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本日のご説明内容

主に利用者情報の取り扱いについて本日はご説明させて頂きます。

• どのような場面でどのような利用者情報、位置情報を取得しているか。
• アプリやサイト（ブラウザ）経由の位置情報を取得しているか。または、
今後取得を考えているか。

• センサー情報など、端末から取得している情報はあるか。

ヒアリング項目
（利用者情報の取扱いの状況、位置情報の取得・分析）

• 取得した情報をどのように加工・分析・利用しているか。
• 位置情報と、位置情報以外の情報（加入者情報など）を組み合わせた分
析・利用はしているか。

• 利用者情報の第三者提供はあるか、どのような形で第三者提供しているか。
• 広告ビジネスモデルに利用者情報をどのように活用しているか。
• 収集した利用者情報に基づいて、利用者をどのようにプロファイリング・
セグメント化しているか。

• 利用者情報、位置情報取得との関係で特に留意していることや、参照して
いるガイドライン等はあるか。（位置情報プライバシーレポート、SPI 
等）

取得情報や取得方法のご説明

情報の利用についてのご説明

各種ポリシーについてのご説明

ご説明内容
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回線サービス利用時の取得情報

回線サービス利用時には利用者情報と位置情報を取得しております。

回線サービス利用時
①利用者情報 ②位置情報

• 回線契約の申し込み時に、すべてのお客様から取得 • 十分な匿名化により加工した位置情報等の利用についてガ
イドラインに沿った取り扱いの詳細についてあらかじめ公
表。回線契約時にプライバシーポリシーの同意も取得

出所：当社Webサイト
（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/telecom/index.html）

出所：当社Webサイト
（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html）

＜当社Webサイト＞ ＜当社Webサイト＞

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/telecom/index.html
https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html
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利用者情報：同意取得
回線契約を行うすべてのお客様から、楽天及び当社に関するプライバシーポリシーへの
同意を取得しております

楽天のプライバシーポリシー
についての同意取得

楽天モバイルのプライバシーポリシー
についての同意取得

• 申し込みの最終確認時に楽天モバイルのプライバシー
ポリシーへの同意を取得

• 申し込みでは楽天IDでのログインが必要
• ログイン時に楽天のプライバシーポリシーへの同意を取得

出所：当社回線申込画面より抜粋 出所：当社回線申込画面より抜粋
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参考：電気通信事業における個人情報の取扱いについて

利用する個人情報等の項目 取得元
[1] お客様の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、職業、勤務先、メールアドレス等の情報 本人
[2] 本人確認書類に記載されている個人情報等 本人
[3] 商品・サービスの名称、お申し込み数量、お申し込み日、暗証番号等、お申し込み内容に関する情報 本人
[4] 振替預金口座、クレジットカード等、お支払い方法に関する情報 本人
[5] 通信履歴およびご利用明細に関する情報（※１） 本人によるサービス利用
[6] ご利用料金、お支払い状況、お支払日等のご請求、お支払いに関する情報 本人によるサービス利用
[7] お客様からのご紹介等により第三者から入手する個人情報等 第三者
[8] 住民票、登記簿謄本等、公的機関への照会時に入手する個人情報等 公的機関
[9] 官報、電話番号帳等により公表されている個人情報等 公表情報
[10] 位置情報（※２） 本人によるサービス利用
[11] お客様による当社Webサイトの閲覧・サービスの利用履歴 (購買履歴・キャリア決済サービスを利用した決済履
歴を含む) （※２）

本人によるサービス利用

[12] ご契約に関してお客様に付与する回線番号および通信機器に関する情報 本人によるサービス利用
[13] お問い合わせ内容と履歴に関する情報 本人によるサービス利用
[14] その他電気通信事業の提供に伴って取得する情報 本人によるサービス利用
[15] 当社サービスにおける「利用者登録制度」を利用した場合の利用者の氏名・生年月日 本人
[16] その他第三者から取得した情報 第三者

利用目的 利用する個人情報等
1.1.電気通信サービスの提供のため [1]-[16]
1.2.お問い合わせ等に適切に対応するため [1]-[8]、[10]-[16]
1.3.本人確認のため [1]、[2]、[12]
1.4.契約審査のため [1]-[7]、[10]-[16]
1.5.広告、宣伝、マーケティングのため [1]、[3]-[7]、[9]-[16]
1.6.サービスの改善と提供および新サービスの開発のため： [1]、[3]-[7]、[10]-[16]
1.7.当社による投資分析のため [1]、[3]-[6]、[10]-[16]
1.8.不正行為等の防止および対応のため [1]、[3]-[16]
1.9.商品、サービス、ネットワークの不具合の対応のため [1]、[3]-[7]、[10]-[16]

1.（※1）［５］に掲げる情報のうち、通信の秘密に関わる情報については、当社は、前述の業務に関して利用する場合にも、正当業務行為、正当防衛および緊急避難その他違法性阻却事由が認められる場合またはお客様の個別の
同意を取得した場合に限り利用するものとします。
2.（※2）通信履歴、位置情報、アプリの起動履歴、電話帳情報および写真動画その他の個人情報等については、お客様のプライバシーに配慮して、お客様から個別の同意を取得することがあります

出所：当社Webサイト（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/telecom/index.html）

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/telecom/index.html
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参考：十分な匿名化により加工した位置情報等の取扱いについて1/2

項目 位置情報

1. 用語の定義

「『十分な匿名化』により加工した位置情報の取扱いについて」(以下、「本ポリシー」といいます。) における用語の定義は、
次のとおりとします。
「十分な匿名化」：電気通信事業者が扱う位置情報について、通信の秘密およびプライバシーの保護と社会的活用とを両立す
るため、位置情報と個別の通信とを紐づけることができないように加工する方法として考案された仕組みのことをいいます。
位置情報：お客様が利用する通信端末の所持者の所在を表す場所を示す情報のことをいいます。携帯電話の基地局にかかる位
置情報、GPSによる位置情報、Wi-Fiアクセスポイントにかかる位置情報等があります。
付帯情報：当社が保有するお客様に関する情報で、位置情報と結合して利用する情報のことをいいます。
匿名化利用：位置情報および付帯情報を「十分な匿名化」を行って利用することをいいます。
匿名加工後データ：「十分な匿名化」により加工されたデータのことをいいます。
プライバシー影響評価：情報の取扱いによって生じるプライバシーに対する影響を、事前に識別、分析、評価、診断して、対
処する一連の活動をいいます。

2. 利用する位置情
報

お客様が利用する通信端末から、以下の位置情報 (通信の場所、日時、端末識別符号に限る）を取得します。なお、これには
通信の秘密に該当する位置情報が含まれる場合があります。

[位置情報の種類]
基地局位置情報
お客様が利用する通信端末が接続した基地局の緯度・経度等の情報およびその時刻

3. 位置情報の精度、
取得頻度、ID有効期
間

お客様が利用する通信端末の位置情報を以下のように取得します。
(1)精度 数100m
(2)取得頻度 通信・通話ごと
(3)ID有効期間(IDお客様の識別番号)

4. 付帯情報

以下の付帯情報を位置情報に結合したうえで、「十分な匿名化」による加工を行います。
[1] 性別
[2] 年齢
[3] 住所 (市区町村名)

出所：当社Webサイト（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html）

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html
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参考：十分な匿名化により加工した位置情報等の取扱いについて2/2

項目 位置情報

5. 利用目的

次の目的で、匿名加工後データを利用します。

[1]当社が提供するサービスの品質向上や、新商品、新サービスの企画、開発、提供
[2]当社が提供するサービスに関するマーケティング調査および分析
[3]当社および提携会社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内
[4]当社および提携会社の広告およびアンケートの配信および表示
[5]その他当社がお客様等に有益と判断した情報の提供

6. 加工の方法

以下の手法を組み合わせることにより、位置情報および付帯情報の「十分な匿名化」を行います。

利用する加工手法：
[1]項目削除：加工対象となる個人情報データベース等に含まれる個人情報の項目を削除するもの。例えば、年齢のデータをす
べての個人情報から削除すること。
[2]一般化：加工対象となる情報に含まれる記述等について、上位概念もしくは数値に置き換えること。例えば、「年齢 70 
歳」を「高齢者」に置き換えること。
[3]丸め(ラウンディング)：加工対象となるデータベースに含まれる数値に対して、四捨五入等して得られた数値に置き換える
こととするもの。

7. 第三者提供

「5. 利用目的」に定める目的を達成するため、匿名加工後データを楽天株式会社やその子会社および関連会社、ならびに業務
委託先を含めた第三者に提供することがあります。
当社は、これらの第三者が特定の個人を識別する目的で他の情報と照合すること等を防止するため、契約締結等の必要な措置
を講じます。

8. 保存期間 位置情報、付帯情報、および「十分な匿名化」の過程で生成される加工途中のデータは、3カ月のみ保存することとします。
匿名加工後データについては、特に保存期間の制限を設けません。

9. 情報管理体制

位置情報、付帯情報、「十分な匿名化」の過程で生成される加工途中のデータ、および匿名加工後データ、ならびに加工方法
に関する情報の管理について、専任の「情報管理責任者」を設置し、社内の管理体制を適切に構築し運用します。

また、加工方法および管理運用体制等についてプライバシー影響評価を行い、その結果を別途公表します。
出所：当社Webサイト（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html）

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/location/index.html
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位置情報：同意取得、利用
位置情報等を含む情報の利用については、申込時に個別明確にお客様から同意をいただいて
おります。同意をしないこと、および同意しているお客様も事後にオプトアウトが可能です。

出所：当社回線申込画面
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その他サービス利用時の取得情報
その他サービス利用時には個別のプライバシーポリシーを用意し利用開始時に同意を取得。
また、ユーザーが個別明確に許可している場合のみ、位置情報を取得しております。

その他サービス（Rakuten Link、my 楽天モバイル）利用時
利用者情報 位置情報

• アプリ等でGPS取得を許可されている場合に取得する• サービス単位、アプリ単位で個別のプライバシー
ポリシーを設け、利用開始時に同意を取得する

出所：当社Webサイト
（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/rakuten-link-app/index.html

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/my-rakuten-mobile-app/index.html）

＜当社Webサイト＞ ＜当社Webサイト＞

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/rakuten-link-app/index.html
https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/my-rakuten-mobile-app/index.html
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取得情報の利用目的

お客様への提供サービス・商品の開発・提案・改善等のために情報を利用しています。

出所：当社Webサイト（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/）

1 サービス・商品等の提供やそれに必要なお客様との
やりとりのため

2 お客様に最適なサービス・商品の提案やキャンペーン・
広告配信のため

3 商品、サービス、ネットワークの不具合への対応や
不正行為等の防止のため

4 サービスの改善や新サービスの開発のため

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/
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楽天グループへの提供
お客様への価値提供、及び有益なキャンペーンや広告等の配信のため、お客様から
プライバシーポリシーに同意をいただいたうえで、楽天グループへ情報を提供しております。

出所：当社Webサイト（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/）

＜回線申込画面＞

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/


15

位置情報と位置情報以外の情報を組み合わせた分析・利用状況

構成員限り
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各種ポリシーについてのご説明

以下ガイドラインを順守しております。

電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン

電気通信事業における「十分な匿名化」に
関するガイドライン

出所：https://www.soumu.go.jp/main_content/000507466.pdf 出所：https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/contents/law/3.html

https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/data/law/tokumeika_guideline.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000507466.pdf
https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/contents/law/3.html
https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/data/law/tokumeika_guideline.pdf
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プライバシーポリシーの表示
当社Webサイトのトップ画面「個人情報の取り扱いについて」から常時閲覧可能。
イラストを用いた全体の概要を設け、その下に階層的に個別の事業・アプリに応じた
プライバシーポリシーをまとめることで、お客様にわかりやすくするため工夫。

トップ画面

出所：当社Webサイト
（https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/policy/index.html）

楽天モバイル
によるお客様の
個人情報の

取扱いについて

●階層的な構成●イラストを用いた概要説明

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/policy/index.html
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