プライバシー通知
発効日：2019 年 12 月 16 日

1. 適用範囲
本プライバシー通知（以下「通知」といいます。）は、Clarivate Analytics（以下「Clarivate」、又は「当社」といい
ます。）がお客様の個人データを収集、使用、共有、保護、及び最終的に破棄（以下総称して「プロセス」といい
ます。）する方法について説明するものです。個人データとは、お客様を特定する、又は特定し得るあらゆる情
報を指します。お客様ご自身の個人データに対するお客様の権利は、第 10 条 お客様の権利及び選択に規
定されています。
本通知は、当社のウェブサイト、アプリケーション、及び製品（以下総称して「サービス」といいます。）によって
収集される個人データ、及びお客様とのオフラインでの日常的なビジネス上の連絡の過程で収集される個人
データに適用されます。
本通知は主に、以下の皆様に向けた内容となっております。当社のお客様、サービスの利用者（当社サイト閲
覧者及びトライアルユーザーを含みます。）、販売見込み客、及び職業情報等が当社のサービスに含まれる個
人の方。

2. Clarivate Analytics について
Clarivate は、収集したコンテンツや独自のツールを通じて、アイデアの発見、権利保護、商品化のためのソ
リューションを提供します。当社には CompuMark、Cortellis、Derwent、MarkMonitor、Techstreet 及び Web
of Science Group などのブランドがあります。当社の MarkMonitor ブランドには別途プライバシー通知が設
けられており、こちらからアクセスできます。
Clarivate は複数の企業体により構成され、これらの企業体が Clarivate グループとなります。ここに示す以外
の個人データの取り扱い方法をどの企業体が決定するかについては、data.privacy@clarivate.com までお問
い合わせください。

3. 本通知の変更
当社は、随時この通知を更新し、また重大な変更が生じた場合は適切な方法で（例えば、e メールや、当社
ウェブサイト及び当社サービスにおける通知などにより）お客様にお知らせします。

4. 収集される個人データ
個人データの入手源
当社は、お客様から直接、個人データを収集します：
•

お客様が、当社のサービスをご利用になるとき 例：お客様が当社のサービスを購入されるとき、又
は当社のサービスにアクセスされるとき、当社はお客様の職業上のプロフィールの詳細を収集すること
があります。また、当社はお客様がご自身の選択によりサービスにおいて入力されたその他の情報を
収集することがあります。さらに当社は、当社サービスにお客様がログインされる場合の、ログイン情
報を保管します。

•

お客様が、当社と情報をやり取りされるとき 例：お客様がオンラインでフォームに記入されるとき、当
社は、そのフォームに記入された情報を収集します。また、お客様が技術的問題についてサポートを
求められたときはお客様のデバイスに関する情報（オペレーティングシステムやインストールされてい
るプログラムなど）を当社にご提供いただく場合があります。

•

当社サービス内のクッキー等の技術を通じて 例：お客様が当社サービスにアクセスされるとき、当
社は、お客様のデバイスやお客様による当社サービスの利用に関する情報を収集します。ウェブサー
バーログ、クッキー、ウェブビーコンなどの標準技術を当社がどのように利用しているかについては、こ
ちらをクリックしてください。

また、当社は、お客様に関する個人データを、第三者より収集します:
•

お客様が所属する組織や、当社のサービスへのお客様のアクセスを手配した人 例：当社がお客様
のログイン設定を行うことができるようにするため、お客様の雇用者やお客様が所属する組織が、当社
に対しコンタクト情報を提供することがあります。

•

当社のパートナーやサービスプロバイダー
ロジープロバイダー。

•

学術出版物、特許庁、及び規制機関など、情報が一般に入手可能となっている情報源 例：お客様
が学術研究機関に所属する著者又は研究者、特許権者、臨床試験責任医師、若しくはレポート、分
析、記事、その他パブリックドメインで入手可能な資料の著者、寄稿者である場合、お客様の氏名、業
務上の連絡先、専門分野など、お客様の職業上のデータが、コンテンツとして当社のサービスに収録
されていることがあります。お客様のデータのこのような使用についてご質問がある場合は、
data.privacy@clarivate.com までお問い合わせください。

•

その他の公共又は有料の情報源 例：当社は、当社サービスの見込み客を開拓するため、第三者か
らマーケティングリストを取得することがあります（お客様が営業活動に関する設定を管理するための
情報は、第 10 条 お客様の権利及び選択をご参照ください）。

例：お客様による当社サービスの利用に関連するテクノ

当社が収集する個人データの種類
当社がお客様についてどのような個人データを収集するかは、お客様と当社の間にどのようなやり取りがある
か、また、当社がお客様にどのようなサービスを提供するかによって決まります。
当社が収集する個人データには、次のようなものが含まれます。
•
•
•

•
•
•
•

氏名及び連絡先の詳細
例：氏名、e メールアドレス、住所、電話番号
ログイン情報
例：当社のサービスにアクセスするために必要なセキュリティ及び認証情報
ユーザー提供情報
例：お客様が当社サービスを使用する際に、当社に提供する情報（例えば、お
客様が当社のカスタマーサービスチームに連絡された場合や、お客様ご自身についての情報であって
お客様が当社サービスに含めることを選択した情報）
デバイスに関する情報
例：お客様の IP アドレスや所在地、プロバイダーなどお客様のコンピュー
ターやデバイスに関する情報
使用情報
例：お客様が当社ウェブサイトを訪問した日時、閲覧したページ、ブラウズされた時間な
ど、お客様による当社サービスの使用に関する情報
購入履歴
例：お客様がこれまでに購入されたものや、お客様のサブスクリプションが終了又は更新
される時期など
人口統計的情報
例：お客様の国や使用言語
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•

請求情報
例：お客様が当社サービスを経由してお支払を行われるときの、クレジットカード番号及
びお支払の詳細

センシティブな個人データ 当社は、人種・民族的出自、政治的意見、宗教的・哲学的信条、労働組合への加
入、遺伝的情報、生体情報、健康又は性生活に関する情報についての個人データ（EU 一般データ保護規則
が定める「特別な種類の個人データ」）につき、故意に若しくは意図的にプロセスを進めることはありません。た
だし、例えば職業上のプロフィールなど、お客様が、当社のサービスのユーザー管理エリアでかかる情報を能
動的に提供又は表示した場合を除きます。当社は、お客様から要請された取引を完了するためにクレジット
カード又は政府発行の ID を必要とする場合など、より強化されたセキュリティ要件を実施しなければならない
個人データを収集することがあります。

5. プロセスの目的
お客様と Clarivate との関係によって、どの目的がお客様に該当するのかが決まります。本条は、当社がお客
様の個人データを使用する場合において、その目的を定めるものです。
ヨーロッパのプライバシー法により、当社は「取り扱いについての法的根拠」と呼ばれる、当社がお客様の個人
データを使用する有効な理由を特定する必要があります。一般に、当社はお客様の個人データを、以下の理
由によりプロセスします。
•

•
•
•

お客様に対し契約上の義務を履行する必要がある場合 例：お客様が当社と契約を締結している場
合に、当社は、その契約を履行する（すなわち、お客様にサービスを提供する）ため、お客様の個人
データにつきプロセスします。
当社の正当な利益又は第三者の正当な利益のために必要となる場合 正当な利益の詳細は次条
に述べる通りです。
お客様の同意による場合 当社は、特定の状況（例えば、特定の法域における、ある種のマーケティ
ングコミュニケーションのため）でのみ、お客様の同意を求めます。
法律又は規制上の義務を遵守するために必要とされる場合 例：裁判所の命令又は規制当局の要
求に応じるため。

当社の正当な利益
お客様の個人データをプロセスすることにおける当社の正当な利益は、主として、顧客及び製品管理、当社の
サービスの提供、改善及び開発、法律上の権利の保護及びマーケティングにあります。これらの正当な利益に
ついての詳細は、以下の通りです。
•

顧客及び製品管理：お客様に対し、お客様がご要望された当社のサービスや情報、若しくはお客様が
当社サービスを通じてアクセスした当社サービスや情報を提供するため、製品のアカウントを作成する
ため、ユーザー及び技術サポートを提供するため、当社の契約条件を実施するため、当社のお客様及
びビジネスパートナーに製品の使用情報を報告するため、当社のコンテンツ及び技術プロバイダーに
報告するため、お客様のサブスクリプション更新についてお客様に連絡するため、及びその他の事務
処理を行うため。

•

製品のパーソナライズ：当社サービスにおいて、パーソナライズされた機能を提供するため。例えば、
当社のサービス内でお客様が行う検索の結果をより正確にするため、当社は、お客様の閲覧及び使
用に関する情報を保管することがあります。当社は、どのコンテンツやツールが当社のユーザーにとっ
て最も有用であるかを理解し、それぞれのお客様に合ったコンテンツや機能、お客様に興味を持たれ
る Clarivate のサービスをお客様にお届けし、提案していくために、製品の使用に関する情報を分析し
ます。
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•

製品分析及び開発：当社が提供する機能を分析し、当社サービスの設計及びコンテンツを改良するた
め、当社は、当社サービス上で収集した情報を、通常は集計した形で使用します（当社サービスを、よ
りユーザーフレンドリーなものとするために、お客様の個人データを当社グループ全体で共有すること
を含みます）。当社は、お客様による当社サービスの利用についての情報を、当該サービスをお客様
が使用できるようにした第三者（例えば、お客様の雇用者）又はサービスを通じてお客様がアクセスし
たコンテンツ若しくはテクノロジーに関するビジネスパートナーに対して提供することがあります。

•

マーケティング：お客様が興味を持つ可能性がある Clarivate のサービスに関するマーケティングメッ
セージをお客様に送るため（お客様がマーケティングに関する設定を管理するための情報は、第 10
条 お客様の権利及び選択をご参照ください）。当社は、お客様のコンタクト情報を、第三者のマーケ
ティング活動のために開示することはありません。

•

製品コンテンツ：当社のサービスを体系化し、情報を含めるため、当社は一般に入手可能な情報源か
らデータを収集します。当社は、お客様自身が当社サービス内で提供することを選択された個人デー
タも使用することがあります（例えば、ピア・コネクションや関連するコラボレーションを可能とする情報
の提供を希望する場合）。

•

セキュリティ：当社の IT システム、アーキテクチャ、ネットワークのセキュリティを保護し、当社サービス
の乱用を防ぐため。

•

法律上の権利：当社の権利を行使するため、合理的に必要な範囲において、第三者（お客様の従業員
又は当社のビジネスパートナーなど）の権利行使を支援するため、またクレームから当社を防御し、当
社グループや当社と共に業務を行う第三者に適用される法令を順守するため。

•

事業再編成又は同様の取引：当社事業、資産又は株式の全て若しくは一部を売却、合併、取得、再編
し、ジョイントベンチャーを設立、譲渡、移転し、その他の処分に参加する、又はその対象となるため。

6. データの受領者
お客様の個人データは、プロセスの目的に従い、以下を含む個人や組織に開示されます。
•

Clarivate グループの従業員及び契約社員 その役割上、お客様のデータへのアクセスを必要とする者。
当社の従業員及び契約社員は、個人データを保護する義務を含む秘密保持契約を遵守します。
• アカウント管理者又はお客様に当社サービスへのアクセスを提供する者 法人によるサブスクリプション
の場合。
• 当社の代行として個人データを取り扱うサービスプロバイダー（以下「サービスプロバイダー又は業者」と
いいます。） 例えば、クラウドコンピューティング提供業者や、Google Analytics のようなウェブ解析サー
ビス、及びクレジットカード支払業者。このようなベンダーは、本通知に定めるのと同じ基準でお客様の
データを保護するという契約上の義務を負っています。クレジットカード業者の場合には、Payment Card
Industry Data Security Standard（PCI DSS）に準拠しなければなりません。
• ビジネスパートナー 共同のブランドでサービスを提供し、イベントを催行するパートナー。又は、当社サー
ビスを通じて当社が供用するコンテンツ若しくはテクノロジーのパートナー。
• 専門職アドバイザー 当社の権利、ユーザー、システム、及び当社のサービスを保護するために合理的
に必要とされる場合には、法律家や情報セキュリティ専門家など。
• 見込み又は実際の購入者、販売者、助言者又はパートナー Clarivate が関与する事業譲渡、合併、買
収、又はこれらと同様の企業取引に関連する場合。
• 官公庁、法執行機関、裁判所その他の公的機関 当社が、法律によりお客様の個人データを開示する
義務がある場合。
• 当社サービスのご契約者 公開のデータソースからお客様の個人データが収集され、当社製品のデータ
ベースに組みこまれた場合や、当社サービスに表示するためにお客様が当社へ個人データを提供するこ
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•

とを選択された場合（例えば、プロフィールでの表示や、オンラインフォーラムを使用するとき）は、お客様
の個人データに、当社サービスのユーザーがアクセスします。
当社と情報を共有することをお客様が要望する第三者 例えば、公的にアクセス可能な公開プラット
フォームやフォーラムに、お客様が情報をアップロードされた場合。

7. データセキュリティ
Clarivate は、お客様の個人データを偶発的紛失、不正アクセス、不正使用から保護するため、適切な事務
的、技術的、及び物理的セキュリティ対策を維持します。これらの措置には、暗号化、ファイヤーウォール、役
割ベースのデータアクセス、侵入検知ソフトウェア、及びデータセンターへの物理的なアクセス管理が含まれる
ことがあります。一方で、これは当社が、お客様のデータの紛失、誤用、不正取得、又は改ざんが決して生じな
いことを保証するものではありません。

8. データの維持
当社は、お客様の個人データを、お客様と当社との関係が続く全期間に渡って保存します。また、法的義務、
会計上の義務、又は報告義務を履行する目的など、当社によるデータ収集の目的を満たすため、及び、紛争
解決のため、必要な期間にわたり当該データを維持します。当社がお客様のデータを保管する期間について
の詳細は、当社宛 data.privacy@clarivate.com までお問い合わせください。

9. 国際的な転送
Clarivate はグローバル企業であり、お客様のデータは、米国など、お客様ご自身の国のものとは異なるプライ
バシーやデータ保護法をもつ国々に転送されることがあります。
当社は、以下を含む、承認された法的保護策を講じて、当社による欧州経済領域からの転送を保護します。
(1) 欧州委員会の十分性認定の存在（例えば、カナダ、ニュージーランド、及びスイスへの転送、又は EU-米国
間のプライバシーシールドプログラムの下で米国への転送がカバーされます。）、(2) 欧州委員会により承認さ
れた標準契約条項を組み入れた Clarivate グループ内の契約、(3) Clarivate と第三者データ処理業者の間で
締結された標準契約条項及びその他の契約条件、又は、(4) 拘束的企業準則又は EU が承認するその他の
認証メカニズムの存在。

10. お客様の権利及び選択
お客様はいつでも、当社がお客様に関して保持するデータへのアクセスを求めることができ、その訂正若しく
は消去、又は当社がそのデータのプロセスを停止することを要求することができます（第 13 条 お問い合わせ
をご参照ください）。お客様の監督機関に対して苦情を申し立てることのできる権利、及びデータのプロセスに
対するお客様の同意を撤回する権利を含む、欧州のデータ保護の権利に関する詳細は、当社の欧州のデー
タ保護の権利のページをご参照ください。
当社の一部のサービス内では、お客様は、どの程度、他人に情報を提供することを望むか、又は特定の目的
について連絡を受けるかなど、プライバシー関連の選択を行うことができます。
マーケティング：当社は、例えばイベントの招待状、ホワイト・ペーパー、お客様が興味を持つ可能性のある当
社サービスに関する情報など、マーケティングのお知らせをお客様にお送りすることがあります。当社はこれに
ついて、地域の法律で義務付けられている場合には、事前にお客様の同意を取得します。
お客様はいつでも、当社のマーケティングのお知らせを受け取らないという選択を行うことができます。
Clarivate の全てのマーケティングの e メールには、「配信停止」又は「設定を変更する」リンクが含まれていま
す。マーケティング目的で当社がお客様の情報を使用することについてのご質問は、Clarivate マーケティング
チームまでお問い合わせください。
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11. リンク
当社のサービスには、第三者のサイトへのリンクが含まれる場合があります。Clarivate は、かかる第三者の
サイトのプライバシーに関する実務に関して責任を負いません。どのようなサイトであっても、お客様が使用す
るサイトが個人データを収集する場合、Clarivate は、そのサイトのプライバシーステートメントをお読みになる
ことをお客様に推奨しています。

12. 当社のサービスに関するプライバシー情報追記
本通知は、当社が取扱い方法を決定する個人データについての、当社によるプロセスのみに関するものです。
当社の一部の顧客又はビジネスパートナーが、お客様の個人データを当社のサービスに入力する場合や、お
客様の個人データを当社に提供し、若しくは当社にお客様の個人データを収集させ、そのプロセスを当社に依
頼する場合があります。これには、Techstreet の自社ブランドストア（つまり、第三者である通常の出版社が運
営するオンラインストア）や ScholarOne Manuscripts などのサービスが含まれますが、これらに限られませ
ん。その場合、お客様の個人データがどのように取り扱われるかを、当社が決定するものではありません。こ
のような顧客とビジネスパートナーによるお客様の個人データの取り扱い方についての詳細は、当該顧客のプ
ライバシー通知をご参照ください。
特定のサービスに関連し、お客様の個人情報がどのように使用されるかについての追加情報を当社がお客様
に提供する必要がある場合、当社はお客様に対し、別途、プライバシー通知を提供いたします。

13. お問い合わせ
data.privacy@clarivate.com
Clarivate Analytics
Friars House
160 Blackfriars Road
London SE1 8EZ
United Kingdom
www.clarivate.com
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