなものが含まれます。

Web サーバー・ログ。当社サイトを管理する過程において、当社は Web サーバー・ログを通じて利用状況を維持および追跡します。こ
れらのログからは、当社サイトにアクセスしているブラウザの種類、アクセスの多いページ、および当社のサーバーへの負荷が相当に大
きくなっている時間帯などの情報が提示されます。当社は、インターネット・プロトコル (「IP」) アドレスを使用して、傾向の分析、サ
イトの管理、ユーザーの行動追跡、および集計用の幅広い利用者層データの収集を行ないます。その情報は、当社サイトのコンテンツお
よびナビゲーション機能を改良する目的で使用します。このデータを匿名形式または集約状態にしたものが、当社サイトのために開発す
べき将来の機能を特定したりサービスの向上やユーザーの使用感改善を実現したりする目的で使用される可能性もあります。個人を特定
可能な情報に当社がこの情報をリンクすることはありません。当社は、集約情報および匿名情報を第三者と共有する権利も有しているため、
そのような共有をすることがあります。

Webビーコン。当社および第三者は、当社サイトにおいて / 当社サイトに関して / 当社または第三者が当社のために送信 / 配信する E メー
ルおよびその他の電子 / デジタル通信に関して、Web ビーコンを採用することもあります。Web ビーコンは、固有の識別子を持つ小さな
画像で、クッキーと機能が似ており、ユーザーのオンライン行動を追跡するために使用されます。ユーザーのコンピュータのハード・ド
ライブ上に保存されるクッキーとは異なり、Web ビーコンは、通常は Web ページおよびその他のオンラインまたは電子 / デジタル文書
に目に見えない形で埋め込まれます。その大きさは、この「.」( ピリオド ) と同じ程度です。Web ビーコンは、E メール、ニュースレター
またはその他の電子通信においても、ユーザーがそれを開けたかどうかや、ビーコンの中に含まれている Web リンクがユーザーに選択さ
れたかどうかなどを調べるために使用されることがあります。法律で義務付けられている場合、当社は Web ビーコンの使用に対する明示

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://www.linkedin.com/legal/pop/pop-privacy-policy
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
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的な合意をお客様に求め、お客様の合意なしには Web ビーコンを使用しないものとします。ただし、当社は、第三者による Web ビーコ
ンの導入または使用に対して責任を負いません。

当社のサイト (E メールおよびその他の電子 / デジタル通信を含む ) に関して、当社は、当社サイトのオンライン訪問者についての個人情
報で、法的に許容される、個人を特定不能な情報を追跡する目的で、クッキー、Flash クッキー、Web ビーコンまたはその他の追跡技術
を使用する分析または第三者の追跡サービスを利用したり許可したりすることもあります。それらのサービスおよびそれらのクッキー、
Flash クッキー、Web ビーコンまたはその他の追跡技術が使用される際は、情報は、利用状況および利用量の統計の取得やコンテンツの
管理を目的として集約データの形式で使用され、お客様による事前の積極的な合意がない場合、他の目的では一切使用されません。一部
のビジネス・パートナー、インターネット広告主、広告サーバーおよび広告ネットワークも、クッキー、Flash クッキー、Web ビーコン
およびその他の追跡技術を使用する場合があります。その目的は、当社サイト、当社サイト上のリンクまたは当社サイトに接続された広
告に関して、ユーザーのオンライン行動についての情報を収集してその情報を分析 (Google Analytics など ) に使用したり、特定のユーザー
に向けて関連性の高い広告 ( 行動ターゲティング広告など ) が表示されるようにしたりすることです。一部のお客様企業およびそのビジネ
ス・パートナーも、当社がお客様のためにホスティング、処理または配信するお客様企業およびそのビジネス・パートナーのサイト、E メー
ル、オンライン広告またはその他の電子 / デジタル通信に関して、クッキー、Flash クッキー、Web ビーコンおよびその他の追跡技術な
らびに分析を使用する場合があります。それらの第三者が使用する追跡技術に対して、当社はアクセスも制御もできないため、責任を負
うことはできません。また、他社による、または他社のためのその種の分析技術の導入または使用に関しても、当社は責任を負いません。
本ポリシーの適用対象となるのは、当該の追跡および分析技術の、テラデータのみによる使用またはテラデータのみのための使用であり、
第三者による追跡または分析技術の使用には適用されません。

当社は、セキュリティ上の脅威、不正またはその他の悪質な活動を防止および検知し、当社のソリューション、製品およびサービスが正
常に機能することを確保する目的で、ユーザー情報を使用することもあります。

当社による個人情報の使用方法。当社は、以下の目的でも個人情報を使用することがあります。

お客様の要求に応じるため。 該当する要求には、注文の処理や、製品のデモンストレーションまたは評価のためのダウンロードの処理が
含まれます。

システムの保守またはアップグレードを行なうため。 当社の技術スタッフは、システムのパフォーマンスの監視、システムのテスト、な
らびにシステムへのアップグレードの開発および実装を目的として、サービス・データへの定期的なアクセスを必要とすることがあります。
これには、カスタマー・サポート・ポータルなどを通じた技術サポートの提供が含まれます。このプロセスの不可欠な要素として作成さ
れたサービス・データの一時コピーは、当該の目的に関連した、必要となる期間においてのみ維持されます。

パフォーマンスに対処し、問題を修正するため 。当社は、その時々において、新たに発見された脆弱性に対処するセキュリティ・パッチなど、
当社のプログラムおよびサービスに対する新しいバージョン、パッチ、アップデート、およびその他のフィックスを開発することがあり
ます。それらの修正に関するお客様の契約または発注の条件に従い、適用される契約条件下での許可に応じて、当社はユーザーのコンピュー
タにリモート・アクセスしてパフォーマンス問題のトラブルシューティングを行なうことがあります。また、製品のアップデートおよび
通知を行なう目的でそのような情報を使用することもあります。

情報サービスを提供するため 。当社は、ユーザー・グループや掲示板などのオンライン・フォーラムの提供中に個人情報を使用すること
があります。個人情報を使用することがあるのは、トレーニング・セミナーやコンファレンスなどの、ライブまたはオンライン・イベン
トの配信中です。これには、テラデータがスポンサーである第三者のイベントや、テラデータがホスティングする第三者のイベントも含
まれます。

法的要件を満たすため 。当社は、法的に義務付けられている報告、開示、またはその他の法的手続きの要件を遵守するために、特定の個
人情報を提供しなければならないことがあります。

製品およびサービスのマーケティングを行なうため 。当社は、製品、サービスまたはイベントについてお客様にお知らせしたり、別の方
法でマーケティング活動を実施したりする目的で個人情報を使用することがあります。目的には、ダイレクト・マーケティングや行動マー
ケティングおよび行動ターゲティング広告を実施すること、ならびにそれらを実施可能にすることも含まれます。

当社が収集する求人応募者 / 従業員の情報 。当社は、「求人応募者情報」も収集します。これは、求人への応募時に当社に対して自発的に
提出される、氏名、自宅の住所、電話番号、履歴書およびその他の、個人を特定可能な情報を指します。オンラインか紙媒体かに関係なく、
応募書類またはその他の情報フォームの一部として応募者が提供すると選択 ( 政府および政府からの受注契約による労働統計のまとめに
関連して応募者が自発的に行なう可能性のある開示を含む ) した場合は、人種もしくは民族的出自、政治団体もしくは労働組合への所属、
または健康状態に関する情報などの機密情報も含まれます。当社は、求人への応募過程の一環として提出された場合には、紹介者および
その他の連絡窓口の氏名および連絡先情報も収集します。紹介者およびその他の連絡窓口の個人情報は、応募者または従業員のみが当社
に提供できるものとします。当社は、その紹介者またはその他の連絡窓口である本人が承諾している場合にのみ当該者に関する個人情報
を提供できる旨を応募者および従業員に伝えます。求人応募者情報は、その職に関する連絡窓口が所在する国と、人事情報の中央保管所
がある米国において収集されます。求人応募者情報の使用は、応募者の資格および技能の評価、応募者への連絡、提出された情報の検証
( 適用法で認められている範囲での身元保証や経歴の確認を含む )、および必要な場合の法的防御のみを目的とします。求人応募者情報は、
極秘の取り扱いで、および使用を制限した上で、当社の関連会社、子会社、求人アドバイザーおよびサービス・プロバイダー、ならびに
身元審査機関などのその他の第三者との間で、上記の目的でのみ共有されることがあります。求人応募者情報は、適用法に従って保持さ
れ、適用法による義務付けに応じて削除または破棄されます。求人応募者情報 ( 当該情報への変更または更新を含む ) は、応募者がテラデー
タ従業員となった場合、従業員になった時点以降に、従業員記録に追加されることになり、雇用関連の目的で使用されることがあります。
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当社はまた、本文書の他の場所の規定に基づいて、またはその他の合理的な必要性に応じて、さらには雇用関係、従業員との取引、従業
員の契約、ならびに従業員の報酬、福利厚生、社会給付の報告および源泉徴収、所得税の源泉徴収および報告などとの関連において、従
業員データおよび個人情報を収集およびその他の方法によって使用します。

当社が収集するその他の紹介関連情報 。当社のサイトおよびビジネスに関連して当社が運営する、またはお客様もしくはパートナーのた
めに当社がホスティングもしくは処理する特定のコミュニケーションおよびフォーラムには、「友達を紹介する」、「友達に転送する」、ま
たは推薦の意を示すこと ( 総称して「紹介」) のできる機能が含まれている場合があります。個人情報または機密情報を当社と共有する法
的権利を持たない人は、そのような情報を開示する紹介をしてはなりません。紹介される側の本人の合意が法律または契約上の義務によっ
て求められている場合、紹介者は、紹介する前に本人の合意を得る責任を負います。そのような紹介がされた場合、当社は、紹介者が紹
介を行なったことを追跡し、紹介者が紹介を行なったという情報を、紹介された側の個人または団体と共有することがあります。

9.3. 「選択」の原則

テラデータは、消費者および従業員に対して、本人に関連する個人情報の使用目的についての情報と、当該情報の開示に関して本人が選
択権を行使できるようにする仕組みを提供することを確約します。詳細は以下のとおりです。

消費者  - テラデータは、以下の場合を除き、提携関係のない外部の第三者に個人情報を公開しないものとします。(1) 消費者が公開を要求
したか、もしくは明示的に合意した場合。(2) 消費者が開始したトランザクションを完了させるためにデータが提供された場合。(3) 開示
が法律で義務付けられている場合。または (4) 消費者が、そのような開示の可能性について知らされており、オプトアウトしないことに
決めた ( または、オプトインすることに決めた、二重確認による許諾 ( ダブル・オプトイン ) をした、もしくは適用法によってそれが明確
に義務付けられている場合の一層高度な他の何らかの基準を満たしている ) 場合。

従業員  - テラデータは、以下の場合を除き、提携関係のない外部の第三者に個人情報を公開しないものとします。(1) 会社の社内方針の下
で特別に規定されている場合。(2) 雇用関連の目的および取引のための合理的な必要性に応じる場合。(3) 従業員が公開を要求したか、も
しくは公開に対して明示的に合意した場合。(4) 従業員が開始したコミュニケーションまたはトランザクションを完了させるためにデータ
が提供された場合。(5) 開示が法律で義務付けられている場合。または (6) 従業員が、そのような開示の可能性について知らされており、
オプトアウトしないことに決めた ( または、オプトインすることに決めた、二重確認による許諾 ( ダブル・オプトイン ) をした、もしくは
適用法によってそれが明確に義務付けられている場合の一層高度な他の何らかの基準を満たしている ) 場合。

提携している第三者 ( 子会社、サービス・プロバイダー、請負業者またはその他のパートナーなど ) に消費者または従業員の個人情報が提
供される場合、テラデータは、当該データを機密扱いにしておくことや他のいかなる目的にも使用しないことを規定する、当社に適用さ
れる PDP 関連原則と同等の原則を守るよう、その第三者に求めます。

当社はまた、マーケティングおよび販促の伝達に関連して当社がお客様に接触する方法についての、お客様の優先設定および選択を尊重
します。例えば、メーリング・リストへの登録やニュースレターの購読を申し込む機会をお客様に提供することがあります。当社の製品、サー
ビス、または特別なオファーに関する情報を E メールで受け取れるように以前に登録していた場合でも、そのような連絡が不要になった
ときには、お客様は、その種の連絡の一部または全部の受け取りをオプトアウトできます。オプトアウトには、「登録解除」のリンクを選
択する、E メールの件名に「登録解除」を表記して返信する、メッセージに添付された「登録解除」もしくは「優先設定」の設定手順に従う、
または本文書の「問い合わせ先」に記載されている E メール・アドレスまたは郵送先住所に連絡する、という方法があります。

その他の状況においても、当社はお客様の個人情報を第三者と共有する場合があります。例えば、法律または規制上の要件を遵守するた
めや裁判所の召喚状または命令に応じるため、想定される犯罪 ( なりすまし、ハッキング、サイバー攻撃その他のサイバー犯罪等 ) を防止
または調査するため、契約を履行するため、テラデータや第三者の権利、財産、知的財産、安全を守るため、またはその他の重大な利益
を守るために、情報の開示が適切であると当社が誠実に信じた場合、テラデータは第三者にお客様の個人情報を開示することがあります。

さらに、売却、合併、更生、解散、倒産、管財人の管理下または清算などの結果としてテラデータ ( または適用されるテラデータの事業
体や組織 ) の株式や資産 / 業務の一部または全部を取得した別の会社に、お客様の個人情報が転送されることがあります。そのような転
送が行なわれる場合、取得する側の会社によるお客様の個人情報の使用は、本ポリシーおよびお客様が当社に対して表明したプライバシー
の優先設定および選択に従うことになります。当社は、本ポリシーに従って、および合理的可能な範囲で、お客様の個人情報のプライバシー
およびセキュリティを維持することに尽力していますが、お客様の個人情報が常に完全非公開となる約束や保証はできませんし、いたし
ません。
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9.4   「データ・アクセス」の原則

テラデータは、当社が保有する個人情報の正確さを維持するよう努めます。例えば、消費者および従業員が自身に関する個人情報を必要
に応じて確認および修正できるようにする仕組みを確立しています。

お客様は、本ポリシーの「問い合わせ先」に記載されている、該当する E メール・アドレスまたは郵送先住所に要請することによって、
ご自分の個人情報を確認および修正することができます。その場合は、お客様の氏名および住所を明記し、どの情報の確認または修正を
希望するのかを明確に記述してください。当社は、適用法で定められている期限内で速やかに、お客様からの要請後 30 日以内には対応
します。お客様の安全確保を目的として、当社は、お客様本人であることを確認するための追加の情報を求めることがあります。ほとん
どのケースにおいて、当社は、お客様から要請されたアクセスを提供し、お客様が見つけた不正確な情報を修正または削除します。ただし、
一部のケースにおいて、かかる要請の制限または拒否が法律で認められている場合や義務付けられている場合には、当社はお客様の要請
を制限または拒否することがあります。お客様の個人情報に変更があった場合は、速やかに更新することをお勧めします。

テラデータがソリューションのホスティングに従事している場合、当社はお客様 / パートナーの構成員または「オーディエンス・メンバー」
の情報をホスティングする場合があります。当社は、あらゆるオーディエンス・メンバー情報のプライバシーを尊重し、( 書面による明示
的な合意がない限り ) お客様 / パートナーの機密情報としてその情報を閲覧し、取り扱います。当社のマーケティング・アプリケーショ
ン業務および提供物に関連してホスティングまたは処理されるデータには、多くの場合、氏名や E メール・アドレスなどの基本的な連絡
先情報しか含まれません。ただし当社は、ホスティングされるソリューションに関連して当社のお客様 / パートナーがアップロードまた
はその他の方法で当社に提供したり、オンラインまたはオフラインで当社に送信したりした、あらゆる種類の個人に関するあらゆる種類
のデータを取得することがあります。この点について当社は、当社がどのようなオーディエンス・メンバー情報を受信 / ホスティングす
る可能性があるか、またはそのデータが使用目的に対して信頼性があること、正確であること、完全であること、最新であることを確認
するためにお客様 / パートナーが「データ管理者」としてどのような措置を講じたのかを制御しません。機密性の高い個人情報 ( 社会保
障番号、銀行口座番号、クレジット・カード番号、パスポート番号、運転免許証番号、個人的医療情報、アクセス・パスワード、暗証番
号や、人種または民族的出自、所属する政党または宗派、労働組合への所属状態などの、EU 指令において機密性が高いとされている個人
情報 ) をお客様 / パートナーがアップロードした場合 ( その行為は通常、お客様 / パートナーと当社との合意に反することになります )、
当社は、当社サーバーからその情報を削除したりお客様 / パートナーが当社との間で有しているホスティング処理の権限、発注、または
アカウントを停止または終了したりする権利を保有するものとします。当社は、適用される「データ管理者」であるお客様またはパートナー
との契約によって許可されている場合にのみ、オーディエンス・メンバー情報を使用します。

当社がお客様またはパートナーのために収集したオーディエンス・メンバー情報を、第三者によるマーケティングを目的に第三者との間
で共有、販売、賃貸借、または交換することはありません。ただし、お客様またはパートナーが、そのようなことを行なう権限を当社に
与え、権限を付与したことを当社に対して表明し、あらゆる適切な合意と法的に義務付けられている合意をオーディエンス・メンバーか
ら得ることに対して全面的に責任を負うと認めた場合は例外です。

当社がホスティングするソリューションに関しては、通常はお客様またはパートナーが、オーディエンス・メンバー情報を完全に制御し、
自らが収集およびアップロードした、個人を特定可能な情報の修正、更新、削除をするかどうかを決定します。お客様またはパートナーが、
個人データがホスティングされているオーディエンス・メンバーからデータ・アクセス要求を受け取り、その要求に応じるにあたって当
社の支援を希望する場合は、当社に連絡してください。当社は、その要求が当社に届いてから 30 日以内に対応するよう努めます。

9.5   「セキュリティ」の原則

テラデータは、不正なアクセスおよび開示から個人情報が確実に保護されるようにするための適切な措置をとります。それには、本ポリ
シー・ステートメント、適用される補足プライバシー条項、または明示的な承諾によって許可されている目的で業務上の必要性から合法
的に知る必要のある従業員、サービス・プロバイダーおよびパートナーのみが当該情報にアクセスできるように制限することを含みます。

当社は、損失、悪用および不正なアクセス、開示、改ざんならびに破壊から当社の制御下で個人情報を保護するための適正な物理的、管理的、
および技術的な対策を講じています。特に、当社ではとりわけ以下のセキュリティ対策を採用しています。

セキュリティ・ポリシー 。当社は、書面化されたセキュリティ・ポリシーに従って、当社の IT インフラストラクチャ、データ・センター
業務、クラウド業務、製品およびサービスを設計、実装およびサポートしています。少なくとも年 1 回は、ポリシーの遵守状況を評価し、
必要な改善を当社の方針や慣例に施します。

従業員の教育および責任 。当社は、人為的ミス、窃盗、詐欺、および当社設備の悪用のリスクを削減するための措置を講じています。当社は、
当社のプライバシーおよびセキュリティ・ポリシーについて従業員を教育します。当社では、従業員に機密保持合意書への署名もさせて
います。また、当社のグローバルな情報セキュリティ・プログラムを管理する最終的な責任を負う Information Security Officer の任命も
行なっています。

アクセス制御 。当社では、個人情報へのアクセスを、当該情報へのアクセス目的が認定されている者のみに制限しています。そのような
アクセス権限およびアクセス資格は、当該のアクセスが不要になった配置換えや退職の後に解除されます。当社では、適用法で義務付け
られている場合には、自社の様々な所在地および組織において地域または組織のデータ保護担当役員や管理者も配置しています。
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データ暗号化 。当社の方針および手順においては、個人情報の電子的転送には暗号化接続を使用することが義務付けられています。

残念ながら、100% の効果を保証できるセキュリティ対策はありません。いずれのサイト、システムまたはネットワークも、完全に安全
であることはなく、「ハッカーを通さない」、「サイバー攻撃に耐えられる」、「サイバー犯罪を防止できる」ものはないと心得ることが重要
です。お客様のパスワードへの不正アクセスや、お客様が所有または管理するコンピュータおよびその他の電子装置 / データ・アクセス
端末の不正使用には警戒することが重要です。

当社では、お客様自身のデータのプライバシーを守り、お客様自身の情報を保護して安全を確保するために、お客様ご自身でも役目を果
たし、対策を講じることを強くお勧めしております。お客様が検討および実施すべき慣例として、以下のものが挙げられます。アカウン
トごとに異なるパスワードを使用する。「強力な」( 破られにくい ) パスワードを使用する。画面ロックを使用する。自分の個人的な財務
情報が含まれた E メールには疑念を抱き、返信しない。Web アドレスの URL が偽物、変種または明らかなスペルミスではないかをよく
確かめる。E メールおよびインターネット・サービス・プロバイダー (「ISP」) のスパム対策機能、設定およびプロセスを使用する。ブラ
ウザおよび端末のプライバシーおよびセキュリティ関連の設定項目を、自分が希望するレベルに設定する。端末上でセキュリティおよび
ウイルス対策ソフトウェア・ツールを使用し、常に更新し、自分が希望する設定を適用する。オンライン・プライバシーおよびデータ保
護に関連する情報、秘訣および慣例については、データのプライバシーと情報保護に関連する情報の共有を専門としているオンライン・
グループまたはサイトをご自身で選んで参照することをご検討ください ( 例えば、言語、国、場所、利用の仕方、データの種類、端末の
種類、通信の種類などを考慮してお選びください )。有用で参考になるものの例としては、National Cyber Security Alliance が展開してい
る http://www.staysafeonline.org/ と「Stop. Think. Connect.」キャンペーンが挙げられます。

9.6   「第三者転送」の原則

米国 -EU 間のセーフ・ハーバー、HIPAA およびその他の法律では、通常、最終的な「データ管理者」がプライバシー保護および機密保持
を確保するためのしかるべき手段を講じている場合、サービス・プロバイダー、エージェントまたは「データ処理者」の役割を果たす第
三者への個人情報の転送が認められています。当社は、例えば以下のような状況において個人情報を他者に開示することがあります。

• 要求されたサービスまたはソリューションの遂行に関連して、またはその他の業務上正当な必要性に関連して適宜、個人情報へ
のアクセスを必要とするビジネス・パートナーおよび下請業者に対して

• オンライン・トレーニング、セミナーおよびウェビナーの配信をホスティングまたは円滑化するサービス・プロバイダーに対し
て

• E メール配信サービスおよびその他の技術プロバイダーに対して

• マーケティング資料、技術サポート・サービス、またはその他の製品、サービスもしくはその他の情報の提供を補助することの
あるサード・パーティに対して

• 製品および / またはサービスに関連してお客様をフォローアップできるようにする目的で、認定された再販業者 / 販売業者 / マー
ケティング・パートナーまたは当社の子会社もしくは支社に対して

• 求人応募者情報および従業員データは、極秘の取り扱いで、および使用を制限した上で、当社の関連会社、子会社、求人アドバ
イザーおよびサービス・プロバイダー、ならびに身元審査機関などのその他の第三者との間で、共有されることがあります。そ
のような情報の共有は、本ポリシー・ステートメントに記載された目的で、本文書の他の箇所の規定に基づいた雇用関連活動の
ために、ならびに従業員との取引または連絡、報酬、福利厚生、所得税および社会給付の報告および源泉徴収、その他の法遵守
および報告義務に関連した合理的な必要性に応じて、行なわれます。

• 当社の事業の全部もしくは一部の売却または譲渡に関連して

• 法律による義務付けまたは許可に応じて。または、当社の権利の保護、お客様もしくは他者の安全の保護、不正の調査、訴訟手
続き / 裁判所の命令 / 法執行機関や政府機関からの要請 / その他の法的手続きの遵守のために、開示が必要または適切であると
当社が独自に判断した場合に

• お客様の積極的合意を得たその他の第三者に対して。およびお客様の合意の範囲で

上記の状況において、当社は、セーフ・ハーバー・フレームワークの関連原則に従ったお客様の個人情報保護を情報の受け取り側に求め
るための適正措置をとります。あるいは、お客様の個人情報が適切に保護されることを確保するための措置をとります。

国境を越えるデータの転送 / 流れ。テラデータは、様々な国や法域の境界を越える技術システムおよびプロセスを扱う、グローバルな企
業です。当社が収集する個人情報は、国、州、県およびその他の法域の境界を越えて転送されることがあり、データ統合、保管、情報管
理およびその他の使用を目的として、米国または当社が管理する施設の所在地であるその他の国において保管または処理されることがあ
ります。国境を越える個人情報データの転送は、適用法によって許容されている場合に限り、適用法の範囲内で、適用法で義務付けられ
ている場合にはデータ対象者の承諾を得た上で、実施されます。当社は、当社のシステムによって収集されたお客様の個人情報を、本ポ
リシー・ステートメントおよび適用される補足プライバシー条項の規定ならびにお客様からの積極的な合意に従って、一貫した方法で扱
います。それは、関連する国または法域の法律による個人情報の保護力が低い場合であっても同様です。当社におけるプライバシー関連
の慣例は、世界全体においてお客様の個人情報を保護できるようにすることを意図して考案されています。

http://www.staysafeonline.org/
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9.7   「執行」の原則

テラデータは、本ポリシーにおいて当社が確約した内容とセーフ・ハーバー・フレームワーク原則が守られていることを確認するための
手順を維持します。そのために、最低でも年 1 回はプライバシー関連のコンプライアンス評価を実施し、評価結果に基づいて改善を施し
ます。当社は、お客様がプライバシー関連の質問、問題、懸念および苦情を提起できるように、本ポリシーの「問い合わせ先」に記載さ
れているリソースの提供も行なっています。さらに、本ポリシーに記載されている基準への準拠を強制するためのプロセスおよびメカニ
ズムをお客様が利用できることを保証するために、本ポリシーの「コンプライアンス、セーフ・ハーバー・フレームワークおよびデータ
転送に関する合意」に表記されている「紛争解決」プロセスも提供しています。
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II.  規約

1.  著作権、商標およびその他の知的所有権

1996 ～ 2015 年の著作権はテラデータ・コーポレーション ( 該当する子会社を含む ) が保有します。無断複写・複製・転載は禁じられて
います。

すべての商標 (Teradata のマークを含む ) は、米国およびその他の国における各商標権保有者の知的財産です。

本文書の著作権、および本文書が添付されるか、または参照することにより組み込まれているサイトの著作権は、テラデータ・コーポレー
ション ( 該当する子会社を含む ) が保有します。本文書およびその抜粋、ならびに法の下で正当に認可され、規約に適合した方法でのアク
セスが可能となっている当社サイトのコンテンツまたは当社サイトからのコンテンツを対象として、閲覧、コピー、ダウンロード、一時保管、
および印刷を行なうための許可は、本文書において、いかなる人物に対しても以下の条件に従って与えられるものとします。

1. 文書、サイトおよびコンテンツ、ならびにそれらの抜粋は、個人的かつ非営利的な情報利用のみを目的として使用できる。

2. 文書、サイトおよびコンテンツ、ならびにそれらの抜粋は、当社から書面による事前の承諾を得ずに変更することはできない。

3. 文書、サイトまたはコンテンツ、およびそれらの抜粋のいかなるコピーにも、当社の著作権表示が含まれていなければならない。

本文書内や、本文書が添付されるか、もしくは参照することにより組み込まれているサイト上、または当該のサイトを通じて記載されて
いる製品、プロセスまたは技術は、テラデータおよびその他が保有する別の知的所有権の対象である可能性があります。それらの知的所
有権について、本文書においては認可、委譲、変更または拡大のいずれもされていません。

2.  法的利用規約および補足法的条項

当社は、その時々に、本文書の「規約」の項およびその他の利用規約または禁止条項の補足または修正を申し入れることがあります。対
象となるのは、特定の許可に基づく会員登録、メンバーシップ、フォーラムへのアクセス、トランザクション、場所、国、情報系または
特定の他の Web、情報交換もしくはソーシャル・メディア・サイトなどに関連する、サイト特有またはインタラクション特有の法的条項 ( 以
下「補足法的条項」) です。その際、お客様が当該の補足法的条項を承諾したか、または補足法的条項へのアクセスが可能になった後にお
客様がアクセスに進んだ場合、当該の補足法的条項は、適用法で認められている最大の範囲で、お客様によるアクセスが可能となり、適
用されるものとします。本文書の「規約」の項および適用される「補足法的条項」は、本文書の「プライバシー・ポリシー・ステートメ
ント」の項からは独立および分離したものであり、別途の独立した合意事項および一連の義務事項として適用されます。また、本文書の「プ
ライバシー・ポリシー・ステートメント」の項の適用対象またはお客様のプライバシーの権利および期待事項のみに関連するいかなる「補
足プライバシー条項」からも独立および分離しています。

3.  保証責任の排除および責任の制限

本文書において / 本文書を通して / 本文書によって提供される情報、本文書が適用されるか、添付されるか、参照することにより組み込
まれているサイトにおいて / サイトを通して / サイトによって提供される情報、またはテラデータのサイトによって / テラデータのサイ
トを通して / テラデータのサイトと関連してアクセスされたりアクセス可能になっていたりする出版物、他のサイトもしくは他の文書は、
適用法の下で許容される最大の範囲で、「現状のまま」、「ありのまま」、「提供される時」および「提供可能な時」に提供されます。提供に
際しては、市場性、特定目的への適合性および権利侵害がないことの黙示保証を含めて ( ただし、これらに限定されるものではありません )、
明示または黙示を問わず、一切の保証はありません。

本文書において / 本文書を通して / 本文書によって提供される情報、本文書が適用されるか、添付されるか、参照することにより組み込
まれているサイトにおいて / サイトを通して / サイトによって提供される情報、またはテラデータのサイトによって / テラデータのサイ
トを通して / テラデータのサイトと関連してアクセスされたりアクセス可能になっていたりする出版物、他のサイトもしくは他の文書で
提供される情報には、技術的に不正確な記述や誤字またはその他の誤りが含まれる場合があります。本文書および上記の情報には定期的
に変更が加えられますが、新しい版にそのような変更が組み込まれる場合と組み込まれない場合があります。テラデータおよびそのサプ
ライヤー、お客様およびその他のビジネス・パートナーは、いかなる時であっても、通知の有無にかかわらず、サイト、出版物、文書、
製品、ソフトウェアおよびサービスを改善、変更または中止することがあります。

4.  Teradata ロゴの使用

ロゴは、会社のブランド・アイデンティティとして最も目に触れる機会が多いため、ロゴによって表現される会社の価値、整合性および
高水準を守るための慎重な管理が必要です。テラデータのサイトまたは関連する出版物、文書もしくは当社によるその他の伝達手段にお
いて表示されるロゴは、テラデータおよび認定されたテラデータのパートナーだけが、認定された Web サイト、共同制作した販促用品お
よび関連するマーケティング資料において使用できるものです。テラデータから明示的な事前の許可を受けていない他の当事者による使
用は、全面的に禁止されています。
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Teradata ロゴの認定使用および認定使用者には、以下の条件も適用されるものとします。

• テラデータが定めたロゴのみを使用すること。アニメーション、色、背景、何らかの変形、または文字の削除を含めて ( ただし、
これらに限定されるものではありません )、いかなる種類の修正も施してはなりません。ここに規定されていないロゴ・ファイ
ルが必要な場合は、Andrea Stamas (andrea.stamas@teradata.com) にお問い合わせください。

• ロゴを配置する背景は、黒または白のいずれかの無地のものにすること。他の色への改作やグラフィックによる背景の使用は、
すべて固く禁じられています。

• カラー・ロゴは、必ずテラデータ・オレンジで再現すること。色は常に CMYK M:53、Y:100、K:4 の組み合わせで作成する必要
があります。「Teradata Production Guide」に掲載されているサンプルを参照してください。Web カラーは HEX: FF6600 です。

• 視認性を保つため、Teradata ロゴを 1 インチ (2.54cm) 幅未満に縮小しないこと。

• ロゴを正しく示すため、ロゴの周囲には「T」の文字の高さ以上のスペースを空けること。

• ロゴには他のいかなるオブジェクトも組み合わせないこと。他のオブジェクトとは、単語、写真、数字またはその他のロゴなど
のことを指しますが、これらに限定されるものではありません。

テラデータの他のロゴやマークに適用される使用のガイドライン、制限事項および禁止事項に関する追加の情報については、当社までお
問い合わせいただくか、関連するサイトをご覧ください。

5.  許容される使用および使用の制限

本文書が添付されるか、参照することにより組み込まれているサイト、文書または通信のアクセスおよび使用や、当該のサイト、文書、
通信によって / を通して / に関連して ( 例えば、投稿やリンクによって ) アクセスされたりアクセス可能になっていたりするサイト、文書
または通信のアクセスおよび使用は、本来の目的で行なわれるものとします。本来の目的とは、例えば、テラデータおよびテラデータの
製品やサービスに関して公表されている情報を個人的に知ることなどです。以下のような使用は禁止されています。

• あらゆる違法または有害な目的での使用

• 他者に対する誹謗中傷、非難、嫌がらせ、または脅迫

• 他者の権利の侵害

• テラデータのネットワークまたはコンピュータ・リソースの損害、動作停止、または消耗を引き起こし得る方法での使用

• テラデータから書面による事前の承諾を得ずに行なう、商品またはサービスの販促

• 下品、猥褻、または同様の不適切なコンテンツの提供

• ウイルスまたはその他の有害なコンピュータ・コードを含むコンテンツの提供

• 自分が所有していないコンテンツの提供、またはコンテンツを提供するために法律で義務付けられているあらゆる承諾を得てい
ない場合の、コンテンツの提供。例えば、他者 ( 自分の雇用主や同僚など ) の個人情報または機密情報を当人からの承諾を得ず
に提供したり、著作権で保護されている素材を著作権保有者からの承諾を得ずに提供したり、人物の画像を当人からの承諾を得
ずに提供したりすることはできません

• 自分自身、所属企業、またはその他の所属先の詐称

• コンテンツの出所の詐称

• コンテンツからの法的通知事項の削除

• 別のユーザーのアカウントへのアクセスまたはアクセスの試行

• ユーザーのアカウント、特定のコンテンツもしくはサービス、またはその他のテラデータ・ネットワークもしくはコンピュータ・
リソースに関連する対策を含む、関連するセキュリティ対策の迂回または迂回の試行

• E メール・アドレスまたはその他の個人情報の抽出

• 他のユーザーの使用の妨害

• テラデータに損失を与えるような使用

禁止されている使用にお気付きの場合は、速やかにサイトの Web マスターまたは本文書のパート I の「問い合わせ先」に記載されている
いずれかの該当する連絡先にご通知の上、その禁止使用について詳しくご説明いただき、合理的な範囲内でテラデータの調査にご協力く
ださい。ただし、テラデータは、いかなる特定のユーザーに対しても当該の条件または禁止事項を強制する義務を負わないものとします。

お客様が当該の条件または禁止事項に違反した場合は、関連するコンテンツおよびサービスに対するお客様の権利が自動的に解除される
ため、お客様は、関連するコンテンツおよびサービスへのアクセスや使用を中止し、お客様が所有している関連コンテンツのすべてのコピー
を安全な方法で、回復できないように破棄する必要があります。

mailto:andrea.stamas%40teradata.com?subject=
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6.  著作権侵害の申し立て

本文書が適用されるか、添付されるか、参照することにより組み込まれているサイト、文書または通信の 1 つ以上において掲載されてい
る素材がお客様の著作権を侵害している場合は、デジタル・ミレニアム著作権法、合衆国法典タイトル 17 の第 512 条 ( 以下「DMCA」)
に準じた書面による通告 ( 以下「侵害通知」) を下記の指定代理人に提出してください。

申し立てられた侵害通知を受領する指定代理人の氏名 :  
Laura Nyquist ( 法務責任者 )

指定代理人に通知を送付する際の宛先 :  
General Counsel/Notices 
Teradata Corporation  
10000 Innovation Drive  
Dayton, Ohio, USA 45342

指定代理人の電話番号 : (937) 242-4719　

指定代理人の FAX 番号 : (937) 847-8425

指定代理人の E メール・アドレス : law.notices@teradata.com

DMCA に基づいた効力を持たせるために、通知には実質的に以下の内容を含める必要があります。

1. 侵害されたとされる独占権保有者の代理人として権限を与えられた人物の物理的または電子的な署名

2. 著作権が侵害されたとされる著作物を明確に示す情報。単一のオンライン・サイト上にある複数の著作物を単一の通知の対象に
する場合は、そのサイト上の当該著作物のリスト

3. 著作権侵害であること、または侵害行為の対象であることが申し立てられ、削除またはアクセス無効化が求められる素材を明確
に示す情報。および、テラデータがその素材の場所を特定できるようにするための、合理的な範囲で十分な情報

4. 侵害を申し立てている当事者にテラデータが連絡をとれるようにするための、合理的な範囲で十分な情報。例えば、侵害を申し
立てている当事者と連絡がとれる住所、電話番号、E メール・アドレス ( 可能な場合 ) など

5. 侵害を申し立てている当事者が当該の素材の使用は著作権保有者、その代理人、または法律によって許可されていない方法で行
なわれていると誠実に信じている旨を示す記述

6. 通知に示された情報が正確である旨、偽りの場合には偽証罪に問われることを承知している旨、および侵害を申し立てている当
事者が、侵害されたとされる独占権保有者の代理人として権限を与えられている旨を示す記述

DMCA に準じた侵害通知を受領次第、当社は以下のように対処します。

1. 著作権侵害が申し立てられた素材を削除するか、またはその素材へのアクセスを無効にします。

2. 適正な手段により、権利の侵害者とされる当事者に侵害通知書を転送すると共に、当該素材の審査および / または削除またはア
クセス無効化のためにテラデータがとった措置に関する情報を伝えます。

著作権が侵害されたとされるコンテンツの審査、削除または無効化に異議を唱える場合は、書面による通知 ( 以下「反論通知」) を指定代
理人に提出してください。効力を持たせるために、反論通知には実質的に以下の内容を含める必要があります。

1. 反論を申し立てる当事者の物理的または電子的な署名

2. 削除またはアクセス無効化がされた素材を明確に示す情報。および、削除またはアクセス無効化がされる前にその素材が掲載さ
れていた場所を明確に示す情報

3. 偽りの場合には偽証罪に問われることを承知の上で、当該素材の削除またはアクセス無効化が誤解または誤認によるものである
と誠実に信じている旨を示す記述

4. 反論を申し立てる当事者の氏名、住所、および電話番号

5. 反論を申し立てる当事者の居住地が含まれる司法管轄区の連邦地方裁判所 ( 居住地が米国外の場合はニューヨーク州南部地区連
邦地方裁判所 ) による司法権を承諾する旨、および侵害通知を提出した本人または代理人からの訴状の送達を受け入れる旨を示
す記述
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DMCA に準じた反論通知を受領次第、当社は以下のように対処します。

1. 侵害通知を提出した人物に反論通知書の写しを渡し、10 営業日後には削除された素材を元の場所に戻すか当該素材へのアクセス
無効化を中止する旨を知らせます。

2. 反論通知の受領後、10 営業日以上 14 営業日以内に、削除された素材を元の場所に戻すか、または当該素材へのアクセス無効化
を中止します。ただし、著作権を侵害したとされる人物を Web サイト上の素材に関連する侵害行為に携わらせないようにする裁
判所の命令を求める訴訟を起こした旨を知らせる、侵害通知を提出した人物からの訴訟通知を指定代理人が先に受け取った場合
を除きます。

7.  輸出法

お客様は、適用される米国の輸出法規のすべて ( 以下「輸出法」) に完全に従い、いかなるコンテンツも (a) 直接間接を問わず、輸出法に
違反して輸出されないこと、および (b) 輸出法で禁じられている目的 ( テロ行為、サイバー攻撃、サイバー犯罪、マネーロンダリング、産
業スパイ活動、または核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散などが含まれますが、これらに限定されるものではありません ) での使
用が意図されないことを確約する必要があります。

重要 - 技術情報を含むソフトウェア / 文書 / リソース / コンテンツを当社のいずれかのサイトからダウンロード、取得、アクセスまた
は要請することにより、お客様は以下の条件に従うものとみなされます。

• お客様は、当該のソフトウェア、文書、リソースおよびコンテンツが、米国の輸出法によって課される制限および規制の対象と
なることを認識するものとします。

• お客様は、以下のことを誓約するものとします。

• 米国の輸出法で禁じられている目的 ( テロ行為、サイバー攻撃、サイバー犯罪、マネーロンダリング、産業スパイ活動、
または核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散などが含まれますが、これらに限定されるものではありません ) での当
該のソフトウェア、文書、リソースまたはコンテンツの使用を意図しないこと。

• 米国の輸出規制のリストに拒否対象の当事者として掲載されていないこと。

• 当該のソフトウェア、文書、リソースまたはコンテンツの輸出が承認されていない国の国民ではないこと (2015 年現在、
該当する国にはキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、およびシリアが含まれます )。

8.  雑則

お客様は、お客様に適用されるすべての法律の遵守について全責任を負うものとします。

テラデータ以外 ( すなわち第三者 ) のサイト、文書または通信が、テラデータのサイト、文書または通信において、またはそれらに関連し
てアクセスされたりアクセス可能 ( リンクまたは投稿によって ) であったりする場合があります。そのような第三者のサイト、文書および
通信は、お客様の便宜のためにのみ提示されており、テラデータによる第三者の承認や当該の第三者によるテラデータの承認を意味する
ものではありません。第三者のサイト、文書および通信ならびにそれらがお客様または他者にもたらす可能性のある害については、当該
の第三者が直接的な全責任を負うものとします。

本文書の「規約」の項および適用される「補足法的条項」の解釈および執行は、ニューヨークの法律 ( 法選択の規定を除く ) に準拠します。
当該の解釈および執行に関しては、ニューヨーク郡にあるニューヨーク州の裁判所またはニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の専属
的な対人管轄権および裁判籍が適用されるものとします。

お客様は、本文書の「規約」の項または適用される「補足法的条項」に基づく義務または責任を、テラデータから書面による承諾を得ず
に委譲することはできません。管轄権を有する裁判所が「規約」または適用される「補足法的条項」のいずれか一部に法的強制力がない
と認めた場合、当該の部分は、許容される最大限の範囲で執行されることになりますが、当該の規約および禁止条項ならびに適用される

「補足法的条項」の残りの部分は、完全な効力を有し続けます。当該の規約または禁止条項の規定、適用される「補足法的条項」または隣
接権の執行や行使をできないことが、その権利または規定の放棄にはならないものとします。

本文書の「規約」の項は、適用される「補足法的条項」と共に、それらの適用対象ならびに本文書が適用されるか、添付されるか、参照
することにより組み込まれているサイト、文書および通信に関連してお客様とテラデータの間で交わされる完全な条件および合意事項で
す ( 当該の「規約」および適用される「補足法的条項」は、他の場所では、総称して適用可能な「利用規約」または「サービス規約」と
呼ばれることもあります )。[ 本文書はここで終了 ]
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