
                   

 
 

1 
 

グローバル・コーポレート・プライバシー・ポリシー 

最終更新日： 2020年 01月 01日 

本ポリシーについて 

S&P Global Inc.およびその関連会社（以下、総称してまたは個別に、適宜「S&P Global」、「当社」、「私た

ちは」、「私たちの」、「私たちを」という）は、お客様のプライバシーを尊重します。本グローバル・コーポレ

ート・プライバシー・ポリシーは、当社についての説明、当社がお客様の個人情報を収集・共有・使用する

方法、ならびにお客様がプライバシーに関するご自分の権利を行使する方法について記載しています。

本ポリシーは、当社ウェブサイト、アプリケーションおよびその他の商品・サービスを介して当社が行うお

客様とのやり取りに対して適用されるとともに、本ポリシーが表示されている、またはポリシーへのリンク

が記載されている場合にも適用されます。また、お客様は適用されるデータ保護法に基づき、個人情報に

関する特定の権利を有します。本ポリシーには、特定の法域に関する補足情報が含まれています。当社

ウェブサイト、アプリケーション、およびその他の商品・サービスからの、またはそれらへのリンクが張られ

ている第三者、ならびに当社が個人情報の提供を受けている第三者は、独自のプライバシー・ポリシーや

慣行を有している場合があります。第三者のプライバシー保護手順についての詳細は、各社のポリシー

をご参照ください。 

S&P Globalのビジネス 

S&P Globalは、世界中の資本市場およびコモディティ市場に透明で独立した格付け、ベンチマーク、アナ

リティクス、およびデータを提供する、世界有数のプロバイダーです。S&P Globalの事業部門には、S&P 

Global Ratings、S&P Global Market Intelligence、S&P Dow Jones Indices、および S&P Global Platts

が含まれます。S&P Globalに関する詳しい情報は、当社ウェブサイトの「当社について」のセクションをご

覧ください。 

S&P Globalが収集する個人情報の種類および理由 

当社がお客様から収集する、またはお客様に関して収集する情報（適用されるデータ保護法に基づき個

人情報とみなされるデータを含む）は、主に以下のように分類されます。 

1. お客様が当社に提供する情報 

当社では、お客様に連絡先情報、ユーザー認証情報、および雇用情報などの情報をご提供いただくよう

お願いしています。 

例えば、お客様がオンライン・フォームに記入して当社の商品・サービスを利用するための登録、もしくは

イベントへの参加登録を行う場合、お客様が当社にご自身の名刺を提供する場合、またはお客様が当社

https://www.spglobal.com/en/who-we-are/
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からの情報提供を依頼する場合があります。当社がお客様に提供を依頼する情報およびその理由は、

以下の通りです。 

個人情報の種類 収集する理由 

請求情報。 当社とお客様とのアカウントを維持するため。 

氏名、電話番号、電子メールアドレス、郵便

番号等の連絡先情報。 

  

当社のカンファレンスやウェビナーに関する詳

細など、お客様からの連絡事項やお問い合わ

せに対応するため。 

お客様またはお客様の雇用主から依頼された

商品・サービスの提供に必要な情報を収集す

るため。 

当社の商品・サービス、またはご出席いただい

たイベントに関するお客様のフィードバックを得

るため（当社または当社の代理人がお客様に

顧客満足度調査を送付した場合など）。 

氏名、電子メールアドレス、プロフィールの作

成時にお客様が当社に提供する個人情報等

のユーザー認証情報。 

お客様のユーザーアカウントを設定し、維持す

るため。 

当社の契約条件の遵守状況をモニタリングし、

遵守を徹底するため。 

役職、職種、序列、部署、およびお客様の会

社の所在地等の労使関連情報。 

お客様の個人ユーザーアカウントが、S&P 

Globalの一法人顧客のアカウント（お客様の

雇用主のコーポレートアカウントなど）に含まれ

ている場合、かかる個人アカウントを管理する

ため。 

どのような電子メールやニュースレターを受

信したいか、または興味のある市場、業界、

カンファレンスなど、お客様の嗜好や関心

事。 

当社の全事業部門の商品・サービスの中から

お客様が関心を示すと思われるものに関する

情報を、お客様用にカスタマイズしてお届けす

るため。 

社会保険番号、クレジットカード番号、および

個人の財政データ（具体的な給与額、住宅ロ

場合により、当社の法人顧客（ストラクチャー

ド・ファイナンスの発行体など）またはお客様
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ーン内容、純資産額、個人の金融資産一覧

情報等）。当社はこの種の個人データを「顧

客財政データ」と呼びます。 

は、当社が統計分析をお届けするため、また

は商品・サービスを提供する際に当社が使用

するために、顧客財政データを当社に提供す

る場合があります。顧客財政データを、これら

以外の目的で使用すること、または公開を目

的として第三者に貸し出すこと、もしくは第三者

に開示することはありません。 

 

2. 当社が自動的に収集する情報 

当社は、お客様の機器から自動的に特定の情報を収集する場合があります。これには、お客様による当

社のウェブサイト、アプリケーション、およびその他の商品・サービスのご利用状況に関する情報が含ま

れます。  

当社が自動的に収集する情報には、お客様のログイン情報や、IPまたはMACアドレス、機器の種類・

型・オペレーティングシステム、モバイル通信ネットワーク、インターネットサービスプロバイダー、個別の

機器識別番号、広告 ID、ブラウザタイプや言語、位置情報（例：国または市単位の位置や時間帯）、その

他の技術的情報が含まれます。当社は、お客様の機器が当社ウェブサイト、アプリケーション、およびそ

の他の商品・サービスとやり取りした状況（アクセスしたページ、画面、商品やクリックしたリンク等）に関す

るクリックストリーム情報を収集します。 

このような情報を収集することにより、当社ウェブサイトの訪問者や、当社のアプリケーションおよび商品・

サービスのユーザーについて、どのページを訪問したか（事前、事後）、どのコンテンツに関心を示したか

を理解することができます。当社は、自動的に収集されたこのような情報を以下の目的で使用します。 

- 分析目的。 

- 当社のウェブサイト、アプリケーション、その他の商品・サービスの品質およびユーザーへの関連性を向

上させるため。 

- 当社のウェブサイト、アプリケーション、その他の商品・サービスを開発・更新するため。 

- 顧客サービスのため。（当社の商品に関する顧客研修の必要性の評価など） 

- S&P Globalの法人アカウントに属する個人ユーザーによる当社の商品・サービスのご利用状況に関し

て、法人顧客からのご依頼に応えるため。（このような情報は、集約された形式でお客様に提供される場

合があり、またお客様はかかる情報の申請を法律によって義務付けられる場合があります） 
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- お客様が関心を示す、あるいはお客様にとって価値があると思われる当社の商品・サービスに関する情

報を、お客様用にカスタマイズして提供するため。また、適用法により義務付けられる場合、お客様の承

諾を得て、マーケティングおよび販促関連のメールを送信するため。 

- 場合によって、セキュリティ問題に関連する、または関連しない当社の商品・サービスの不正使用もしく

は無許可の販売を特定するため。 

- 該当する場合、当社のお客様と合意した価格設定の見直しまたは更新のため。 

- 当社または他者（当社のコンテンツプロバイダー等）が提供したサービスに対して請求できるようにする

請求目的。 

この情報には、クッキーや類似の追跡技術を使用して収集されるものがあります。「クッキーおよび類似

の追跡技術」をご覧ください。 

3. 当社が他の情報源から入手する情報 

当社は、お客様に関する情報をその他の情報源（お客様が S&P Globalの購読対象商品・サービスを利

用する場合は、お客様の雇用主またはビジネスパートナー等）から入手する場合があります。お客様がユ

ーザーとして登録されている場合は、かかる第三者がお客様の承諾を得ていること、またはお客様の個

人情報を当社に開示することが法律的に認められる、もしくは義務付けられていることを確認するよう努

めます。 

当社がお客様の雇用主から収集する情報には（お客様がご自身の雇用主の法人購読において S&P 

Globalの商品・サービスを利用する場合）、お客様の連絡先情報や雇用関連情報が含まれます。 

当社は、適用法により認められる範囲において、マーケティングベンダー、調査サービス、ソーシャルメデ

ィア、当社または他社が開催するカンファレンスやその他のイベント、その他の情報源等、その他第三者

から個人情報を収集します。当社はこのような情報を、当社の商品・サービスをお客様に販売するために

使用するほか、当社の記録の維持・訂正およびデータフィールドの追加といった目的や、お客様への商

品・サービスの販売や提供の促進に使用します。 

当社は、当社の一部商品に関するコンテンツ収集プロセスの一環として個人情報を収集します。当社は

この情報を、当社の一部商品内で表示することを目的として、第三者コンテンツプロバイダー、公的登録、

ウェブサイトを含む、様々な情報源から入手します。詳細については、「S&P Globalが商品内で個人情報

を使用する方法」をご参照ください。 

当社は、個人情報の収集時点でお客様に説明したその他の目的のためにお客様の個人情報を使用する

場合があります。また、適用されるデータ保護法で認められる場合、お客様に開示した目的に準拠するそ
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の他の目的（公共の利益のためのアーカイブ、学術的研究または歴史的調査、統計上の目的等）で、お

客様の個人情報を使用する場合があります。 

4. 当社のモバイルアプリを通して収集されるその他の個人情報 

お客様が当社のモバイルアプリの一つをダウンロード、アクセス、または使用する場合、当社が収集する

情報は、お客様がお使いの機器や、アプリおよびオペレーティングシステムの権限設定によって異なりま

す。お客様に当社アプリの機能を提供するには、かかるアプリがお客様のモバイル機器上にある様々な

機能やデータにアクセスする必要があります。 

お客様の同意が得られた場合、当社アプリの一部は、お客様のモバイル機器の正確な位置情報を収集

します。一部のアプリでは、お客様や他者に関する次のような個人情報を収集する場合もあります。 

お客様のカレンダー情報 

お客様の連絡先および通話情報 

お客様のモバイル機器上のアカウントおよびその他のアプリ 

写真（日付、時間、場所、コンテンツを含む） 

メディアファイル、メタデータ、その他保存されている情報 

 

当社は、アプリのログ情報や使用に関する統計情報を自動的に収集します。例えば、アプリを起動した時

間を記録することにより、どのアプリが、いつ、どのように使用されるかを監視することが可能となります。

また、アプリが作動しなくなった場合、モバイル機器の受信状態などの「クラッシュデータ」を記録し、原因

の特定や解決に役立てます。 

当社のモバイルアプリによって収集される特定の情報に関する詳細については、お客様の機器設定をご

確認いただくか、またはGoogle Playなど、お客様がモバイルアプリのダウンロードに利用したプラットフ

ォームをご確認ください。当社のアプリを介した全情報の収集を停止するには、かかるアプリをアンインス

トールしてください。 

Apple社の App StoreやGoogle Play（以下、「アプリプラットフォーム」）からモバイルアプリをダウンロ

ードする場合は、お客様は以下の点を認め、合意したものとします。 

● S&P Globalとアプリプラットフォーム間同様、S&P Globalはかかるアプリに対する全責任を負

う。 

● アプリプラットフォームは、かかるアプリケーションに関連するいかなる保守およびサポートサー

ビスも提供する義務を負わない。 

● 適用される保証の対象となる不具合が当社のモバイルアプリに発生した場合、（i）アプリプラッ

トフォームに通知し、アプリプラットフォームがかかるアプリの購入価格をお客様に返金する場

合がある（該当する場合）。（ii）適用法により認められる上限において、アプリプラットフォーム

は、アプリに関するいかなるその他の保証義務も負わない。また、（iii）保証の対象となる不具

合に起因する請求、損失、責務、損害、コストや費用はすべて、S&P Global とアプリプラットフ

ォーム間同様、S&P Globalの責任となる。 

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en-GB
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● アプリプラットフォームは、お客様がアプリに関連して抱えている、またはアプリの所持や使用

に関連して抱えている、いかなる請求についても、これに対処する責任を有しない。 

● アプリケーションが他者の知的財産権を侵害していると第三者が主張した場合、S&P Globalと

アプリプラットフォーム間同様、S&P Global は、利用規約により義務付けられている範囲にお

いて、かかる知的財産権侵害の主張に関する調査、抗弁、和解、免責に責任を負う。 

● アプリプラットフォームおよびその子会社は、当社の利用規約における第三者受益者である。

これは、利用規約が、お客様がアプリを使用する際の許諾に関係するためである。お客様が当

社の利用規約上の条件を承認すると、アプリプラットフォームは、当該規約の第三者受益者と

して、お客様によるアプリ使用許諾に関連する利用規約をお客様に対して施行する権利を有し

ます（および、かかる権利を承諾するものとみなされます）。 

● アプリケーションを使用する場合、お客様はすべての適用される第三者条項を遵守しなければ

なりません。 

 

S&P Globalがお客様の個人情報を使用および共有する方法 

当社は、以下の分類の受領者にお客様の個人情報を開示する場合があります。  

当社のグループ企業、サービスプロバイダー、商品コンテンツプロバイダー、およびビジネスパートナー 

当社は、本ポリシーに定める目的、またはお客様の個人情報を収集する際にお客様に通知する目的と一

致する目的で、適切な契約の下、個人情報を処理する当社グループ企業、S&P Globalの事業部門、サ

ービスプロバイダー、およびビジネスパートナーに個人情報を提供します。例えば、S&P Globalの事業

部門内、および当社のウェビナーやカンファレンスのパートナーと、お客様の連絡先情報や出席者リスト

を共有する場合があります。当社の現在のグループ企業一覧はこちらから、当社のサービスプロバイダ

ー、コンテンツプロバイダーおよびビジネスパートナー一覧はこちらから入手できます。  

お客様の雇用主 

当社は、お客様の雇用主に対し、当社と当該雇用主との間の契約を履行する目的、当該雇用主に潜在

的なグループ研修の必要性を連絡する目的、当該雇用主に特定の分類のユーザーによる商品・サービ

スの利用状況を連絡する目的、および価格設定上の目的で、個人情報を提供します。 

管轄権を有する法執行機関、規制当局、政府機関、裁判所、またはその他の第三者 

当社は、(i) 適用される法または規制を理由として、(ii) 当社の法的権利を行使・設定・防御するため、また

は (iii) お客様もしくはその他の人物の重要な利益を守るために開示が必要と判断する場合、管轄権を有

する法執行機関、規制当局、政府機関、裁判所、またはその他の第三者に個人情報を提供します。 

潜在的購入者 

当社は、当社の事業の一環として提案している買受、合併、または買収に関連して、潜在的購入者（なら

びに、かかる潜在的購入者または当社の代理人およびアドバイザー）に個人情報を提供します。当社は

https://www.spglobal.com/_media/documents/SP-Global-Incs-Group-Companies.pdf
https://www.spglobal.com/_media/documents/Third-Party-Services-and-Content-Provider-Categories.pdf
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かかる購入者に対し、お客様の個人情報の使用は本ポリシーで開示されている目的に限定される旨を伝

えます。 

その他の人物または企業 

お客様がメッセージボード、チャット領域、ソーシャルメディアのページ、または他のユーザー宛てに送信

したダイレクトメッセージ上で開示した個人情報は、当社の承諾や管理を受けることなく、第三者によって

収集・使用される場合があります。個人情報を一般に開示する場合は、注意することをお勧めします。 

個人情報処理の法的根拠 

上述の個人情報を収集・使用する当社の法的根拠は、対象となる個人情報、当社がそれらの情報を収

集する状況、および適用される法規制に応じて異なります。  

一般的に、当社がお客様から個人情報を収集するのは、お客様から個人情報を収集する承諾を得てい

る場合であって、お客様との契約を履行するために（お客様が当社商品の一つを購読する等）個人情報

が必要な場合、または、EEAなど一部の法域において、このような処理が当社の正当な利益であり、お

客様のデータ保護の利益もしくは基本的権利および自由により無効とされない場合、またはこのような処

理が適用法に準拠している場合です。状況によって、当社はお客様から個人情報を収集することを法的

に義務付けられる場合があります。 

当社は、法的要件を遵守するため、またはお客様との契約を履行するために個人情報の提供をお客様

にお願いする場合、お客様による個人情報の提供が義務付けられているかどうか、およびお客様が個人

情報を提供しない場合に考えられる影響についてご連絡します。  

一般的に、当社（または第三者）の正当な利益を根拠に当社がお客様の個人情報を収集・使用する場

合、かかる利益とは、当社の商品・サービスをお客様に提供するためのものであり、当社の正当な商業的

利益（例えば、お客様からのお問い合わせへの回答、当社の商品・サービスの改善、商品の機能または

新商品のお知らせ、商品のメンテナンスに関する通知、マーケティング活動の実施）のためのものです。   

当社の別の事業部門および関連会社からの商品またはサービスについて、当社がお客様にマーケティ

ングや販促目的の電子メールを送信する際は、適用法により義務付けられる場合、お客様の承諾に基づ

いて行います。 

S&P Globalによるクッキーおよび類似の追跡技術の使用方法 

当社は、クッキーおよび類似の追跡技術（以下、総称して「クッキー」）を使用して、お客様に関する個人情

報を収集・使用し、関心・興味に基づく広告をお届けします。詳しくは、クッキーに関する通知をご参照くだ

さい。 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-japanese


                   

 
 

8 
 

当社は、Google Analyticsを使用して、訪問者による当社ウェブサイトの利用状況を把握しています。

Googleが当社ウェブサイトを通じて収集したデータをどのように使用しているかについての詳細は、

https://policies.google.com/technologies/partner-sitesをご参照ください。現在利用可能なGoogle 

Analyticsのオプトアウトについては、https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/をご参照ください。 

S&P Globalによる個人情報の安全性確保の方法 

当社は、お客様の個人情報処理に伴うリスクに適した水準のセキュリティを提供するよう考案された適切

な技術的および組織的措置を講じることにより、処理する個人情報を保護しています。  

S&P Globalによるデータの海外転送の方法 

お客様の個人情報は、お客様の居住国以外の国に転送され、処理される場合があります。このような異

なる法域では、お客様の居住国の法律とは異なるデータ保護法を適用している場合があります（また、同

等の保護水準ではない場合もあります）。 

当社のサーバーは、当社がデータを収集する法域外の国に設置されている場合があります。これに該当

する国は、米国、カナダ、英国、アイルランド、ドイツ、オランダ、シンガポール等です。お客様の個人情報

を収集する場合、当社はこの情報を当社が事業を行ういずれかの国に転送したり、それらの国において

処理を行う場合があります。 

当社が個人情報を共有する可能性のある当社のグループ会社、サービスプロバイダー、商品コンテンツ

プロバイダーおよびビジネスパートナーは、世界中の様々な法域に所在し、個人情報を転送しています。 

当社は、本ポリシーに基づいてお客様の個人情報を確実に保護するよう、適切な安全対策を講じていま

す。これらの対策には、当社のグループ会社間での個人情報の転送に適用される欧州委員会の標準契

約条項の履行が含まれます。これにより、当社のすべてのグループ会社は、EEAから取得する個人情報

を欧州連合のデータ保護法に基づいて保護することを義務付けられています。当社の標準契約条項のコ

ピーをご希望される場合は、当社までご連絡ください。 

S&P Globalによる個人情報の保存期間 

当社は、進行中の合法的な事業において必要な場合（例えば、当社の情報ガバナンス手順で定める通り

にお客様が希望する商品・サービスを提供するため、あるいは適用される法律上、税務上、会計上の要

件を遵守するため）、お客様から収集する個人情報を保存します。  

進行中の合法的な事業においてお客様の個人情報を処理する必要がなくなった場合、当社は、当社の

情報ガバナンス手順に従い、お客様の個人情報を削除または匿名化します。これが不可能な場合は、お

客様の個人データを安全に保存し、削除が可能になるまで追加の処理が行われないよう隔離します。 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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当社がお客様の個人情報を処理する期間に関する詳細については、当社までお問い合わせください。 

データ保護に関するお客様の権利 

お客様は、適用されるデータ保護法の下、ご自身の個人情報にアクセスする権利、これを修正・更新する

権利、その削除を要請する権利、当社に提供した承諾を取り消す権利を有します。 

以下のデータ保護権利があります。 

- ご自身の個人情報にアクセスする権利、これを修正・更新する権利、その削除を要請する権利、および

移植可能な形式でかかる個人情報のコピーを要求する権利。 

- 次の場合にご自身の個人情報の処理を拒否する権利：かかる処理を正当化する正当な利益を享受して

いる場合、直接的なマーケティング目的で個人情報を使用している場合、学術的研究もしくは歴史的調査

目的、または統計上の目的のために情報を使用している場合。 

- お客様に関する当社記録の精度に異議を唱える場合、または処理を拒否する場合などの状況下にお

いて、個人情報の処理を制限する権利。 

- 当社がお客様に随時送信するマーケティングおよび販促メールをオプトアウトする権利。お客様は、当

社がお客様に送信するマーケティングメールに記載された「配信停止」もしくは「オプトアウト」のリンクをク

リックする、以下に記載する S&P Globalの事業部門別の連絡先情報を使用する、または以下のリンクを

クリックして各事業部門のプリファレンスセンターにアクセスすることにより、この権利を行使することがで

きます。 

* S&P Global Market Intelligence preference centerへのリンク 

* S&P Dow Jones Indices preference centerへのリンク 

* S&P Global Ratings preference centerへのリンク 

* S&P Global Platts preference center へのリンク 

- 当社がお客様の承諾を得て個人情報を収集・処理する場合でも、お客様はいつでも承諾を取り消すこと

ができます。お客様が承諾を取り消した場合でも、取り消し前に当社が行った処理の合法性に影響はあ

りません。また、お客様の承諾以外の法的根拠に依拠して行ったお客様の個人情報の処理にも影響は

及びません。 

- 当社によるお客様の個人情報の収集・使用について、データ保護当局に苦情を申し出る権利。詳細に

ついては、お客様を担当する現地のデータ保護当局にお問い合わせください。（EEAおよびスイスのデー

タ保護当局の連絡先情報はこちらでご確認できます。） 

https://pages.marketintelligence.spglobal.com/SPGMI-Email-Subscription-Center.html
https://pages.marketintelligence.spglobal.com/SPGMI-Email-Subscription-Center.html
https://go.spdji.com/SignUp.html
https://go.spdji.com/SignUp.html
https://www.spratings.com/en_US/preferences
https://www.spglobal.com/platts/en#login
https://www.spglobal.com/en/global-dpa-contacts
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当社は、適用されるデータ保護法に準拠して、いかなる場合においても 30日以内に、データ保護の権利

行使を希望する、または懸念を表明されるお客様からのすべてのご依頼に対応します。 

S&P Globalが商品内で個人情報を使用する方法 

当社の商品の一部には、企業の取締役、役員、管理職、受託者、または大株主に関する個人情報が含

まれます。S&P Globalは、かかるデータを公開されているデータや、その他の情報源から入手します。 

当社の商品には、会社連絡先情報、職歴情報、業務データ、報酬内容、学歴データ、株式保有情報、写

真（お客様が写真を公開している場合）が含まれます。 

当社の商品に含まれる情報は、特定の組織の役員や株主、一見すると関連性のない企業間で共通の株

主や役員を識別することを目的とした参考情報です。このような情報は、この目的において当社のお客様

に提供されます。お客様は契約によって適用されるデータ保護法への準拠が義務付けられ、個人情報の

使用はかかるお客様と S&P Globalとの間の契約により制約を受けます。S&P Globalのお客様は世界

各地に所在しており、これにはお客様の所在国のデータ保護法よりも保護水準が低い法律を適用してい

る国も含まれます。 

S&P Globalは、自社商品に含まれる個人情報を、当社のグループ企業や S&P Globalにコンテンツを提

供する当事者と共有する場合があります。S&P Globalは、S&P Globalの商品・サービスを自社の顧客

に提供するための正当な商業的利益の範囲内である、上述の目的以外でお客様の個人情報を使用しま

せん。 

S&P Globalは、正確性を期して、自社商品内の情報を定期的に更新します。S&P Globalは、古くなっ

た、または不正確なデータを自社システムから削除します。また、個人情報の収集・使用・保存に関する

データガバナンス基準を運用しています。   

ネバダ州の居住者は、ご自身に関する情報の一部を他社に販売する、またはライセンス供与する第三者

に販売することからオプトアウトする権利を有します。お客様がネバダ州の居住者であり、このような依頼

をご希望の場合は、privacy@spglobal.comまで電子メールにてご連絡ください。 

コーポレート・プライバシー・ポリシーの更新 

当社は、本ポリシーを随時見直し、更新します。見直しや更新を行う際は、本ポリシー上にバージョン日付

を記載し、更新版を掲示します。 
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当社へのご連絡方法 

当社によるお客様の個人情報の使用についてご質問やご懸念がございましたら、当社のチーフ･プライバ

シー・オフィサーおよびデータ・プロテクション・オフィサー宛てに電子メール（privacy@spglobal.com）で、

または郵便（55 Water Street, New York, NY 10041）でご連絡ください。 

個人情報申請フォームを使用して、当社に連絡するか、お客様の権利を行使することが可能です。  

お客様の個人情報の管理者が EEA外に所在する場合、各事業部門の EEA外管理者の欧州連合代表

の詳細を以下に示します。  

 

S&P Global Ratings 

S&P Global Ratings Europe Limited 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Ireland 

RatingsGDPR@spglobal.com  

 
S&P Global Market Intelligence 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
London 
E14 5LH 
MIPrivacyOfficer@spglobal.com  
 

 

S&P Dow Jones Indices  

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

spdjiGDPR@spglobal.com  

 

S&P Global Platts 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com  

 

日本 

この日本向け補足情報（以下、「日本補足情報」という）は、S&P Global Ratings Japan Inc.、S&P Global 

SF Japan Inc.、および Standard & Poor’s International LLCの日本支社（以下、総称して「S&P Global 

Japan」）による、日本における個人情報処理に関連して適用されるもので、本ポリシーを補足するもので

す。日本補足情報と本ポリシーの他の部分との間に矛盾がある場合、日本補足情報を優先するものとし

ます。 

S&P Global Japanは、適用される日本のデータ保護法規制に準拠し、本ポリシーで定められていない目

的のために個人情報を使用することはありません。お客様からの請求に対応する手順は、本ポリシーに

定められています。 

S&P Globalグループ内での個人情報の使用 

mailto:privacy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form
mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MIPrivacyOfficer@spglobal.com
mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
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S&P Global Japanは、個人情報を S&P Global内の他企業と共用します。これらの企業は、当社の

商品・サービスに関する情報をお客様に提供する、特定のマーケット調査を実施する、またはお客様に

連絡する場合に、かかる情報を利用することがあります。このような情報には、以下が含まれます：住

所、氏名、会社名、部署名、職位、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、請求情報、人事異

動歴、職歴、S&P Global Japanとの就職面接に関する記録、お客様の関心がある分野など。 

当社のグループ企業の一覧は、こちらで入手できます。 

S&P Global Ratings Japan Inc、S&P Global SF Japan Inc.に提供された、また S&P Global Ratings 

Japan Inc.および S&P Global SF Japan Inc.によって S&P Globalグループ内の他社に共有された、匿

名加工情報 

S&P Global Ratings Japan Inc.と S&P Global SF Japan Inc.は、ストラクチャード・ファイナンス業務に関

連し、S&P Global内の他社と匿名加工情報を継続的に共有します。かかる他社と共有される匿名加工

情報に含まれる「個人に関連する情報項目」、およびこのような項目の「共有方法」については、以下に定

められています。 

「S&P Globalグループ内の他社と共有する、個人に関連する情報項目」： 

• 債務者および連帯保証人に関する情報（債権者によって割り当てられた債務者コード、年齢に関

連する情報、性別、住所関連情報、職業関連情報、年収、預金残高など） 

• 個人の債務者に関する融資情報（種類、実行額、融資期間、物件所在地や評価額に関連する情

報） 

「匿名加工情報を共有する方法」： 

• 権限を有する S&P Globalグループの社員のみがアクセスできるサーバーにアップロードする、

または電子メールで当該サーバーに送信する 

当社によるお客様の個人情報の使用についてご質問やご懸念がございましたら、当社のチーフ・プライバ

シー・オフィサー宛てに電子メール（privacy@spglobal.comもしくは Japanprivacy@spglobal.com）で、

または郵便（〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 28階 電話: 03-4550-8000 

(代表)）でご連絡ください。 

カリフォルニア州補足情報 

この米国カリフォルニア州補足情報（「カリフォルニア州補足情報」）は、カリフォル

ニア州消費者プライバシー法（「CCPA」）の定めに応じて、S&P Globalによる米国

カリフォルニア州居住者の個人情報の処理に適用されるものであり、本ポリシーを補足

するものです。カリフォルニア州補足情報と本ポリシーの他の部分との間に矛盾がある

場合、カリフォルニア州補足情報を優先するものとします。 

https://www.spglobal.com/_Assets/documents/Privacy-Policy-Updated-10K-list-June-24-2019.pdf
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当社が収集する特定の情報は、公開情報（政府機関により公開される情報）とみなされる、またはグラ

ム・リーチ・ブライリー法、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律、公正信用報告法などの連

邦プライバシー法の対象となるという理由から、CCPAの適用対象外となる場合があります。 

情報へのアクセス権 

お客様は、自身に関して収集された情報およびその情報源に関する情報、当社による情報収

集の目的、ならびに当社が情報を共有する第三者およびサービスプロバイダーについて、情

報にアクセスすることを要請する権利を有します。当社では、当社顧客の個人情報を保護する

ため、お客様の要請に応じる前にお客様の身元確認が義務付けられています。 

情報の削除を要請する権利 

お客様は、特定の状況において、当社がお客様から直接収集したいかなる個人情報の削除を

要請する権利を有します。当社では、当社顧客の個人情報を保護するため、お客様の要請に

応じる前にお客様の身元確認が義務付けられています。法律の定めにより、お客様の要請に

応じる必要がない場合や、お客様のご期待よりも限定的な対応となる場合があります。そのよ

うな場合には、当社の対応についてお客様にご説明します。 

金銭的なインセンティブの対象となるデータ共有への参加に関する情報に対する権利 

当社は、金銭的なインセンティブの提供に関連して個人情報を収集する場合、事前にお客様

の同意を求めます。 

第三者への個人情報販売からオプトアウトする権利 

お客様は、当社による第三者への個人情報の販売からオプトアウトする権利を有します。お客

様のオプトアウト権は、当社に代わって業務を行う委託先サービスプロバイダーとの個人情報

の共有には適用されないことにご注意ください。なお、当該サービスプロバイダーは、かかる業

務にのみ個人情報を使用する契約上の義務を負います。 

「Shine the Light」法 

また、カリフォルニア州居住者は、前年中にダイレクトマーケティングで用いるために、当社か

ら特定の種類の個人情報の開示を受けた第三者に関する情報を要請する権利を有します。 

要請の方法 

権利行使は次の方法で要請することが可能です。 

(1) アクセス権および削除権については、情報申請フォームに記入してください。 

(2) オプトアウト権については、「個人情報の販売差し止め」をご覧ください。 

(3) 1-855-529-1761までお電話ください。 

 

https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-japanese
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-jp
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当社が収集する個人情報、その情報源、当社が情報を収集する目的、外部への情報開示の

有無など、当社のデータ収集慣行については、以下に記載されています。当社は、制限事項

が記載されている場合を除き、本ポリシーに記載されている任意の目的に対して、すべてのい

かなる情報も使用することができます。当社が情報の説明に用いている分類は、CCPAに規定

されている分類に準拠しています。 

• 個人識別情報： 

o 当社は、お客様がアカウントを作成した時点、お客様用アカウントが作成され

た時点、または取引が完了した時点で、お客様の氏名、電話番号、電子メール

アドレス、および連絡先住所を収集します。お客様がアカウントを作成する際に

は、ユーザー名の設定も要求され、また当社により、1つ以上の一意の IDがお

客様のプロフィールに割り当てられます。 

o 当社製品の購入や有料イベントへの登録時には、支払情報と請求情報をご提

供いただきます。 

o 当社は、統計分析の報告、または製品やサービスの提供に使用することを目

的として、お客様やストラクチャード・ファイナンスの発行体などの法人顧客か

ら、社会保障番号、クレジットカード番号、および個人の財政データを収集しま

す。これらのデータを、他の目的で使用すること、貸し出すこと、または公開を

目的として第三者に提供することはありません。 

o 当社がお客様の運転免許証番号やパスポート番号を収集することはありませ

ん。 

o 当社がお客様の医療情報や健康情報を収集することはありません。 

o 当社はお客様の IPアドレスを自動的に収集します。 

o 当社はお客様のデバイス IDを自動的に収集します。 

o ソーシャルメディアのプロフィールなど一般に利用可能な手段を通じてお客様

が自身の写真を公開している場合、当社はかかる写真を収集します。 

• 保護される区分：当社はお客様の年齢と性別を収集します。 

• 取引情報：当社とお客様の間で取引が行われる場合、当社では、購入または検討され

た商品やサービス、および購入または消費に関する履歴や傾向を記録します。 

• 生体認証情報：当社がお客様の生理的特性、生物学的特性、または行動特性に関す

る情報を収集することはありません。 

• インターネット、またはその他電子ネットワークの利用に関する情報：お客様によって当

社のウェブサイトやサービスが利用された場合、お客様の閲覧履歴、検索履歴、およ

び製品ポータル、ウェブサイト、アプリケーション、または広告の利用に関する情報が

自動的に収集されます。 

• 測位情報：前述のとおり、当社はお客様の IPアドレスを自動的に収集します。収集さ

れた IPアドレスに基づき、お客様の大まかな位置を特定できる場合があります。また、

一部の当社モバイルアプリケーションでは、お客様の正確な位置（GPS座標など）も収

集されますが、モバイル機器の設定で位置追跡を無効にすることができます。 

• 音声、電子機器、視覚、温度、嗅覚に関する情報、またはその他の類似情報：当社で

は、お客様から電話でお問い合わせを受けた場合、その通話内容を録音する場合が

あります。通話内容が録音される場合には、通話の開始時にお知らせします。当社は
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お客様の画像を収集する場合があります。当社が温度、嗅覚に関する情報やその他

の類似情報を収集することはありません。 

• 職業または雇用に関する情報：当社は、お客様の現在の雇用主、役職、および職歴に

関するその他の情報を収集します。 

• 学歴情報：当社は、お客様が在籍した教育機関や修了した教育課程に関する情報を

収集します。 

• 消費者志向や特性を反映した、消費者プロフィールを作成するための推論：当社では、

一連のコンピュータープロセスを通じて、お客様の志向やその予測について分析する

場合があります。また、当社の所見をお客様の内部プロフィールに追加する場合があ

ります。 

 

当社では、業務で利用するために、これらの情報を当社が委託する外部のサービスプロバイ

ダーと共有する場合があります。なお、この場合、委託内容に無関係な目的での個人情報の

使用は制限されます。当社が情報を共有するサービスプロバイダーの種類とサービスプロバイ

ダーが提供するサービスについては、こちらをご覧ください。 

CCPA は、カリフォルニア州の居住者に対し、第三者への個人情報の「販売」に関して一定の

権利を認めています。CCPA において、個人情報の「販売」とは、例えば当社の契約が外部の

当事者による個人情報の目的外使用を制限していない場合などに、金銭その他の利益と引き

換えに個人情報を外部の当事者に開示することを意味します。当社では、次の限られた状況

において、情報を「販売」する場合があります。 

• 個人識別情報： 

o 当社製品には連絡先情報が表示されており、当社の契約者およびビジネスパ

ートナーの契約者は、その閲覧が可能です。当社は、連絡先情報（参加者リス

トなど）をウェビナーパートナーやカンファレンスパートナーに開示します。 

o 当社は、必要に応じて、連絡先情報を治安当局に提供します。 

o 当社は、IPアドレスとデバイス IDを広告パートナーに提供します。 

o 当社製品には写真が表示されており、当社の契約者およびビジネスパートナ

ーの契約者は、その閲覧が可能です。 

• 保護される区分：該当する場合、当社の「Professionals」データベースには年齢が表示

されており、当社の契約者およびビジネスパートナーの契約者は、その閲覧が可能で

す。当社が個人の性別を表示することはありません。 

• インターネット、またはその他電子ネットワークの利用に関する情報：当社は、契約者

による当社製品の利用に関する情報を、当社がデータを収集する企業に開示します。 

• 職業または雇用に関する情報：当社製品には、個人の現在の雇用主、役職、報酬に

関する詳細情報、および個人の職業や学歴に関するその他の情報が表示されており、

当社の契約者およびビジネスパートナーの契約者は、その閲覧が可能です。 

• 消費者志向や特性を反映した、消費者プロフィールを作成するための推論：広告パー

トナーなどの第三者は、当社のクッキーに関する通知に記載の通り、クッキーやその他

のトラッキング技術を使用して個人情報を収集する場合があります。 

 

https://www.spglobal.com/en/privacy/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-january-2020.pdf
https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-japanese

