
 

 

Solidigm のプライバシーポリシー 

アップデート: 2022 年 10 月 

本ポリシーに関して 

本プライバシーポリシー（以下「本ポリシー」）は、Solidigm（所在地：3101 N. First Street, San 

Jose, CA 95134）（以下「Solidigm」または「当社」）がデータ管理者として、お客様の個人情

報（以下「PI」）をどのように収集、処理、使用するかについて詳細に説明しています。 

本ポリシーにおいて、PI とは、識別可能な自然人を特定し、それに関連し、または合理的に関

連付けることができるあらゆる情報を意味します。本ポリシーは、Solidigm が収集する PI、お

客様が Solidigm と共有する PI、または Solidigm のウェブサイト、その他のアプリケーション

（モバイルアプリケーションを含む）、およびその他のお客様とのデジタルなやりとり（以

下、「Solidigm のサービス」）を通じて収集される PI に適用されます。  

本ポリシーは、2022 年 10 月に Solidigm が行ったウェブサイトへの変更に伴い、Solidigm の以前

のプライバシーポリシーをアップデートしたものです。 

Solidigm のその他のプライバシーに関する通知と補足事項 

あなたが Solidigm の採用候補者である場合、あなたの採用情報がどのように処理されるかにつ

いては、当社の採用担当者向けソリューションである SmartRecruiters の採用候補者プライバシ

ーポリシーをご覧ください。 

あなたが Solidigm のスタッフ（社員または契約社員）またはリーダーである場合、あなたの人

事情報がどのように処理されるかについては、Solidigm のイントラネットサイト Driveway の人

事情報保護方針をご覧ください 

Solidigm が収集する情報のカテゴリー 

Solidigm は、製品やサービスの提供、リクエストへの対応やカスタマーサポート、法的義務や

契約上の義務の履行、製品の開発や構築のため、事業運営の一環として PI を収集することがあ

ります。また、お客様が Solidigm 製品の注文、カスタマーサポートへの連絡、イベントや出版

物への登録などの際に、Solidigm に PI を提供する場合があります。また、Solidigm は、お客様

が Solidigm のサービスや弊社ウェブサイトを利用される際に、情報を収集します。また、当社

は、第三者から PI を収集することがあります。 

• お客様が Solidigm に自発的に提供した情報。Solidigm のニュースレターの購読、

Solidigm のアカウントの作成、購入、Solidigm からの情報の要求の際に、Solidigm はお客

様の要求を満たすために、連絡先、請求先、配送、通信情報、アカウント ID または資

格情報などの情報をお尋ねすることがあります。 

 

また、Solidigm は、単独またはパートナーと共に、調査、分析、歴史的、科学的研究に

従事することがあります。そのような努力の一環として、Solidigm は個人の参加を募

り、同意を得た上で自発的に情報を共有することがあります。Solidigm がこのような研



 

 

究のために第三者から PI を受け取る場合、当社は、PI が責任ある合法的な方法で収集

されたことを検証するプロセスを実施します。 

 

お客様が当社または当社のサービスプロバイダーに他人に関する PI を提出する場合、

お客様は、その権限があること、および当社が本プライバシーポリシーに従ってその PI

を使用することを許可することを確認する責任を負います。 

 

• デバイスと製品/サービスのオペレーション。お客様がソフトウェアやアプリなどの特

定の Solidigm サービスをダウンロードし使用する場合、Solidigm はソフトウェアやアプ

リがいつ弊社のサーバーにアクセスしたか、ソフトウェアやアプリの使用によりどのよ

うな情報やファイルがダウンロードされたか、使用中にソフトウェアやアプリとどのよ

うにやりとりしたかなどの使用データを追跡し収集する場合があります。Solidigm は、

お客様が Solidigm サービスをどのように利用されているかを理解し、お客様に最高の体

験を提供するために、これらの情報を収集することがあります。また、セキュリティの

ために利用することもあります。当社は、お客様が使用する複数のデバイスから収集し

た情報を、お客様またはお客様の他のデバイスについて当社が収集した他の情報と関連

付けることがあります。 

 

また、Solidigm が使用するコンピューティングデバイスには、デバイスの動作に関する

情報を収集する処理チップなどの技術が埋め込まれている場合があります。この情報に

は、以下のものが含まれる場合があります: 

o オペレーティングシステムの種類とバージョン、ハードウェアのバージョン、デ

バイスの設定、ソフトウェアの種類、バッテリーおよび信号強度、画面解像度、

デバイスのメーカーおよびモデル、言語、インターネットブラウザの種類とバー

ジョン。また、お客様が使用しているコンピューティングデバイスの Solidigm サ

ービスの名前とバージョンも収集されることがあります。 

o GPS、Bluetooth、Wi-Fi 信号などによる地理的な位置情報。 

o 携帯電話会社や ISP の名前、ブラウザの種類、言語、タイムゾーン、携帯電話番

号、IP アドレスなどの接続情報。 

他のアプリケーションによるこの情報へのアクセス、およびデバイスから Solidigm また

は他のサービスプロバイダーへのこの情報の送信は、デバイス上で実行されているオペ

レーティングシステムまたは他のソフトウェアによって制御される場合があります。 

場合によっては、Solidigm の技術が製品またはデバイス内で使用され、PI を収集するこ

とがありますが、Solidigm と共有することはありません。この情報は、製品またはデバ

イスの製造者によって収集する場合があります。製造者がお客様の情報をどのように収

集し使用するかを理解するためには、その製造者が発行するプライバシー通知、プライ

バシーポリシー、または関連する条件を読む必要があります。 

 

Solidigm サービスは、お客様の IP アドレスや GPS から推測される地理的な位置情報、お

客様が Solidigm サービスにアクセスする際に位置情報サービスを有効にすることを選択

した場合など、お客様のサービスの利用方法に関する情報も収集することがあります。 

 



 

 

Solidigm のサービスがより機密性の高いお客様の PI を使用する場合、Solidigm は付随す

るメニューや設定で設定されたお客様の希望に沿うようにします。 

 

• 第三者からの情報。 Solidigm は、パートナー、ベンダー、サプライヤー、その他の第三

者を通じて情報を取得します。当社が情報を取得する第三者は、通常、法人企業であ

り、当社が事業を行ういずれの地域にも所在している可能性があります。これらの企業

は、大きく分けて以下のようなカテゴリーに分類されます: 製品販売会社、第三者サポ

ートサービスプロバイダー、広告及びマーケティング会社、データセット及び情報ベン

ダー、公共データベースプロバイダー、ビジネスパートナー、製品又はサービスのプロ

バイダー、イベント又は展示会のベンダー、リサーチパートナー、Solidigm サービス又

は Solidigm サービスを含む第三者提供物を導入している企業。当社は、これらの関係者

がお客様の PI を Solidigm に開示することを法的に許可されていることを確認する合理的

な手段を講じます。また、当社は、事業活動の一環として、パートナーを通じて情報を

取得したり、パートナーと共同でデータセットを作成したりすることがあります。この

カテゴリーのデータは、アルゴリズムやデータモデルの改善、製品のテストや改善、既

存製品の強化、新しい機能や性能の開発などの作業に使用されます。場合によっては、

お客様から直接収集したものや、お客様が Solidigm サービスを利用することで収集した

ものを含む、複数の情報源から得た PI を組み合わせることがあります。 

 

• Solidigm のウェブサイトとサービスからの情報。 Solidigm は、次の 3 種類のウェブサイ

ト PI を収集、処理、使用することがあります: 

 

• お客様が Solidigm に提供する情報: Solidigm は、ビジネスパートナーやサービスサプ

ライヤーを通じて、お客様が Solidigm やその関連会社に直接提供した PI を収集しま

す。例えば、Solidigm のビジネスパートナーは、サポートを求めるお客様とのやり

取りの際に PI を収集し、Solidigm の採用担当者は、お客様が募集中の職種に関心を

示した際に PI を収集し、Solidigm のニュースサービスは、お客様が新規リクエスト

フォームに入力した際に PI を収集します。お客様が Solidigm に提供する PI の種類に

は、お客様のお名前、メールアドレス、住所、電話番号、またはその他の情報が含

まれる場合があります。 

 

• Solidigm が自動的に収集する情報:お客様が本ウェブサイトのサービスをご利用にな

る際、Solidigm は自動的に以下のような PI を収集することがあります: 

o ログデータ: 多くのウェブサイトと同様に、Solidigm は特定の PI を自動的に

収集し、ログファイル (以下「ログデータ」) に保存します。ログデータに

は、インターネットプロトコルアドレス、該当するユーザー名、ブラウザの

種類、デバイス識別子、ジオロケーションデータ、インターネットサービス

プロバイダーの識別情報、参照/終了ページ、オペレーティングシステムの

識別情報、日付/タイムスタンプ、クリックストリームデータ、その他の使

用データなどが含まれることがあります。Solidigm は、ログデータをお客様

について収集した他の PI と組み合わせることがあります。その際、Solidigm



 

 

は、Solidigm のウェブサイトやサービスの利用状況の監視、セキュリティ目

的、または技術管理のためにログデータを使用することがあります。 

o デバイス情報: Solidigm は、ハードウェアモデル、オペレーティングシステ

ム、バージョン、デバイス識別子、モバイルネットワーク情報など、お客様

がウェブサイトサービスを利用するために使用する特定のデバイスに関する

PI を収集する場合があります。 

o 位置情報: Solidigm サービスは、お客様のウェブサイトを改善するために、お

客様の IP アドレスや言語選択 GPS から推測される位置などの地理的な位置

情報を収集することもあります。お客様は、デバイスの設定を変更すること

により、お客様のデバイスの位置情報の使用又は共有を許可するか否かを選

択することができますが、お客様がそのような使用又は共有を拒否すること

を選択した場合、当社はお客様にパーソナライズされた Solidigm のサービス

及びコンテンツを提供できない場合があります。 

• トラッカーが収集する情報: Solidigm はデータ収集ツール（以下「Cookie」、セ

ッション、または類似の技術を含みます）を使用する場合があります。Solidigm

ウェブサイトのフッターにある「Cookie の設定」をクリックすることで、Cookie

の選択を調整することができます。  

o 機能性: 第三者の cookie は、当社のウェブサイトの機能をサポートし、ユ

ーザーが当社のサービスやウェブページと対話するために使用します。

例としては、Amazon、pr.co、SmartRecruiters、TructArc などがあり、これ

らのサービスがサポートするサービスをユーザーが利用する際に、これ

らのサービスが利用されます。 

o 必須 cookie: Solidigm は、ウェブサイトの運営に必要不可欠な契約当事者

の cookie を使用しています。  

o アナリティクス cookie: Solidigm は Adobe Analytics を使用してウェブサイ

トのトラフィック情報を収集し、Solidigm がウェブサイトサービスの改

善と機能性のサポートを行えるようにします。 

o Solidigm は、限られた地域で Google Analytics のサービスを使用していま

す。これらのウェブサイトツールは、ウェブサイトのトラフィック情報

を収集し、サービスは Solidigm に集約された形式で分析を提供します。

ウェブサイトブラウザサービスプロバイダを使用して、これらのサービ

スが Solidigm のウェブサイトでのユーザーの活動を収集しないようにす

ることができます。https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/をご覧くだ

さい。 

 

• 子供のプライバシー。Solidigm は、確認可能な親の同意なしに、意図的に 18 歳

未満の子供から PI を収集したり勧誘したりすることは ありません 。Solidigm

は、18 歳未満のウェブサイトサービスの利用者が、検証可能な親の同意なしに

PI を Solidigm に提出したことを知った場合、その PI を永久に削除します。あな

たが保護者である子供が、あなたの同意なしに Solidigm に PI を提供しているこ

とに気づかれた場合は、DSRequests@Solidigm.com までメールをお送りくださ

い。 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__tools.google.com_dlpage_gaoptout_&d=DwMFAg&c=t3lWmpkR7R5WvkB3-rDjug&r=r9z_G4BCS-Q2Ais5Noyl8BVm1P7qHkq63BE5d8zK8vA&m=PCXlfbqWWSB1-G3DA73n0z3l1fxH2ZR-Ilhrq1d8PybKWJmYawEBY5pP8xVh4YJm&s=VRg9S2wlbBLPyLWUjb7n-xmCUA8gFOnK0LLsWr-BUjw&e=
mailto:DSRequests@Solidigm.com


 

 

 

お客様の PI に関するお客様の選択と権利。Solidigm のビジネスパートナーや第

三者サービスプロバイダーは、オンラインツールやその他の手段でお客様の PI

を収集することがあります。これらのビジネスパートナーや第三者サービスプロ

バイダに関して、お客様が何らかの権利を有しているかどうかを確認するために

は、対象の企業に直接お問い合わせください。 

o ウェブサイト解析サービスプロバイダー向け: ウェブサイトブラウザサー

ビスプロバイダを使用して、これらのサービスが Solidigm のウェブサイ

トでのユーザーの活動を収集しないようにすることができます。 

o テクニカルサポートプロバイダーについては、インテルのプライバシー

に関するお知らせをご覧ください。 

o 採用応募サービス提供者の情報については、以下の SmartRecruiters 

Candidate プライバシー・ポリシーをご覧ください

https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/。 

o ニュースルーム配信サービス提供者の情報については、PR.CO のプライ

バシーポリシーをご覧ください https://www.pr.co/privacy-policy。 

o コミュニティへの参加については、Khoros のプライバシーポリシー 

https://khoros.com/privacy をご覧ください。 

個人情報の収集と利用目的について 

Solidigm は、法律、ビジネス、マーケティングなどの一般的な目的、ウェブサイトサービスの

提供、弊社のビジネスの成長、維持、管理に関連するものを含むその他の合法的なビジネス目

的のために PI を収集し、使用することがあります。これらの「処理目的」には、当社の内部運

営と管理、ユーザーとのコミュニケーションと Solidigm サービスに関するユーザーの要求の実

行、広告とマーケティング、Solidigm サービスの機能とセキュリティの監視と維持、Solidigm サ

ービスの改善、開発、強化、その他の提供が含まれます。具体的な例としては、以下のような

ものがあります: 

• コミュニケーションをとるために。 Solidigm は、メッセージの送信、Solidigm のアカウ

ント設定、注文処理、製品に関する情報のリクエストへの対応、製品の発送、支払い処

理、カスタマーサービスのリクエストへの対応、セキュリティアップデートやポリシー

の変更、購読の終了に関するアラートの提供、製品、サービス、イベントに関する情

報、ニュースレターやホワイトペーパーなどのマーケティング資料、その他マーケティ

ング活動のために PI を利用する場合があります。また、当社は、時折、調査を実施し

たり、重点的な調査や研究を行ったりすることがあり、その際には、参加するためにお

客様が自発的に PI を共有することが必要となる場合があります。これらの活動には、

通常、お客様の PI の具体的な使用に関する追加情報が含まれる場合があり、それに対

してお客様が承認するよう求められる場合があります。 

 

• 事業活動のために。当社は、会計、監査、請求、調整、回収などの業務を遂行するため

に、PI を使用します。お客様の PI の使用に依存するその他の業務目的には、犯罪また

https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/
https://www.pr.co/privacy-policy


 

 

は詐欺の監視および防止、当社の法的権利の保護、契約上の義務の履行が含まれる場合

があります。   

 

• 法令遵守のために。当社は、政府の制裁審査、調達規制、プライバシー法、政府の調

査、企業の監督、法律顧問やその他の専門家の相談を求めるなどの要件を満たし、法的

プロセスに協力することを含め、適用される法律や規制に準拠するために PI を使用す

る場合があります。 

 

• 技術とセキュリティのために。 当社は、Solidigm の情報技術およびセキュリティポリシ

ーとプロトコルを維持するために PI を使用することがあります。これには、お客様の

身元確認とサポートの提供、データの保護、サイバー脅威の監視、その他の情報セキュ

リティの目的が含まれます。 

 

• Solidigm 関連のリクエストに誘導するために: Solidigm は、サポートサービスや製品の調

達、販売を行う当社のビジネスパートナーをご案内します。また、Solidigm は、当社の

業務をサポートするオンライン採用応募サービスプロバイダーなどをお客様にご案内し

ます。 

 

• Solidigm サービスの機能、開発、改良のため。 当社は、Solidigm サービスの提供、提

供、パーソナライズ、改善のために PI を使用することがあります。IP アドレスなどの一

部の PI は、ネットワーク接続の提供、Solidigm サービスの利用レベルの測定、サーバー

問題の診断、セキュリティ機能の提供のために、お客様のデバイスと通信するために使

用することがあります。お客様の PI の使用に依存するその他の事業目的には、新しい

製品、サービス、技術のテスト、修正、改善、開発に関連するデータ分析、および傾向

の特定が含まれる場合があります。お客様が位置情報対応の Solidigm サービスをご利用

になる場合、Solidigm は衛星、通信タワー、Wi-Fi 信号を用いて接続機器の物理的位置を

収集し、お客様に位置情報に基づいた Solidigm サービスとコンテンツを提供する場合が

あります。 

 

• 製品アップデートとレポートについて。Solidigm サービスは、ソフトウェアのアップデ

ートやレポートを提供したり、Solidigm サービスが正しく動作しているかどうかを確認

するために PI を使用することがあります。アップデート機能は、お客様のシステムま

たはデバイスに関連する最新のセキュリティ、バージョン、機能、オプションおよびコ

ントロールをお客様に提供するために、ファイルをリフレッシュ、アップデート、また

は最新化する必要があるかどうかを確認する場合があります。当社は、パフォーマンス

を分析し、Solidigm サービスの改善と保守を行うために PI を利用することもあります。 

 

• 広告、マーケティング向け。 Solidigm がマーケティングやコミュニケーションの目的で

PI を収集する場合、マーケティングやコミュニケーションの取り組みに関連する活動の

ために PI を処理します。例えば、 当社は、お客様の端末の物理的な位置情報を、お客

様が閲覧した広告に関する情報および当社が収集したその他の情報と組み合わせて、パ

ーソナライズされたコンテンツを提供し、広告およびマーケティングキャンペーンの効



 

 

果を調査するために使用することがあります。お客様は、デバイスの設定を変更するこ

とにより、お客様のデバイスの位置情報の使用又は共有を許可するか否かを選択するこ

とができますが、お客様がそのような使用又は共有を拒否することを選択した場合、当

社はお客様にパーソナライズされた Solidigm のサービス及びコンテンツを提供できない

場合があります。 

 

• その他。 当社は、Solidigm の運営および/または Solidigm の企業変更（合併、買収、支

配権の変更、資産の譲渡、個人データの譲渡など）に合理的に必要なその他のすべての

正当な目的のために PI を使用することができます。 

当社の使用に関する法的根拠  

世界の特定の地理的地域では、例えば欧州経済領域など、PI を収集し使用する当社の法的根拠

を通知する必要があります。この情報は、これらの法律が要求する範囲内で提供されます。 

Solidigm は、データ対象者に商品やサービスを提供するのではなく、会社や企業などの事業体

にのみ提供します。  

上記の PI の収集および使用に関する当社の法的根拠は、当該 PI および当社がそれを収集する

特定の状況によって異なります。当社は、上記の処理目的に記載された当社の正当な利益に基

づき、または契約もしくはその他の類似の約束を履行するため、あるいはお客様の PI に適用さ

れる法律および制裁審査などの当社の法的規制義務を満たすために必要な処理を遵守するた

め、あるいは必要な場合には処理目的に対するお客様の同意に基づいて PI を処理する場合があ

ります。 

個人情報にアクセスできる人 

Solidigm は、当社の関連会社、認定サプライヤー、ビジネスパートナーを通じて、Solidigm サー

ビスの一部を提供します。Solidigm は、処理目的のために、以下のように Solidigm の関連会社

を含む第三者とお客様の PI を共有することがあります: 

• Solidigm およびその関連会社: Solidigm が提供するサービスを通じて、Solidigm またはそ

の関連会社や代表者とのコミュニケーションは、Solidigm の社内ポリシーおよび適用法

に従って監視および検討されるものとします。これらのサービスの処理目的には情報の

入力が必要なため、Solidigm はお客様の PI を社内で共有することがあります。   

 

• ビジネスパートナー、請負業者、データ処理業者へ:Solidigm は、ビジネスパートナ

ー、データ処理業者、第三者のベンダー、サプライヤー、請負業者、その他のサービス

プロバイダーに PI を提供することがあります。これらの業者は、Solidigm のサービスに

対する要求の実行、Solidigm への注文に関する連絡、Solidigm のサービスの実行、運

営、サポートに関連して、マーケティングやコンサルティングサービス、その他正当な

ビジネスニーズとの関連で適切に PI を使用する場合があります。ベンダーには、ウェ

ブサイトのホスティング、データ分析、IT サービス、監査なども含まれます。Solidigm

は、オンライントレーニング、セミナー、ウェビナーを主催または促進するサービスプ

ロバイダー、メール配信サービスやその他のテクノロジープロバイダー、Solidigm のマ



 

 

ーケティング資料、技術サポートサービス、その他の製品、サービス、その他の情報の

提供を支援する第三者に対して、PI を開示することもあります。必要な場合、これらの

ビジネスパートナー、請負業者、データ処理業者は、お客様の PI を保護するために適

切な技術的および組織的措置を導入し、処理目的のいずれかを満たすために指示された

場合にのみそれを処理する契約上の義務を負います。 

 

• ウェブサイト利用者のために、第三者プロバイダーへ:Solidigm は、マーケティング調

査やデータ分析を行う第三者とウェブサイト利用者の PI を共有することがあります。

これには、Solidigm のウェブサイトサービスの検討や管理を容易にするためのツールや

コードを提供する第三者も含まれます。 また、一部のウェブサイトサービスは第三者

によって実施されていますが、その点については言及しています。これには、

SmartRecruiters による求人への応募、Khoros による「コミュニティ」への参加、

TrustArc によるクッキーの設定、pr.co によるニュース購読の申し込みが含まれます。  

 

• 規制当局、法的機関、その他の第三者へ:これには、裁判所やその他の法的機関、独立

した外部のアドバイザー、社内のコンプライアンス、調査チームなど、処理目的の達成

に必要な場合にのみ適用される機関が含まれます。 

 

• データ処理業者へ:Solidigm は、処理目的の達成に必要な場合にのみ、真摯に選択したデ

ータ処理業者に PI を提供します。これらのデータ処理業者は、従業員福利厚生サービ

ス、人事コンプライアンスサービス、給与サポートサービス、従業員出張管理サービ

ス、採用または労働力管理に関する指示を実施することがあります。 

 

• パートナーへ。 Solidigm は、サプライヤーやベンダーではない第三者と、マーケティン

グプロモーション、共同製品や調査研究、掲示板やブログ、その他の共有プラットフォ

ームのようなサービスを提供するために協力することがあります。このような場合、追

加の条件またはプライバシーに関する通知を提供することがあります。本ポリシーに記

載されていない第三者または用途のために、当社は合法的な根拠がある場合にのみお客

様の情報を共有します。 

 

• 広告およびマーケティングのための第三者への提供。 当社は、広告およびマーケティ

ングコンテンツの作成、配信、コンテンツサービスの提供、およびよりパーソナライズ

された広告の提供やキャンペーンの効果に関する調査のために、当社の第三者である企

業パートナーとお客様の情報を共有する場合があります。Solidigm は、お客様の許可な

く、広告やマーケティングに使用するために、関連性のない第三者とお客様の PI を共

有することはありません。 

 

• 販売、M&A について。 当社は、組織再編、合併、販売、合弁事業、譲渡、当社の事

業、資産、株式の全部または一部のその他の処分（破産手続きまたは類似の手続きとの

関連も含む）など、予定されているまたは実際の企業取引の一環として PI を開示する

場合があります。 

 



 

 

• 研究、調査のため: 当社は、当社の技術または当社の技術の使用を様々な分野で改善す

るための研究、および新しい用途の特定または新製品の設計を行うために、共同研究パ

ートナーに PI を開示することがあります。 

記録保持 

Solidigm は、 本プライバシーポリシーに記載された処理目的を遂行するために必要な期間、ま

たは適用法および Solidigm の手続きで必要とされる期間、お客様の PI を保持します。ただし、

適用する法律により異なる保存期間が要求される場合、Solidigm は適用する記録保存期間を延

長または変更する権利を有します。 

Solidigm は、処理目的のために必要でなくなった場合、または上記のとおり、お客様の PI を永

久に削除します。Solidigm は、本プライバシーポリシーに基づき、保持された PI を引き続き処

理（使用、開示、保存を含む）します。  

PI の安全性を確保するための措置 

Solidigm は、PI の安全を確保するために以下のような対策をとっています: 

• 経営的な施策: 社内管理計画の策定、実施、従業員への定期的な教育など。; 

• 技術的な施策: PI 処理システム等へのアクセス権管理、アクセスコントロールシステム

の設置、個人を特定できる情報の暗号化、セキュリティプログラムの設置、および 

• 物理的な施策: IT チームやデータ保管室などへの入退室管理。 

お客様の PI に関するお客様の選択肢と権利 

適用される法律や管轄区域によっては、お客様は Solidigm に提供した PI に関して一定の権利を

有する場合があります。これらの権利は、国によって異なる場合があります。ここをクリック 

すると、これらの権利を提供する法域について知ることができます。  

一般的には、以下のような権利が記載されています: 

• アクセス権:お客様は、お客様の PI が処理されたかどうか、処理された場合はどのよう

に処理されたかを Solidigm に確認する権利があります。これには、その PI へのアクセス

を要求する権利も含まれます。これには、その PI へのアクセスを要求する権利も含ま

れます。 

 

• 修正に関する権利:お客様は、お客様に関する不正確または不完全な PI を修正する権利

を有する場合があります; 

 

• 消去する権利: あなたは Solidigm に対して、Solidigm の通常の記録保持方針とは別に、あ

なたに関する PI を消去する権利を有する場合があります; 

 

• 処理を制限する権利:限られた状況下ではありますが、お客様は Solidigm に対し、お客

様の PI の取り扱いを制限することを要求する権利を有します。ただし、Solidigm が処理



 

 

目的のために PI を処理する場合、Solidigm にはその PI を処理する正当な利益があり、

それはお客様の要求より優先される場合があります。; 

 

• ポータビリティの権利: お客様は、Solidigm に提供した PI を、構造化され、一般的に使

用され、機械で読み取り可能な形式で受け取る権利、また、その PI を他の事業体に送

信する権利を有する場合があります; 

 

• 異議申し立ての権利および自動化した意思決定に関する権利: 特定の状況下では、お客

様はプロファイリングの疑惑を含む PI の処理に対していつでも異議を申し立てる権利

を有し、Solidigm はお客様の PI の処理を中止するよう要求される場合があります。これ

には、Solidigm が行った自動化された決定に関して、お客様が意見を述べたり、自動化

された決定に異議を唱えたりするための、お客様による人的介入の要求が含まれる場合

があります; そして 

 

• 同意を撤回する権利:お客様は、Solidigm に対してご自身の PI を使用することに同意さ

れた後、いつでもその同意を撤回することができます。ただし、同意を撤回しても、

Solidigm が撤回前に行った処理、または他の法的根拠に基づく PI の処理の合法性に影響

を与えることはありません。 

また、特定の法域の個人は、当該法域の管轄データ保護監督機関に苦情を申し立てる権利も有

しています。 

これらの権利の一つ以上を有する個人およびその法定代理人は、こちらをクリックして権利を

行使することが出来ます。Solidigm は、データ主体の代理人から依頼された場合を含め、依頼

者の身元を確認する権利を有します。また、Solidigm は、Solidigm の対応を支援するため、ま

た、Solidigm が個人の PI を探し出すために、追加で詳細を求める権利を有します。 

その他プライバシーに関する情報 

以下では、この通知の変更の伝達方法や国際的なコンプライアンスなど、お客様が重要と思わ

れる追加情報をご覧いただけます。 

• 国際的なコンプライアンス。Solidigm は、米国に本社を置くグローバル企業です。処理

目的のために、Solidigm は、米国にある Solidigm 本社のシステム、および必要に応じて

他の安全な場所でお客様の PI を処理し、保管します。そのため、当社は、米国と他の

国にある当社の関連会社および子会社との間でお客様の PI を移転することがありま

す。また、当社は、お客様の PI を、お客様とは異なる国に所在する当社の第三者サー

ビスプロバイダーに転送する場合があります。また、当社は、お客様の PI を当社の主

要なデータセンターに転送し、様々な国で処理させることがあります。   

Solidigm からの PI の受取人が欧州経済領域および英国（以下、総称して「EEA」）以外

に所在し、この移転が欧州から米国への PI の移転に適用される適切なメカニズムに従

う場合、Solidigm はデータ移転契約の形で適切な保護を行っています。処理のために PI

を外国の司法管轄区に移転する場合、その司法管轄区内にある裁判所、法執行機関、お

よび国家安全保障当局がお客様の PI にアクセスすることになる可能性があります。  



 

 

適切な保護措置の説明を求める権利があるかどうかについては、Solidigm プライバシー

プログラム DSRequests@Solidigm.com にお問い合わせください。 

• 第三者のサイトおよびサービス。 本プライバシーポリシーは、プライバシーとセキュ

リティ、データの収集、処理、使用、保存、開示に関するポリシーや慣行を含む、

Solidigm のために運営されていない第三者やその他の組織について言及するものではな

く、当社は責任を負うものではありません。これには以下が含まれます: (a) Solidigm サ

ービスがリンクしているサイトまたはサービスを運営する第三者 - Solidigm サービスへ

のリンクは、当社または当社の関連会社がリンク先のサイトまたはサービスを推奨して

いることを意味するものではありません; または、(b) アプリ開発者、アプリプロバイ

ダ、ソーシャルメディアプラットフォームプロバイダ、OS プロバイダ、ワイヤレスサ

ービスプロバイダ、デバイスメーカー（Facebook、Apple、Google、Microsoft、LinkedIn

など）。Solidigm のサービスやソーシャルメディアページを通して、またはそれに関連

して他の組織に開示する PI を含みます。 

 

• 本プライバシーポリシーの変更。 当社は、当社の業務慣行、Solidigm サービスおよび法

的要件を正確に反映するために、本プライバシーポリシーを変更することがあります。

本ポリシーの上部に記載されている日付は、本プライバシーポリシーが最後に改定され

た日を示しており、改定が掲載されるたびに、この日付がアップデートされます。本プ

ライバシーポリシーの変更は、当社が変更後のプライバシーポリシーを掲載した時点か

ら有効となります。お客様は、当社のプライバシー保護に関する情報を定期的にご確認

ください。 

 

当社のプライバシーポリシーの変更により、適用法に基づくお客様の PI に関するお客

様の権利が実質的に減少する場合、当社は当該適用法の法的要件に従います。変更が実

質的に重要である場合、当社は、例えば、当社のウェブサイトに変更に関する通知を目

立つように掲載したり、電子メールでお客様に通知するなどして、変更に関して適用さ

れる法律を遵守するものとします。 

 

当社へのお問い合わせ 

当社のプライバシー保護についてご質問やご懸念がある場合、またはこの通知に記載されてい

るお客様の権利を行使される場合は、当社のデータ保護責任者に電子メールでご連絡ください

（DSRequests@Solidigm.com）。リクエストには迅速に対応します。 


