
2020年9月15日現在の更新 

このプライベートポリシーは、OSIsoft, LLC 及びその子会社 (「OSIsoft」、「私たちが」、「私

たちの」、「私たちを」など) が、あなたを個人的に識別する情報をどのように収集し、使用し、

保護し、開示するかを説明するものです（「個人情報」 )。さらに、個人情報の使用、アクセス、

訂正に関するご選択についても説明しています。そのような個人情報には、お名前、電話番号、

ご住所、メールアドレスなどが含まれますが、それに限られません。 

 

OSIsoft はそのような情報が提供されるとき、またはこのようなOSIsoft のウェブサイト（合わせ

て「当社サイト」）に来られるとき、ユーザーのプライバシー権をお守りすることに専心してお

ります。個人情報を保護するため、OSIsoft は下記にまとめたガイドラインを作成いたしました。

インターネット技術が迅速に進化していることを考え、このポリシーのいかなる変更もこのペー

ジに早急に掲示され、ページ末には更新された「有効日」が示されます。当社のサイトにアクセ

スまたは個人情報をご提供いただくことにより、このプライバシーポリシーの条件にご賛同いた

だき、法的拘束に合意いただくものとさせていただきます。 

 

収集される情報 

私たちは製品やサービスに関連して、次のような個人情報を集めています。一部のカテゴリーで

は他のカテゴリーの個人情報と重なることもあります: 

• 本人確認になるもの、例えば本名、アカウント名、インターネットプロトコールのアドレ

ス、Eメールアドレス、及び他の同様な本人確認情報 

• 住所、電話番号、お支払いに使われる金融機関の情報等を含む、カリフォルニア顧客記録

規定に記載されている個人情報のカテゴリー 

• 性別や年齢など、カリフォルニアまたは連邦法で保護されているカテゴリーの項目、ただ

し OSIsoft 従業員または応募者に限る 

• OSIsoftから購入、取得、及びそれらを考慮なさった製品やサービスの記録などの商業的な

情報 

• 当社サイトご利用に関する情報などインターネットや他の電子ネットワークご利用情報 

• ご提供いただく住所等、位置情報のデータ 

• 記録されたテクニカルサポートでのやりとりなどの知覚データ 

• 現在または過去の職歴等、職業上または雇用関連の情報 

• 特定の業種でのお仕事等、他の個人情報からの推定 

 

個人情報はいろいろな方法でOSIsoft にご提供いただくことがあります。当社サイトにアクセス中

に、当社サイトでのやりとりのためにご登録及びまたは個人情報のご提供をお願いすることがあ

ります。他の例として、次の場合にOSIsoftは個人情報を受領します: 

• ライセンスまたはアカウント情報をご提供または更新いただく 

• OSIsoft-主催のプロモーションやイベント（カンファレンス、トレードショーやウェビナ

ー等）にご登録またはご参加いただく 

• OSIsoft 製品、サービス、またはその他ご提供品を注文またはご利用いただく 

• OSIsoft 製品やサービスのサービスやメンテナンスについてOSIsoft にご連絡いただく 

• OSIsoftで仕事にご応募いただく 

 

個人情報をいただく際には、製品やサービスをご提供するため、ご希望のプロモーションに 

  



参加いただくため、お問い合わせやコメントに対応するため、その他コミュニケーションを行う

ために、どの情報が必要かを具体的にご説明します。一部のOSIsoft サービスにアクセスいただく

ためには、OSIsoft Single Sign-On (SSO) の資格証明または別の認証でサインインしていいただ

くことが必要となっています。OSIsoft のサービスにサインインしていただくことにより、これら

の資格証明を用いる別のOSIsoft サービスに自動的にサインインしていただきます。 

 

公表されているデータベースや当社が購入した、第三者を含む他からの情報を受領し、このデー

タを既に保持している情報と組み合わせることもあります。これは当社の記録を更新し、拡大し、

分析することに役立ち、新しい顧客を認識し、ご興味のある製品やサービスをを提供させていた

だくのに役立ちます。他者について個人情報をご提供いただくとき、または他者からあなたの情

報をいただくときは、そのような情報を特定の理由のためのみに使わせていただきます。一般的

に取得可能な情報または第三者から購入した情報の例には、会社名や業種が含まれます。 

 

このプライバシーポリシーは、ウェブフォーム、登録、注文、上のパラグラフに説明された情報

源から収集したもの、及び下記に説明するクッキー等の技術の使用と発信についてのみ対応して

います。例えばブログ、掲示板、等を通じて、あるいはインターネット中で、当社サイトや他の

ウェブサイトを通じて提供される第三者サービスやプロモーションなどでは、いかなるものであ

ろうと、どんな情報でも他者に情報を開示される場合は別のポリシーが適用されることがあり、

そのような情報の使用や発信についてOSIsoftは責任を持ちません。 

 

クッキーやトラッキング技術 

OSIsoft 及びそのパートナーは、傾向を分析し、ウェブサイトを運営し、ウェブサイト内でのユー

ザーの行動を追跡し、全体的なユーザーベースについて人口統計的な情報を得るため、さらに当

社サイトにアクセスいただいた際のご経験をパーソナライズするために、クッキーや同様の技術

を用いています。ご利用を追跡することにより、当社サイトのどの機能がユーザーに最適か判断

することができるのです。 

 

クッキーとは? クッキーというのはウェブサイトからブラウザーに送られ、その後コンピュータ

ーに保存される小さなデータテキストファイルです。クッキーはお使いのコンピューターに独特

で、コンピューターにクッキーを送ったウェブサイトしか読み取ることができません。私たちは

他のウェブサイトに送られたクッキーやそこに含まれる情報にアクセスすることはできません。

さらに、クッキーをお使いのあなたのメールアドレスや他の情報を知ることはできません。その

ような情報を知り得る唯一の方法は、例えば登録システムを通じて、あるいは懸賞やプロモーシ

ョンにご応募いただくなど、ご自分で具体的に、自主的にそのような情報をお送りいただく場合

に限られます。 

 

当社サイトでは広告を表示するため、第三者に開発された広告サーバーを用いることがあります。

このような広告には、第三者（例えば広告代理店や広告している企業など）に送られるクッキー

を含むことがあります。当社ではこのようなクッキーやそこに含まれる情報にアクセスすること

はできません。それらのクッキーについての詳細は、広告主やそのプライバシーポリシーお問い

合わせいただくことをお勧めします。サイトに表示される他のウェブサイトからのリンクもクッ

キーを送ることがありますが、当社の管理するところではありません。興味に基づく広告からオ

プトアウトなさりたいときは、こちらをクリックしてください。それでも一般的な広告は表示さ

れることをご了承ください。 

 

クッキーにはどのような利点がありますか?全体的に、クッキーを用いると、当社サイトで、よ

りパーソナライズされたご利用が可能になります。その情報で当社サイトは新鮮で、ユーザーで

あるあなたの関心が高いものに保たれます。また、クッキーでサーバーがあなたを認識するので、

当社サイトにアクセスするたびにメールアドレスやパスワードをタイプする手間が省けます。 

http://preferences-mgr.truste.com/


クッキーを拒否することはできますか? ブラウザーでクッキーを拒否するオプションを選ぶと、

執拗なクッキーを拒否することができます。www.aboutcookies.orgには、多様なブラウザーで

どのように設定するかの総合的な情報があります。セッションクッキーは常に許可してください。

セッションクッキーが許可されないと、当社サイトの多くの部分にアクセスできなくなります。

セッションクッキーで該当するサーバーにリクエストを送り、サーバーがパーソナライズされた

コンテンツをお届けすることができるようになります。 

 

どのような分析情報を集めていますか? たいていのウェブサイトがそうですが、当社では既に一

定の情報を自動的に集めています。これにはインターネットプロトコール(IP) アドレス、ブラウ

ザーのタイプ、インターネットサービスプロバイダー (ISP)、参照/出口ページ、サイトで閲覧さ

れたファイル (例えば HTML ページ、画像、その他)、オペレーティングシステム、日時スタンプ、

及び/または総合的な傾向を分析し当社サイトを運営するためのクリックストリームデータなどが

含まれます。 

 

個人情報の利用 

わたしたちはプライバシーを守ることを大事にしています。そのため、このプライバシーポリシ

ーに記載された以外は、OSIsoft外の第三者と個人情報を共有することはありません。ご共有いた

だく情報によって、当社サイトでのご経験を向上させることができると信じております。個人情

報は以下の様に多様なビジネス上の理由から使わせていただきます: 

• 注文に応じる、またはお問い合わせに応じるため(例えば当社サイトのマーケティング資料

の請求など) 

• 顧客情報の確認、アカウント情報変更、請求やお支払の処理、カスタマーサポートサービ

ス、またはソフトウェアアップデートを含むアカウントの管理 

• ソフトウェア製品、サービスやマーケティング活動の向上、アップグレード 

• 技術開発やデモンストレーションのための社内研究 

• 製品やサービスの確認及び品質や安全性の確認または維持、及びアップグレード 

• ディベロッパーズ・クラブにアクセスできるOSIsoftのアカウントを発行 

• 製品案内や契約条件やポリシーの変更など業務上の情報を送付 

• 当社サイトのコンテンツ、レイアウトやサービスをパーソナライズ 

• 当社サイトご利用を統計的に分析 

• ユーザーの興味に沿った製品やサービスを提供 

• 教育的な資料や特別セール、ユーザー会議など、今後のオンラインやオフラインのイベン

トについての情報など、マーケティング用のお知らせ 

• 各種プロモーション活動、ウェブキャスト、キャンペーン、アンケートや製品テストなど

にご招待し、効果を計る 

• 技術的問題を診断し修復 

• セキュリティー環境をモニターし、セキュリティの問題や不法行為を探知、それらから保

護、それらに責任を持つ者を追求 

• こちらで集めた情報に関するお問い合わせに対応 

• ご提出いただいた求人への応募を審査し、確認する 

• 該当する法律、法廷命令、または政府の規制等で必要とされる取締当局の要請に対応 

• ユーザーのコメントやご提案に対応 

 

当社サイトをご覧いただくと、ご興味を持たれるかもしれない製品やサービスに関連して、お知

らせを受け取ることがあります。これらのサービスは当社サイトをよりお楽しみいただくもので

すが、これらのお知らせからいつでもオプトアウトすることができます。それには、これらのサ 
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ービスを特定してオプトアウトしていただくか、当社データベースからあなたのプロフィールを

削除していただきます。詳細は、「オプトアウト」をご覧ください。 

 

個人情報の開示 

運営の一環として、また通常の業務上の目的で、次の相手に対して個人情報を開示することがあ

ります: 

 

OSIsoft 子会社。製品やサービスのご提供に際して情報を子会社と共有することがあります。 

 

サービスプロバイダー。現在、また将来においても、クレジットカード処理会社や運送会社、発

送サービスなどの第三者サービス提供者ととりきめを行っています。当社サイトで提供するサー

ビスに申し込まれる際、そのサービスを提供するために、サービス会社と個人情報を共有しなけ

ればならないことがあります。しかしこれらの第三者の業者はわたしたちと同様に、当社のポリ

シーを遵守して個人情報を保護しなければならないことになっています。サービスの提供に関連

しない一切の目的では個人情報を保護したり使ったりすることは許されません。 

 

第三者ビジネスパートナー。当社が製品やサービスを向上させるため、または第三者のビジネス

パートナーがその製品やサービスをマーケティングできるように、情報を共有することがありま

す。もしこのような会社と個人情報を共有することをご希望でなければ、privacy@osisoft.com

にご連絡ください。 

 

あるいは、広告会社、パートナー、当社子会社に、あるいはその他法的な目的で、当社のサービ

スを説明するために、統合されたユーザー統計を開示することがあります。 

 

法的手続きまたは当社売却。法律または法的手続きを遵守するために必要な場合、事前に（法的

に許される限り）強制的な開示についてお知らせすることがあり、開示に抗議される場合には合

理的なお手伝いを提供しますが、国家保護または警察等による義務に応じる場合を含み、政府当

局からの法的な請求に応じる場合、法的行動と見られる調査に協力する場合、法律に違反する者

を確定する場合、またはOSIsoftまたは関係会社の株式または資産の一部または全部の売却に関連

する場合には、個人情報を開示する権利を有します。 

 

情報を収集する相手 

当社サイトは、サービスの一環として、フォーラム、ブログ、掲示板、あるいはチャットルーム

を提供することがあります。もし個人情報をこれらのフォーラムのいずれかに開示なさると、そ

の情報は、他人に見られ、収集され、使われることがあります。OSIsoft はこれらのフォーラムで

あなたが開示する情報が使われることに責任を持ちません。当社サイトのその部分に提要される

ポリシーや手順については、フォーラム規約をご参照なさってください。 

 

また当社サイトは大きなサイトのグループの一部として運営されることがあり、共同ブランドを

掲示する第三者提携業者とのページを含み、そこで直接提携業者に自主的に個人情報を提供なさ

るかもしれません。OSIsoft PI Developers Club や他のサービスで、OSIsoft 以外の企業のサービ

ス、ソフトウェア、及びコンテンツ(「第三者の提供品」)をご購入、契約、または利用すること

ができるかもしれません。もし第三者の提供品を購入、契約、または利用されるのであれば、第

三者がそれをご提供できるように（そしてご同意により、プロモーションに関するお知らせをお

送りできるように）、ご連絡先や他の個人情報を提供することがあります。また、他のサイトが

当社サイトまたはOSIsoftの名前を用いることがあります。 

 

OSIsoft は第三者のプライバシーポリシーを管理しないため、そのような第三者にプライバシーの 
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慣習やポリシーがあれば、あなたはその対象となり、第三者による個人情報の利用や発信に関し

て、OSIsoft は責任を持ちません。従って、個人情報を他者に開示する前に、ご不明な点があれば

質問し、それらの業者のプライバシーポリシーを確認なさることをおすすめします。もし以前に

当社が個人情報を第三者に提供することについて同意なさったことを取り下げたい場合は 

privacy@osisoft.comにご連絡ください。 

 

その他のページ等へのリンク 

当社サイトにリンクしている、または当社サイトからリンクしている第三者サイトは必ずしも

OSIsoftの管理下にありません。OSIsoft は、いかなる時も、そのようにリンクしているサイト、

いかなるリンク、またはリンクしているプログラムのコンテンツやプライバシー手順について、

一切責任や責任を負うものではありません。当社サイトのリンク先、またはリンク元である会社

（または関連する製品やサービス）について、OSIsoft は必ずしも賛同するものではありません。

当社サイトにリンクしているいかなる第三者サイトであれアクセスなさる場合は、全くご自分の

責任において行っていただくことになります。 

 

こどものプライバシー 

OSIsoft は子供の安全性やインターネットの利用について注意しています。そのため、 1998年の

児童オンラインプライバシー保護法、5 U.S.C. §§ 6501-6505により、確認が可能な親の同意なし

で、13歳未満の者から本人を確定できる情報を故意に求めたり、せがんだりするようなことは決

して行いません。もしそのような個人情報を必要で確認可能な保護者の合意なしに取得したこと

が実際に発覚した場合には、現実的に可能な限り即座にその情報をデータベースから削除します。 

 

データの国際転送 

個人情報は、当社がオフィスを構える、またはサービス提供者を起用するいかなる国においても

保存や処理されることがあります。当社サイトにアクセスしたり、個人情報をご提供いただくこ

とにより、そのような情報を、米国を含め、お住まいの国のデータ保護規則を持つかもしれない、

お住まいの国以外にそのような情報を転送し処理することに同意なさるものとします。個人情報

をこのように転送する場合、私たちは合理的に注意し、それが保護され、コントロールされてい

るようにします。 

 

OSIsoft は欧州連合及びスイスから米国へ転送された個人情報の収集、利用、保存について米国商

業省が規定している欧州連合・米国 プライバシーシールドフレームワーク、及びスイス・米国プ

ライバシーシールドフレームワークを遵守しています。 

 

OSIsoft はプライバシーシールド原則を遵守することを商業省に証明しています。もしこのプライ

バシーポリシーの条件とプライバシーシールド原則との間に不一致があれば、プライバシーシー

ルド原則が優先されます。プライバシーシールド原則に関する詳細、及び当社の証明をご覧にな

るには、https://www.privacyshield.gov/にアクセスしてください。情報の転送に関しては、プ

ライバシーシールドプログラムの元で受け取り、代理人となっている第三者にその後転送する個

人情報の処理についてOSIsoft は責任を持ちます。もし代理人が個人情報を原則に則らずに処理す

る場合は、OSIsoftが被害の発生した事案に責任がないと立証しない限り、OSIsoftは責任を持ち

続けます。さらに、OSIsoft はEU データ保護機関(DPAs) やスイス連邦データ保護情報長官 

(FDPIC) に協力することをお約束し、雇用関係においてEU及びスイスから人事データの転送に関

して、それらから得られるアドバイスに従います。 

 

プライバシーシールドの原則を遵守して、OSIsoft は当社の個人情報収集や利用に関する苦情を解

決するべく忠心します。EU やSwiss の方で当社のプライバシーシールドのポリシーに質問やご不

満のある方は、下記Contacting Usのセクションにある情報を使って、まずOSIsoftにご連絡くださ 
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い。さらに、OSIsoft は解決不能なプライバシーシールドの苦情に関しては、米国に所在地を持つ

TRUSTeという代替紛争解決業者に紹介することをお約束します。苦情に関して当社から速やか

に受領のお知らせを受け取らない場合、または苦情に対してご満足いただけるように当社が対応

しなかった場合は、詳細あるいは提訴に関してhttps://feedback-

form.truste.com/watchdog/request をご覧ください。TRUSTe のサービスは無償で受けられま

す。 

一定の状況では、EU及びスイスの方はEU・米国プライバシーシールドフレームワークのAnnex I

に示されるように、法的拘束力のある調停を求める場合があります。プライバシーシールドプロ

グラムの下で受領または転送した個人情報については、OSIsoftは米国連邦取引委員会による調査

や強制力の対象となります。 

 

カリフォルニア住民へのプライバシー通知 

カリフォルニア規則集に定義されるように、カリフォルニア住民の方には、2018年カリフォルニ

ア消費者プライバシー法(「CCPA」)による権利があります。CCPAでは、「個人情報」とは個人

を確定し、関連をもち、表現する情報、直接または間接的に特定の消費者またはデバイスと関連

づけられる、または合理的にリンクされる情報を意味します。 

下記には、個人情報に関する開示とCCPAにおける権利が説明されています。 

 

CCPA下での個人情報の開示 

集める情報。製品やサービスに関して、消費者から過去12か月以内に集めたCCPA カテゴリーの

個人情報 を上記の集めた情報 に記載しています。 

カリフォルニアの法律によると、個人情報に以下は含まれません: 

• 政府の記録からの一般的に入手可能な情報 

• 個人が認識されない、または統合された消費者情報 

• CCPAの範囲から除外されている一定の情報、例えば医療や他のセクターに特定のプライ

バシー法で規定されている個人情報 

 

個人情報に関する他の開示。 

このプライバシーポリシーは収めた情報で集めたものの情報源など、CCPAが提供することを義

務付けている個人情報に関する追加の開示についてもカバーしています。私たちは消費者の個人

情報を売ることはなく、過去12か月間でも売ったことはありません。その代わり、OSIsoft は業

務上、営業、サポート、開発、及びマーケティング機能を行うために、個人情報の利用で詳細に

説明したように、事業上の目的で個人情報を開示します。過去12か月に、該当する場合は、集め

た情報に規定した個人情報のカテゴリーを、個人情報の開示に規定した当事者のカテゴリーに事

業上の目的で開示しました。 

 

CCPA下での権利 

消費者のアクセスとデータ携帯性の権利。あなたには過去12か月間に個人情報の収集と利用につ

いて開示を求める権利があります。確認可能な消費者の申立てを受け、確認すると、該当する範

囲で以下を開示します: 

• 収集した個人情報のカテゴリー 

• 集めた個人情報の源のカテゴリー 

• 個人情報を収集または売却する、事業または商業的な目的 
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• 個人情報を共有する第三者のカテゴリー 

• あなたについて集めた特定の個人情報(データ携帯性リクエストとも呼ばれる) 

• 個人情報を事業上の目的で売却または開示した場合は、以下を開示する二つの別箇のリス

ト(i) 売却の場合は、受領者が購入した個人情報の各カテゴリー; 及び (ii) 事業目的の開示

の場合は、受領者が取得した個人情報のカテゴリー 

 

削除要請権。一部の例外を除き、集め、保存していたいかなる個人情報も削除を求める権利があ

ります。確認可能な消費者の申請を受け、確認すると、例外が当てはまらない限り、記録から個

人情報を削除（及びサービスプロバイダーに削除を指示）。 

削除申請は、以下の理由で当社または当社サービスプロバイダーが情報を維持する必要がある場

合: 

• 個人情報が必要であった手続きを完成させるため。ご希望の製品またはサービスを提供す

る。ユーザーとの継続したビジネス関係において、合理的に予想される行動を取る、また

は契約を履行する 

• セキュリティー事案を探知し、悪質で人をだますような、詐欺、または不法な行動から守

り、またはそれらに責任を持つ者を起訴する 

• 既存の、本来の機能を損なわせるエラーを認識して修理するために製品のデバグを行う 

• 言論の自由を実行。他の消費者が言論の自由の権利、または法律で提供されている別の権

利を実行するのを守る 

• カリフォルニア電子通信プライバシー法(カリフォルニア州刑法 § 1546 以降)の遵守 

• あらかじめ告知に基づく同意をしている場合は、情報が削除されると研究成果を不可能に

する、または重大な被害を与える時は、すべての他の倫理またはプライバシーの法律を遵

守して、公益に基づいて、公開またはピアレビューを受けた科学的、歴史的、または統計

的な研究を行う 

• これまでのユーザーとの関係に基づき、消費者の期待に合理的に合致しているような社内

利用のみを有効にする 

• 法的義務を遵守 

• 提供された状況に合わせて、情報をその他社内及び法的用途のみに用いる 

 

CCPA下での権利の執行 

上記に記載した、消費者アクセス、データ携帯性、及び削除申請権を執行するには、下記の連絡

方法に記載した情報を用いて、Eメールまたは郵便で、確認可能な消費者申請をお送りください。 

あなた自身、またはあなたの代理人としてカリフォルニア州務長官に登録されている者だけが、

個人情報に関連する確認可能な消費者申請を行うことができます。ご自分の未成年のお子さんに

代わって確認可能な消費者申請を行うこともできます。 

情報へのアクセスまたはデータの携帯性に関する確認可能な消費者申請は12か月で2度までしか

行うことができません。この確認可能な消費者申請は、次を満たさなければなりません: 

• あなたが個人情報を集めているご本人、またはその許可を持つ代理人、と合理的に確認で

きるような十分な証拠を提供 

• 適切に理解、評価、対応できるように、申請内容を十分な詳細で説明すること 

  



もしあなたのアイデンティティーや、あなたが申請を行い、あなたに関する個人情報を確認する

権限を持つと確認できなければ申請に対応したり個人情報を提供することはできません。確認可

能な消費者申請を行うには、アカウントを作成する必要はありません。確認可能な消費者申請で

提供された個人情報は、申請者の身分確認または申請の権限を確認するためだけに使われます。 

 

返答期限とフォーマット。私たちは、確認可能な消費者申請を受領後45日以内に行おうと考えて

おります。もしもっと時間が必要であれば(90日まで)、その理由と延期期間を書面でお知らせし

ます。もしアカウントをお持ちであれば、返信はそのアカウントあてに行います。アカウントを

お持ちでなければ、ご希望により、書面による返答を郵便または電信版にてお届けします。ご提

供する開示は確認可能な消費者申請の受領前12か月間のみになります。もし申請に対応できない

場合は、返信でその理由をご説明します。データ携帯性申請では、情報を一機関から別の機関へ

問題なくご送信いただけるように、個人情報をお伝えするのにすぐに使えるフォーマットをお選

びします。 

 

高価、反復的、全く根拠のないものでない限り、確認可能な消費者申請を処理または対応するの

に料金はいただきません。もし申請の対応には手数料が必要と判断した場合は、申請に対応する

前に、そのような決定を下した理由と費用の見積もりをお知らせします。 

 

個人情報売却オプトアウトの権利。当社は個人情報を売ることはしませんが、あなたにはいつで

も個人情報を売却しないようにと指示する権利があります。これらの権利を執行するには、あな

た（または権限を持つ代理人）は情報売却禁止 のウェブページにアクセスして申請していただく

ことができます。 

 

差別禁止。私たちはあなたがCCPA権を執行されても、差別しません。CCPAで許されない限り、

以下のことをしません: 

• 製品やサービスの提供を拒否する 

• 値引きや他の特典、または罰金の適用を含め、あなたに製品やサービスの異なった価格を

請求する 

• 異なったレベルや品質の製品やサービスを提供する 

• 製品やサービスで価格が異なる、または製品のレベルまたは品質が異なるかもしれないと

提言する 

 

データの保存 

OSIsoft はこのプライバシーポリシーに記載された目的遂行のとおり、または該当する法律や規定

で必要な限り個人情報を保存します。また、法的義務を遵守し、紛争を解決し、合意内容を追求

するためにも個人情報を維持し、使わせていただきます。 

 

オプトアウト 

わたしたちは皆さんのプライバシーや、情報を私たちまたは第三者tご共有なさるれとご自分でき

められることを尊重します。個人情報の共有から「オプトアウト」をご希望なら、複数の方法が

あります。当社サイトで何らかの機能やサービスをお選びの際、その機能やサービスに関連して、

オプションの個人情報をご使用になるかお決めになることができます。私たちから希望しないお

知らせを受け取った時は、登録プロフィールのオプションを変更して、これらの連絡から今後オ

プトアウトできるのです。あるいは、当社サイトに登録せず、個人情報を提供しないことによっ

て個人情報の提供から完全に「オプトアウト」することもできます。 

 

また、こちら をクリック、またはEメールでのご連絡に含まれていたオプトアウト/登録解除のリ 
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ンクをクリックして、当社からのお知らせを登録解除することもできます。 

しかし、当社サイトの一部及び当社サイトで提供されている一部のサービスは、アクセスするた

め、またはこれらのエリアやサービスをご利用になるために、ご登録いただかなければなりませ

ん。もしご登録なさらない、または一部情報をご提供にならないと、これらにはアクセスできま

せん。 

 

いつでも、当社からのお知らせに再度お申込みになりたいときは、こちらをクリックして、オプ

トインを選択なさってください。 

 

ご自分の情報へのアクセス、訂正、及び削除 

ご希望があれば、OSIsoft は当社が何らかの個人情報を保持するかどうかについて情報をお伝えし

ます。「データプライバシー」を題名の箇所にお書きになり、privacy@osisoft.com までメール

を送っていただければ、以前当社に提供なさったどんな個人情報についても、レビュー、訂正、

削除、または修正をお求めになることができます。お問い合わせには妥当な時間内にご返答させ

ていただきます。 

 

セキュリティー 

OSIsoft にご提供いただいた個人情報のセキュリティー、完璧性、プライバシーを確保するために、

OSIsoftでは業界基準以上の安全措置を維持しています。しかし、インターネットを通じて送信さ

れる情報のセキュリティーを完全に保証することはできません。OSIsoft はインターネットを通じ

てのやりとりの傍受や中断、または情報の変更や損失について責任を持ちません。 

 

OSIsoftサイトのいかなるパスワードで保護されている及び/または安全なエリアへのアクセスやご

利用は許可されたユーザーに限られています。あらゆるOSIsoft サイトでパスワード保護された、

または安全なエリアにアクセスするのに関連したパスワード、ユーザーID、または他の認証方法

のセキュリティーを維持するのはユーザーの責任です。あなたとあなたの情報を守るために、セ

キュリティーの侵害が疑われる時は、通知なしで、調査によって、OSIsoft はウェブサイトのご利

用を停止させていただくことがあります。個人情報のセキュリティーに関してご質問があれば、

privacy@osisoft.comにご連絡してください。 

 

連絡方法 

当社プライバシーポリシーについてのご質問やコメントは、Eメールにてprivacy@osisoft.com

までご連絡いただくか、下記の住所へご郵送ください:  

 
OSIsoft, LLC  
Attn: Legal Department – Privacy  
1600 Alvarado Street  
San Leandro, CA 94577  
United States  
 

有効日及び更新 

このプライバシーポリシーは 2020年 9月 15日から有効です。OSIsoft は、いつでも、当社唯一

の裁量により、このページに変更のお知らせを掲載することによって、このポリシーの条件を変

更する権利を有します。重大な変更を行う際は、変更が有効になる前に、Eメール（アカウント

に特定されているメールアドレスに送付）、またはこのウェブサイト上の通知によって、お知ら

せします。変更通知を記載した後に当社サイトを継続してご利用いただく、または個人情報をご

提供いただくことにより、それらの変更に法的拘束力を持って同意いただいたことになります。

このページは定期的にご覧いただき、プライバシー保護に関する最新情報をご理解いただくこと

をお勧めします。 
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