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KDDI Global SD-WAN サービスの海外個人情報処理に関する利用規約特則 

 

KDDI 株式会社（以下「当社」といいます。）は、KDDI SD-Network Platform by Cisco 利

用規約（以下「本規約」といいます。）第 36 条第 1 項に基づき、当社が日本国外で KDDI 

SD-Network Platform by Cisco（以下「本サービス」といいます）を提供するに際して、こ

の特則（以下「本特則」という。）を規定します。 

 

1 定義 

本特則の用語は、特に定義されない限り、本規約の用語の定義に従います。 

① 「関連会社」とは、直接的又は間接的に、各当事者が支配し、これを支配し、又は

これと共通の支配下にある法人を意味します。なお、「支配」とは、当該法人の株

式、出資持分又は議決権の過半数を所有することを意味します。 

② 「コントローラ」とは、単独又は他社と共同して、個人情報の処理目的及び方法を

決定する自然人、法人、公的機関、代理人又は他の媒体を意味します。 

③ 「契約者データ」とは、本サービス契約者が、当社に提出し、本サービスの利用を

通じて収集し、又は本サービスの利用過程で当社に提供した、本サービス契約者を

情報源とするデータ、情報及び資料を意味します。 

④ 「適用されるデータ保護法」とは、EU 及び英国一般データ保護規則（General Data 

Protection Regulation(GDPR)、UK GDPR）、日本の個人情報の保護に関する法律

（平成 15 年法律第 57 号）、カリフォルニア州消費者プライバシー法（California 

Consumer Privacy Act of 2018、Cal. Civil Code § 1798.100 et seq.）、中国個人情

報保護法（2021 年 11 月 1 日施行）、シンガポール個人情報保護法（Personal Data 

Protection Act of 2012）、その他当社が本サービスを提供する国又は地域の個人情

報保護法であって、本サービスにおける個人情報の取扱いに適用される法律を意

味します。 

⑤ 「個人情報」とは、識別され、又は識別され得る自然人に関する契約者データを意

味します。識別し得る自然人（以下「データ主体」といいます。）とは、特に、氏

名、ID 番号、所在地データ、オンライン上の識別情報、又は当該自然人の身体的、

生理的、遺伝子上の、精神的、経済的、文化的若しくは社会的な識別性に固有の一

以上の要素を参照することにより、直接的又は間接的に識別できる者を指します。 

⑥ 「プロセッサ」とは、コントローラの代わりに個人情報を処理する法人、公的機関

又はほかの組織を意味します。 

⑦ 「処理」とは、収集、記録、体系化、保存、改変若しくは変更、回収、参照、使用、

送信若しくは流布による開示等の可用化、整列若しくは組合せ、阻止、消去又は破

棄等、自動化された方法によるか否かを問わず、個人情報に対してなされるあらゆ

る作業又は一連の作業を意味します。 
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2 役割及び責任 

2.1 本サービス契約者は、本サービス契約者を代理して個人情報を処理するプロセッ

サとして当社を任命します。 

2.2 当社は、本サービス契約に定められた目的のために個人情報を処理するものとし、

適用法令によって要求される場合を除き、本サービス契約者の適法な、書面によ

る指示に従ってのみ、個人情報を処理するものとします。 

2.3 当社は、プロセッサとして、すべての適用されるデータ保護法を遵守しており、

今後も遵守します。本サービス契約者は、コントローラとして、契約者データ及

び本サービスに関連して、以下の事項を確保する責任を負うものとします。 

① 自らが、適用されるデータ保護法を遵守しており、今後も遵守し続けること。 

② 自らが、本サービス契約及び本特則の条件に従って処理を行うために、当社に

対し、個人情報を移転し、又はアクセスを与える権利を有しており、今後も有

し続けること。 

 

3 セキュリティ 

3.1 当社は、最先端技術、実施コスト及び処理の性質、範囲、背景及び目的並びにデ

ータ主体の権利及び自由に対して生じうる影響の各種可能性及び重大性のリス

クを考慮し、適切な技術的及び組織的措置を講じるものとします。当該措置は、

事故による又は違法な破壊、紛失、変更、不正開示、アクセス又は使用（以下「セ

キュリティインシデント」といいます。）から個人情報を保護することを目的とし

て、リスクに応じた適切なセキュリティ基準を確保するよう設計されるものとし

ます。 

3.2 当社は、個人情報を処理する権限を与えた者（スタッフ、代理人及び委託先を含

みます。）が、当該者の雇用及び／又は契約関係の終了後も存続する（契約上又は

法令上の）秘密保持義務を負うことを確保するものとします。 

3.3 当社は、セキュリティインシデントを認識した場合、本サービス契約者に対し、

不当な遅滞なく、本サービス契約の条件に基づいて通知するものとし、本サービ

ス契約者が適用されるデータ保護法に基づき負っているデータ漏えい報告義務

を遵守するために、本サービス契約者が要求する情報を提供するものとします。

当社は、当該セキュリティインシデントの原因を直ちに究明し、修復するための

措置を講じます。 

 

4 再委託先処理 

4.1 本サービス契約者は、当社が、当社を代理して個人情報を処理するために、当社

関連会社及び第三者再委託先の処理者（以下総称して「本再委託先処理者」とい
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います。）を利用することができることに同意します。現時点で、当社が利用し、

本サービス契約者が承認している本再委託先処理者は、シスコシステムズ合同会

社です。当社は、これらの本再委託先処理者に対し、本特則に規定されるものと

同じ水準で個人情報が保護されるデータ保護条件を課すものとし、本再委託先処

理者によって生じる本特則の違反について、責任を負い続けるものとします。 

4.2 当社は、本サービス契約者に対して事前に通知することにより、本再委託先処理

者を追加又は変更することができます。本サービス契約者は、個人情報の保護に

関する合理的な理由がある場合、当該通知の日から 14 日以内に、追加される本

再委託先処理者の任命について異議を申し立てることができ、この場合、当社は、

以下の選択肢のうちの一つを行い（当社のみの裁量で選択することができます。）、

当該異議に対応することができるものとします。 

① 当社は、個人情報について当該本再委託先処理者を利用する計画を取り消し、

又は当該再委託先処理者を利用せずに本サービスを提供するための代替案を

提示します。 

② 当社は、本サービス契約者が異議申し立ての際に要求した改善措置を講じ（こ

れにより本サービス契約者の異議はなくなるものとします。）、個人情報につ

いて本再委託先処理者を利用します。 

③ 個人情報について当該本再委託先処理者を利用することとなる本サービスの

特定の部分につき、当社が提供を停止し、又は本サービス契約者が（一時的若

しくは永続的に）利用しないことに同意することができます（但し、本サービ

スの範囲が縮小されたことを考慮して、本サービスの料金を調整することに

つき、両当事者が合意することを条件とします）。上記のいずれの選択肢も合

理的に選択することができず、本サービス契約者の異議を当社が受領した後

30 日以内に、当該異議を両当事者が満足できるよう解決できない場合、いず

れの当事者も本サービス契約を解除することができ、本サービス契約者は、解

除日時点で未だ提供されていない本サービス部分に係る前払料金につき、按

分での返金を受けることができます。 

4.3 当社は、変更の理由が当社の合理的な支配の及ばないものである場合、代替の本

再委託先処理者を利用することができます。この場合、当社は、本サービス契約

者に対し、合理的に実行可能な限り速やかに、代替者について通知するものとし、

本サービス契約者は、上記 4.2 条に基づいて当該代替の本再委託先処理者に対し

て異議を申し立てる権利を有するものとします。 

 

5 協力 

5.1 当社は、適用されるデータ保護法上の権利（該当する場合に応じて、アクセス、

訂正、制限、異議、消去又はデータのポータビリティに関する権利を含みます。）
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を行使しようとするデータ主体からの問い合わせ、連絡又は要求に対応できるよ

う、本サービス契約者に対し、合理的な支援（合理的に実行可能な適切な技術的

又は組織的措置を含みます。）を行うものとします。当該問い合わせ、連絡又は要

求が当社に対して直接なされた場合、当社は、本サービス契約者に対し、速やか

に当該要求の詳細を提供し、連絡するものとします。疑義を避けるため、データ

主体からの当該データ主体の個人情報に係るアクセス、訂正、制限、異議、消去

又はデータのポータビリティに関する要求への対応については、本サービス契約

者が責任を負うものとします。 

5.2 当社は、監督当局又は法執行機関から個人情報に関する問い合わせ又は開示要請

を受けた場合、不当に遅滞することなく、本サービス契約者に通知するものとし

ます。 

5.3 当社は、適用されるデータ保護法上必要な範囲において、本サービス契約者に対

し、適用されるデータ保護法基づいて本サービス契約者が実施することを要求さ

れる、データ保護への影響の評価又はデータ保護当局との事前協議について、合

理的な支援を行うものとします。 

 

6 監査 

6.1 本サービス契約に監査に関する規定がない場合、当社と本サービス契約者は、監

査に適用される合理的な開始日、範囲、期間及びセキュリティ・秘密管理につい

て、事前に協議し、合意するものとします（但し、当社は、当該監査について（当

社の合理的な費用を基準とした）料金を請求することができます。）。当社は、当

該監査に先立って、本サービス契約者に対し、適用される料金及びその計算根拠

に関する詳細情報を提供します。 

 

7 契約者データの消去及び返還 

7.1 本サービス契約が解除され、又は期間満了により終了した場合、当社は、本サー

ビス契約上の条件に従って、当社が適用法令により個人情報の全部又は一部を保

管することが要求される場合を除き、当社が保有するすべての関連する個人情報

（写しを含みます。）を消去し、又は本サービス契約者が回収できる状態に置く

ものとします。個人情報が保管される場合、当社は、当該個人情報を保管し続け

る限り、当該個人情報に対し、本サービス契約及び本特則上の保護を適用するも

のとし、当該個人情報の処理を、保管が必要となる目的に制限するものとします。 

 

8 カリフォルニア州消費者プライバシー法 

8.1 本サービスにおける個人情報の処理に対して、カリフォルニア州消費者プライバ

シー法が適用される場合は、Exhibit 1 の規定の適用があるものとします。 
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9 標準契約条項 

9.1 本サービスにおける個人情報の処理に対して、GDPR 又は UK GDPR が適用さ

れる場合は、それぞれ Exhibit2 又は Exhibit3 の標準契約条項が適用されるもの

とします。これらの標準契約条項に関連する安全管理措置は Exhibit4 に規定する

ものとします。 

 

10 雑則 

10.1 本特則によって変更される点を除き、本サービス契約は有効に存続するものとし

ます。 

10.2 本サービス契約と本特則との間に矛盾がある場合、本特則上の条項が優先するも

のとします。 

10.3 本特則に基づいてなされる請求は、本サービス契約に規定される条件（除外及び

制限を含みますが、これらに限られません。）に従うものとします。 

10.4 本サービス契約が終了された場合、本特則も何らの意思表示がなくとも自動的に

終了するものとします。 
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Exhibit 1 

 

1 定義 

① 「CCPA」とは、カリフォルニア州消費者プライバシー法（California Consumer 

Privacy Act of 2018、Cal. Civil Code § 1798.100 et seq.）及びその施行規則（いずれも

改正後のものを含む。）を意味します。 

② 「個人情報」とは、直接的若しくは間接的に特定の個人若しくは世帯を識別し、関

連し、記述し、合理的に関連付けることが可能な、又は合理的に結びつけることが

可能な情報であって、当社が本サービス契約に基づく義務の履行に関連して処理

するものをいいます。なお、個人情報には、CCPAが規定する一切のデータ要素を

含みます。 

 

2 制約事項 

当社は、本サービス契約に基づく義務の履行に必要な範囲で、本サービス契約で規定さ

れた又は両当事者が書面で合意した事業目的（以下「本件目的」という。）に限って、個

人情報を取り扱うものとします。また、当社は、(a)個人情報を販売すること、(b)本件目

的以外の目的で個人情報を保持、使用又は開示すること、及び、(c) 本サービス契約者

と当社との間の直接的なビジネス関係以外の目的で個人情報を保持、使用又は開示する

ことを行いません。 

 

3 CCPAの遵守 

当社は、CCPAの定める義務（前項で定める義務を含むがこれに限定されない。）を理解

していること、CCPA及び本特則の定める義務を常に遵守すること、並びに本サービス

契約者が CCPA に基づく義務を遵守することができるように合理的に要求される一切

の支援及び協力を本サービス契約者に提供することを、表明し、保証し、誓約するもの

とします。また、当社は、本サービス契約者の要求に応じて、CCPAの改正に対応する

ために本特則を修正すること又は追加の契約を締結することについて本サービス契約

者に誠意をもって協力するものとします。 

 

4 削除要求 

当社は、本サービス契約者から要求に応じて、当社の保持する記録から個人情報を速や

かに削除するものとします。なお、当社は、CCPAにおいて認められている理由により

個人情報の削除要求に応じない場合、(i) 本サービス契約者に対して削除要求に応じな

い理由を速やかに通知し、(ii)本特則、本サービス契約、CCPA及び一切の適用される法

令に従って当該個人情報のプライバシー及び秘密性を継続的に確保するとともに、(iii)

削除要求を拒否する理由が失われたとき又は適用されなくなったときは、速やかに当該

個人情報を削除します。 

 

5 その他 

Exhibit 1 に明示的に規定されているものを除き、本サービス契約および本特則の規定

は変更されず、引き続き完全に有効であるものとします。また、Exhibit 1に記載されて

いない事項については、本サービス契約及び本特則が適用されるものとします。 
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