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本日のご説明内容

１．当社取り組み事項

２．利用者情報の取扱いについて

３．今後の取り組み
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当社取り組み事項
 プライバシー・データガバナンス実現に向け、当社は以下の施策を実践しています。

これまでの取り組み

企業姿勢の
明文化と表明

運用ルール策定
社内文化の醸成

体制の構築

お客様との
コミュニケーション

１

2

3

4

データ活用による社会貢献

• 「データ利用における基本指針」の策定・公表(20年1月～) ※次頁参照
 適切にデータを扱うための基本的な企業姿勢を明文化、公表

• 社内ルールおよび啓発・教育活動の強化(20年5月～)
 上記指針を浸透させるための社内マニュアルの策定
 各関連部門での担当者設置及び各部門独自研修の実施

• 「プライバシーポータル」の提供(20年1月開始、同年5月改修)
 プライバシーに係る説明事項やコントローラビリティ機能をポータル化

• コロナ禍における位置情報データの提供（20年5月～)
 プライバシーに配慮しつつ、人口動態等を分析・提供5

• 「データガバナンス室」の設置と社内フローの確立（20年4月～）
 社長直轄の組織として社内委員会及び専門部署を構築
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（参考）データ利用における基本指針

お客様体験の向上と
社会の持続的発展に貢献します

お客様第一に考えます

透明性の確保に努めます

プライバシー保護のための
体制を整備します

グループ・パートナー企業と協力し
最適な取り扱いを目指します

• お客様の大切なデータは、お客様体験価値の向上、お客様への有益な情報の提供、ならびに社
会の持続的発展のために活用します。

• お客様の人権、社会の利益を尊重し、お客様及び社会の不利益となる活用はいたしません。

• お客様ご自身の意思を尊重し、利用目的やデータの種類に応じ、同意取得や管理・設定する方
法等適切な仕組みを提供します。

• あわせてお客様の同意やデータのご提供状況が確認できる仕組みの提供に努めます。

• データを取得、利用にあたっては目的を明確にし、お客様にご説明することに努め、透明性を確保
します。

• ご説明に際しては、お客様にご理解をいただくこと第一に考え、わかりやすい表現をすることに努め、
お客様にご理解いただけない目的には利用いたしません。

• お客様のプライバシーを最大限配慮し、「プライバシーポリシー」に基づき関連法規等を遵守し、適
切な社内体制を整備します。

• お客様の大切なデータを守るため、「セキュリティポリシー」に定める通りセキュリティ体制を整備します。

• グループ企業やパートナー企業と連携し、お客様に最適な体験価値を提供することに努めます。
• グループ企業やパートナー企業とデータを提供する際には、匿名化や統計化の処理および予め同
意をいただく等、適切な管理を徹底します。

※https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy-portal/
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利用者情報の取扱いの状況、位置情報の取得・分析
お客様から直接ご提供いただく情報のほか、サービスをご利用いただくことに伴う情報等を取得しています。
位置情報については、アプリから取得するGPS情報のほか、基地局で取得する位置登録情報も取得しています。

お客様

①直接ご提供いただく情報

②サービスをご利用
いただくことに伴う情報

①直接ご提供いただく情報
契約情報（氏名・年齢・住所等）

②サービス利用に伴う情報
利用情報（閲覧履歴・決済履歴・購買履歴等）

主な取得情報 位置情報

①GPS情報
アプリ

②位置登録情報

基地局

①GPS情報
アプリ利用時に取得する位置情報

②位置登録情報
基地局にて取得する位置情報

お客様
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（参考）端末からの取得情報（au HOME）

ドアや窓の
開閉情報

人/動物の
検知情報

電気使用量情報

鍵開閉情報
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エリアの分析

来訪者の分析

商圏の分析

分析

取得情報の加工・分析・利用状況
お客様にご提供いただいた属性情報（性別・年齢・住所等）をターゲティングセグメントとして用いるほか、各サービスの
利用頻度や各種利用情報を分析し、お客様にとって最適な情報提供等やサービス改善のために活用しています。

同意いただいたお客様の位置情報に性別・年代等の属性情報を付与し、エリアの人口動態が分析できるサービスを
官公庁や自治体、その他民間企業に対し提供しています。

取得情報の加工・分析の主な事例 位置情報の活用の主な事例

最適な
情報提供

(弊社サービス
のレコメンド)

分析

分析画面
出力レポート

提供先

加工
変換 ブラウザでいつでも・どこでも

ミクロな解析・分析
道路単位の
歩行者データ

125mメッシュ
単位の来訪者

分布

クラウド型GIS
（地図情報システム）

地図
データ

店舗
データ

統計
データ

au位置
情報

保有データ

同意いただいた
お客様のみ

契約情報

<識別子>

お客様1人1人の
利用状況を識別子
単位で集約

サービスの
利用情報

利用状況の
分析、改善
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他社と連携したデータの活用状況
グループ会社とサービスの提供や各種特典・割引サービスの提供等のため情報の連携を行っています。

グループ会社との連携(一例)

グループ
会社

KDDIグループ

お客様

通信サービス
等

グループ会社
提供サービス

契約情報等

契約情報等

+
特典の付与

データ
連携の同意

＜具体例＞
•au回線ユーザ向けに住宅ローンの
金利を優遇
⇒au回線ユーザの情報を連携

(au PAYクレジットカード）

その他
auサービス等

•グループ会社サービスを含むサービス
の利用実績に応じて「ステージ」を
判定、ポイントがよりたまりやすく
⇒各サービスの利用実績を連携
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他社への第三者提供・連携とオプトアウト
お客様から第三者提供の同意を頂いた範囲内のデータ・利用目的で他社に対してデータ提供を行うこと
があります（第三者提供先に対しては、社間での契約により目的外利用を禁止）。
前頁のとおり、グループ会社とサービスの提供や各種特典・割引サービスの提供等のため情報の連携を
行っています（アカウント管理画面内でオプトアウト可能）。

オプトアウト画面

２．パーソナルデータの情報利用
（１）利用する情報
当社は、個人情報取扱共通規約に基づき、お客様による本サービスを含む当社
サービス等の申込、登録または利用時に取得
（２）利用目的
当社サービス等の提供、問い合わせ対応、分析、利用する情報の取得元サービス
内で行われる個々のお客様ごとに最適化された有益な情報配信（広告配信、広
告表示、クーポン進呈、アンケート配信等含む）、当社が提供するサービスをまた
がって行われる個々のお客様ごとに最適化された有益な情報配信

（３）第三者提供
当社は「（１）利用する情報」を当社のグループ企業、加盟店および協業企業、
官公庁、公共団体に提供します。

第三者提供に関する同意取得(例※)

※My au、スマートパスアプリ等当社提供主要サービスで表示
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プライバシーポリシー
各種ガイドライン等を踏まえ、利用する情報や目的、その他必要事項を弊社方針として記載した「プライ
バシーポリシー」を制定・公開しています。
また、アプリ毎に「アプリプライバシーポリシー」を制定し、アプリ特有の利用目的等を記載しています。

アプリプライバシーポリシー
（例： My auアプリ【iOS】）

KDDIプライバシーポリシー

※https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
※https://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-Myau-1.2.html
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透明性の確保
お客様のプライバシーに関わる情報を弊社HP上のプライバシーポータルに集約し、プライバシーポリシーや
各種利用規約の詳細はプライバシーポータルにてご説明しています。

プライバシーポータル
トップページ

KDDIコーポレートページ

auページ

リンク

リンク

※https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy-portal/
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お客様による情報のコントロール
プライバシーポータルからリンクする動線により、オプトアウト機能を提供し、お客様情報のマーケティング利
用やグループ会社への第三者提供についてのオプトアウトやメールマガジンの停止等の手続きが可能です。

プライバシーポータル プライバシー設定の変更画面 メルマガ等の停止

リンク

1 2

データ利用の同意・非同意の
設定変更が可能

メルマガ等の停止導線
を集約
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今後の取り組み

利用者にとって
わかりやすい
規約・同意の
あり方

データ
ガバナンスの
あり方

検討課題

• 規約・同意事項が多い
• 専門用語の多用で理解しづらい
 「わかりやすさ」と「網羅性」の両立

• 責任ある行動を徹底するには社内浸透・啓発
活動が必要不可欠
 社内データガバナンス実践および徹底

今後も「利用者へのわかりやすさ」「ガバナンスの徹底」等を実現するため、改善に取り組んで参ります。

• 規約体系の改善
• 規約・同意画面・
オプトアウト動線等
のUI/UX改善

• 事前影響評価の
実施（予定）

取り組み事項

• 情報に係る本人関与は一層重要な時代に
 最適なコントローラビリティの提供
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