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Mobile Endpoint Security プライバシー声明
Lookout は、お客様のプライバシーがお客様のセキュリティと同じく大切なものであると確信してお
ります。そのため、Lookout は、お客様の端末および雇用主のセキュリティの保護を目的として収集
するお客様のデータの取り扱い方法について明確に示します。Lookout, Inc. (以下、「Lookout」または
「当社」と言う) は、当社の Mobile Endpoint Security 製品 (以下、「Endpoint Security 製品」と言う) に
関連する情報取扱業務を記載する、本プライバシーポリシーをお客様に提供します。本プライバシー
ポリシーは、当社の Endpoint Security 製品をお客様がモバイル端末にインストールし有効化すること
によって収集されるお客様のデータを管理するものです。Endpoint Security 製品をダウンロードし有
効化することによって、お客様は、本プライバシーポリシーに記載されているデータの収集、使用、
開示および保存業務について同意することになります。
お客様は、企業に雇用された結果として、以下のいずれかの理由から、Endpoint Security 製品のダウ
ンロードとインストールを行うよう指示を受けていると思われます。(1) 社員全員またはその一部に、
Endpoint Security 製品をインストールする必要がある、または (2) 社員全員またはその一部に、
Endpoint Security 製品を含むモバイル端末管理セットをインストールする必要がある。本プライバ
シーポリシーは、当社の Endpoint Security 製品に関する情報取扱業務のみを対象としていることをご
了承ください。お客様の雇用主 (以下、「雇用主」と言う) またはモバイル端末管理プロバイダー (以
下、「MDM プロバイダー」と言う) のデータの収集、使用、開示およびセキュリティ業務に関して、
または雇用主に代わって当社が収集するデータに関して、お客様においてご質問またはご要望がある
場合、お客様は当該質問および要望については直接それらの当事者へお問い合わせいただく必要があ
ります。
Lookout は、法律の変更、当社のデータ収集と利用の仕方、Endpoint Security 製品の特長、または技術
の進歩を反映させるため、本プライバシーポリシーを随時変更する権利を留保しています。変更に関
しては、本ページを定期的にご確認ください。本プライバシーポリシーの変更の掲載後にお客様が
Endpoint Security 製品を引き続き使用することにより、お客様はそれらの変更を承諾したと見なされ
ます。
当社は、Endpoint Security 製品に関するお客様のご質問に答えるため、本プライバシーポリシーの構
成の最適化に努めています。本プライバシーポリシーには、以下のご質問に対する回答を記載してお
ります。
1. Lookout Endpoint Security 製品とはどのようなものですか？
2. Lookout は、どのようなデータを私のモバイル端末から収集しますか？

中レベルの事業への影響

4 ／ 12頁

法人向けプライバシー声明
3. Lookout が、私の端末にインストールされているアプリケーションの情報を収集する場合、
Lookout は私の電子メールを読んだり調査したりしますか？また、私の写真を見たりします
か？
4. Lookout は、モバイル端末以外からも私に関するデータを収集しますか？
5. Lookout はどのような時に私のモバイル端末からデータを収集しますか？
6. Lookout は私のモバイル端末から収集したデータをどのように使用しますか？
7. Lookout は私のデータを他の人と共有しますか？
8. 私の雇用主が見ることができない情報は何ですか？
9. Lookout は私のデータをマーケティング活動のために使用しますか？
10. Lookout は私のデータをどのようにして保護しますか？また、どのくらいの期間保持 ますか？
11. Lookout は私のデータをどこに保存しますか？
12. データに関する私の権利と選択できることはどのようなものですか？
13. 質問がある場合はどのようにして Lookout へ問い合わせたらよいですか？

1. Lookout Endpoint Security 製品とはどのようなものですか？
Lookout Mobile Endpoint Security (MES) は、モバイル端末からアクセスされる、保護されていないデー
タに関するリスクを最小化することを目的としたモバイル セキュリティ ソリューションです。
Lookout Mobile Endpoint Security ソリューションは、アプリ、端末およびネットワークから発生するモ
バイル脅威を可視化します。Lookout Mobile Endpoint Security は、ヘルプデスクチケットの発行を最小
化しながら、既存のモバイル ソリューションとシームレスに結合し、これを強化します。1 億以上の
センサーからなるグローバル ネットワークを活用しながら、Lookout MES プラットフォームは、人間
による分析では捕捉されない複雑なリスクパターンを特定するために、人工知能も活用します。これ
により、予測検知型のセキュリティを実現します。脅威が検知された場合、Lookout は、従業員と管
理者に改善措置 (アプリのアンインストール、条件付きアクセスなど) を提供します。このソリュー
ションは、Lookout MES と主要な MDM プロバイダーとの統合により実現されています。

2. Lookout は、どのようなデータを私のモバイル端末から収集しますか？
お客様のモバイル端末と雇用主を脅威から保護するために、Lookout はお客様の端末から特定のカテ
ゴリーのデータを収集します。収集するデータには以下が含まれます。
●

モバイル端末のメーカーとモデル

●

モバイル端末の特定の技術設定情報 (端末の画面サイズやファームウェアのバージョンなど)

●

お客様の IP アドレス (IP アドレスからお客様の所在国とジオロケーションが分かることがあり
ます)

中レベルの事業への影響

5 ／ 12頁

法人向けプライバシー声明
●

モバイル端末のオペレーティング システムの種類とバージョン

●

モバイル端末に固有のデバイス識別名

●

端末の構成データ (端末でルートへのアクセス許可を設定しているか、端末のハードウェア制
限が解除されているかなど)

●

モバイル端末にインストールされているすべてのアプリケーションのメタデータ (アプリ名、
アプリのバージョンなどを含むがこれに限定されません)

●

モバイル端末が接続しているネットワークのメタデータ (ネットワークの SID またはネット
ワーク機器の固有 MAC/BSSID アドレスを含むがこれに限定されません)

●

特定の状況において、アプリケーションの複製を収集することもあります

●

端末の製品性能を解析するために使用されるトラッキングツールからのデータ

●

特定のアプリケーションにセキュリティ脅威の可能性があるという Lookout からの警告に対す
る、お客様の対応方法

お客様が、MDM プロバイダーと連携して当社の Mobile Endpoint Security 製品のプライバシー管理機
能を使用する場合、当社はユーザー名やメールアドレスなどの個人情報を収集しません。
なお、当社はサービス提供のために、特定の種類の情報を必要としています。お客様がこうした情報
を提供されない場合、またはその削除を当社に依頼される場合、当社のサービスを利用できなくなる
場合があります。

3. Lookout が、私の端末にインストールされているアプリケーションの情報を
収集する場合、Lookout は私の電子メールを読んだり調査したりしますか？
また、私の写真を見たりしますか？
いいえ。Lookout は、お客様の端末のアプリケーションに関するメタデータやアプリケーション自体
のデータを収集します。そのため、お客様がそれらのアプリケーションに入力したユーザー データ
は収集しません。Lookout は、お客様のモバイル端末のアプリケーションに入力されたいかなるユー
ザー データも収集しないため、お客様の電子メール、テキストメッセージ、写真、動画などのデー
タを収集、読み取り、調査、スキャンすることはありません。

4. Lookout は、私に関する他のデータをモバイル端末以外からも収集します
か？
当社の Mobile Endpoint Security 製品は、MDM プロバイダーとの連携なしにインストールされている

中レベルの事業への影響

6 ／ 12頁

法人向けプライバシー声明
場合、すべての従業員のモバイル端末が特定の電子メールアドレスに関連付けられている必要があり
ます。したがって、お客様の雇用主は、MES サービスを有効化するために、Lookout にお客様の電子
メールアドレスを提供している場合があります。Endpoint Security 製品が MDM ソリューションと統
合され、プライバシー管理機能が有効化されている場合、Lookout はお客様の電子メールアドレスを
収集しません。
お客様が、MDM プロバイダー製品の一部として Mobile Endpoint Security 製品をインストールしてい
る場合、当該の MDM プロバイダーからお客様に関する情報を収集することもあります。MDM プロ
バイダーのプライバシーポリシーの運用については、該当する MDM プロバイダーにお問い合わせく
ださい。
また、お客様が当社に直接連絡して自主的に上記の情報を開示する場合や、当社のパートナーやマー
ケティング担当者などのサードパーティーにお客様が情報を提供する場合、当社はお客様に関するそ
の他の情報を収集することがあります。当社は、お客様に Lookout やその製品およびサービスの最新
情報を提供するためにこうした情報を使用する場合があります。また、Lookout が参加または主催す
るカンファレンスなどのイベントにお客様を招待する場合もあります。

5. Lookout はどのような時に私のモバイル端末からデータを収集しますか？
上記のとおり、Mobile Endpoint Security 製品が、MDM プロバイダーとの連携なしにインストールされ
ている場合、Lookout はお客様の雇用主からお客様の電子メールアドレスを収集します。Mobile
Endpoint Security 製品が MDM ソリューションと連携する形でインストールされ、プライバシー管理
機能が有効化されている場合、Lookout はお客様のメールアドレスを収集しません。お客様が Mobile
Endpoint Security 製品をダウンロード、インストール、有効化した直後に、Lookout はお客様の端末か
らのデータ収集を開始します。お客様がモバイル端末上にアプリケーションをインストールしたり、
アプリケーションにアクセスしたりすると、当社はそれらのアプリケーションをスキャンし、セキュ
リティの脅威が潜んでいないかチェックします。

6. Lookout は私のモバイル端末から収集したデータをどのように使用します
か？
本プライバシーポリシーに規定の通りお客様の情報を使用する法的な根拠は、お客様と雇用主との関
係、および雇用主の使用ケースに応じて異なっており、以下の根拠が含まれます。(a) お客様の個人
情報の使用が、お客様との契約に基づく当社の義務を履行するために必要である (たとえば、雇用主
による雇用契約の履行や、Lookout による本サービス規約［当社のアプリをダウンロードまたは使用
することによりお客様が承諾するもの］の遵守)、または (b) 契約の履行のためにお客様の情報を使用
する必要はないが、当社の正当な利益または雇用主などの正当な利益のためにそうした情報を使用す
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る必要がある (たとえば、Lookout サービスのセキュリティの確保、Lookout サービスの運用、当社お
よび雇用主の社員などの安全な環境の確保、支払いの授受、不正の防止、当社がサービスを提供して
いる顧客について知ることなど)。加えて、法的要件 (適切なデータセキュリティを義務付けるものな
ど) の遵守。
お客様のモバイル端末から収集したデータを使用することにより、当社は、お客様や雇用主への脅威
を検出することが可能となり、また、Endpoint Security 製品やその他の提供製品を改善することがで
きます。モバイル端末のアプリケーションの解析において、当社が以前に解析したことのないアプリ
ケーションを見つけた場合、アプリケーションの一部または全部の複製をダウンロードし、リスクが
潜んでいるかどうかを解析し特定します。セキュリティ リスクのあるアプリケーションについては、
「アンインストールする」か、「そうしたリスクを無視する」かの選択をお客様に提案します。また、
当社は、お客様が選択した (アンインストールまたは無視など) 悪意のあるファイルやアプリケーショ
ンに対する改善措置についても収集し、端末の脅威のリスクレベル (低、中、高など) を分類するため
に、収集したデータを使用することもあります。
法人向け製品として、Lookout MES は、お客様のモバイル端末だけでなく、お客様の雇用主のセキュ
リティを保護するためにも、データを収集します。
また、Mobile Endpoint Security 製品などの当社製品の改善のために、お客様のモバイル端末から収集
したデータと、サードパーティーから収集したデータを組み合わせる場合もあります。こうしたデー
タは、個人を特定できないように処理されます。当社の解析結果を公開する場合、個人を特定できな
いように処理した上で集計結果を公開し、お客様と雇用主のプライバシーを保護します。
データの処理がお客様の同意に基づくものである場合、お客様はいつでも同意を取り下げることがで
きますが、同意取り下げ前に行われた処理の正当性は影響を受けません。同意を取り下げる場合、お
客様の雇用主にお問い合わせください (または、該当する場合には、下記の連絡先から当社にお問い
合わせください)。

7. Lookout は私のデータを他の人と共有しますか？
はい。法人向け製品として、特定のデータは、お客様の雇用主と、またはお客様の雇用主によって当
該データの閲覧権限を付与された者と共有されます。雇用主または権限付与された者は、Mobile
Endpoint Security 製品ダッシュボードを介して、お客様のモバイル端末のセキュリティに関する特定
の情報にアクセスすることが許可されます。お客様の雇用主は、お客様の端末に固有の属性 (端末の
モデル、通信事業者など) を確認することができます。また、雇用主は、当社が悪意があると特定し
たアプリケーションや、雇用主が適用する企業ポリシーに違反するアプリケーションを確認します。
適用される企業ポリシーに対するこうした違反のために、お客様が受ける影響については雇用主にお
問い合わせください。
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お客様が、MDM プロバイダー製品の一部として Mobile Endpoint Security 製品をインストールし有効
化している場合、当社は、お客様のモバイル端末から収集したデータを該当の MDM プロバイダーと
共有する場合があります。
当社は、第三者 (当社の代理として事業関連職務を実施するサービスプロバイダーまたはパートナー、
および当社の企業グループの構成企業を含みます) と、お客様に関するデータを共有することができ
ます。これには、以下を実施するサービスプロバイダーが含まれます。(a) 技術的または操作面での
サポートの提供、(b) ご注文やユーザーリクエスト、雇用主からの要望の遂行、(c) 支払い処理、(d) 当
社オンラインサービスのホスティング、(e) データベースの維持管理、(f) 製品の向上および強化のた
めのデータ解析、および (g) Endpoint Security 製品またはその他の Lookout 製品およびサービスに関す
る、上記以外のサポートまたはマーケティング。当社は、当社が受領する召喚、裁判所の命令、もし
くはその他の法的手続きに応じるために、または、当社の法的権利の獲得や確立、行使、もしくは法
的申立てに対する弁護のために、お客様に関するデータを開示すること場合があります。地域、州、
連邦または海外の司法当局から情報の要請を受けた場合、当社は、そうした要請を雇用主側で処理で
きるよう、当該要請をお客様の雇用主に伝えるよう努めますが、当社は、その要請に対して直接回答
し、当該情報を提供することが法律上適切であると判断した場合には、そのように行為する権利を留
保します。疑いのある違法な活動や詐欺行為、個人の身体的安全を脅かす可能性のある状況、
Endpoint Security 製品に関する本プライバシーポリシー、ライセンス契約またはエンドユーザー契約
の違反に関する調査、防止、措置を行うため、または、Lookout、当社の従業員、ユーザーおよび一
般社会の権利や財産の保護のために、当社がお客様に関するデータの開示が適切であると誠実に判断
した場合、当社はその通り開示する場合があります。これには、お客様の情報を、司法当局、政府機
関、裁判所、その他の機関と共有することも含まれる場合があります。
当社は、合併、組織変更、Lookout の資産の一部もしくはすべての売却、または他社による当社の事
業のすべてもしくは一部に関する資金供給もしくは買収に関連し、お客様に関するデータを共有する
場合があります。

8. 私の雇用主が見ることができない情報は何ですか？
Lookout は、お客様の個人的な電子メール、閲覧履歴、連絡先、カレンダー、個人的なテキスト メッ
セージについて、雇用主が閲覧できるようにはしません。雇用主は、例えばこうした情報が雇用主の
提供する端末やネットワークを介して送信される場合、独自にこの情報へアクセスできる一定の権利
を有する場合があります。ただし、脅威や企業ポリシーに違反するものがアプリケーションに含まれ
ているように見受けられる場合を除き、Lookout は、お客様の端末のアプリケーションの詳細を雇用
主が確認できるようにすることはありません。
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9. Lookout は私のデータをマーケティング活動のために使用しますか？
当社は、お客様のモバイル端末から自動的に収集されたデータを使用して、お客様に製品を販売した
り、第三者とそのマーケティング活動の目的でデータを共有したりすることはありません。当社は、
リサーチを実施し、モバイル端末のセキュリティと脅威についての見通しを提供するために、お客様
の端末から収集した情報を集計することができます。この場合、リサーチのための集計情報は、個人
を特定できないように処理されます。
しかしながら、当社は、お客様が当社に直接か、当社のパートナーおよびマーケティング担当者など
のサードパーティーに提供した情報を使用して、お客様に、Lookout が参加または主催するカンファ
レンスなどのイベントや、Lookout やその製品およびサービスに関する情報を提供する場合がありま
す。

10.Lookout は私のデータをどのようにして保護しますか？また、どのくらいの
期間保持しますか？
当社は、合理的な管理上、技術上および物理的セキュリティ対策を実施し、お客様の情報を不正なア
クセス、破壊または改変から保護します。これらの保護措置は、当社が収集、処理、および保管する
情報の感度や最新技術に対応するようカスタマイズされます。
当社では、不正な情報開示に対する適切な保護措置を講じていますが、インターネット上の送信方法
や電子記憶装置においては 100% の安全を確保できないため、当社は、収集された情報が本プライバ
シーポリシーと矛盾する形で開示されることは決してないと、お客様に保証することはできません。
当社は、製品とサービスをお客様やその他の方々に提供するために必要な場合に限り、または法令
を遵守するために必要な場合に限り、個人情報を保持することを方針としています。当社は、お客様
のアカウントが無効となってから 90 日後に、または、本サービス規約に別段の定めがある場合はそ
れに従って、お客様のデータを削除することができます。情報は、バックアップや事業継続目的で作
成されたコピーに残ることがあります。この場合、すべてのデータは 256 ビットで暗号化された状態
で安全に保存されます。

11.Lookout は私のデータをどこに保存しますか？
Lookout は、サンフランシスコに拠点を持ち、サーバーは米国に置いています。米国外のユーザーか
ら収集された個人情報は、米国に送られます。米国外から Lookout サービスを利用されている場合、
お客様の情報は、当社のサーバーが配置され、データベースが運用されている米国まで送られ、そこ
で保管および処理されている可能性があります。Lookout は、EU 加盟国およびスイスからの個人情報
の収集、使用および保管に関して、米国商務省の定めるプライバシー シールド フレームワークに対
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応している企業として認証されています。プライバシー シールド原則は、このフレームワークへの
参加組織が EU およびスイスから送られてきた個人情報をどのように使用し取り扱うべきかについて
一連の要件を定めています。プライバシー シールドに参加すると、参加者は、米国法の下で執行可
能なこの原則に従うことを約束します。Lookout は、そうした個人情報の通知、選択、第三者移転、
セキュリティ、データの正確性、データへのアクセスおよび執行に関するプライバシー シールド原
則を忠実に守っていることを証明しています。プライバシー シールドの詳細およびプライバシー
シールドの下で現在認証されている組織のリストについては、次の URL から閲覧できます:
http://www.privacyshield.gov。
Lookout がプライバシー シールドの下で情報を受け取り、Lookout の代理人として行為する第三者の
サービス プロバイダーに送る場合には、上記の原則の要件に従って、Lookout は、次の 2 つの条件が
満たされる場合にプライバシー シールドに従い一定の責任を負います。(1) 代理人がプライバシー
シールドに矛盾する形で情報を処理している。(2) 損害を生じさせた事由について、Lookout に責任が
ある。
Lookout のプライバシー保護業務に関してご質問 (プライバシー シールドに関する質問を含みます) ま
たはご不満がある場合には、「ご質問またはご心配な点に関するお問い合わせ (Contact Us if You Have
Any Questions or Concerns)」に記載されているメールアドレスまたは郵便住所を通じて当社にお問い
合わせください。当社は、お客様と協力し、問題の解決に取り組みます。
お客様が、欧州連合のいずれかの加盟国に居住しており、当社のプライバシー保護業務についてのご
心配の点に対する取り組みが不十分であると思われる場合は、当社が指定するプライバシー シール
ド独立請願制度を通じて無償で支援を得ることができます。この制度の詳細については、次の URL か
ら閲覧できます: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield。また、お客様は関係監督機関に苦情を
申し立てることもできます。ただし、まず当社にご連絡いただければ、当社はご心配の点の解決に向
けて全力を尽くします。
欧州連合のいずれかの加盟国にお住いの場合は、解決されない問題に関して、仲裁を申し立てること
もできます。ただし、お客様は仲裁の申立ての前に、次のことを行う必要があります。(1) Lookout に
ご連絡いただき、当社に問題を解決する機会を与える。(2) 上記の Lookout 指定の独立請願制度の支援
を求める。および、(3) 米国商務省に連絡し (直接か、または欧州データ保護局を通じて)、米国商務
省に問題の解決に取り組む猶予を与える。各当事者は、自己の弁護士費用について責任を負います。
プライバシー シールドに従って、仲裁人が行えるのは、ある個人に関するプライバシー シールド原
則への違反を是正するために必要な救済 (個人を特定した、非金銭的な、衡平法上の救済) を裁定する
ことだけです。Lookout は、米国連邦取引委員会 (FTC) の調査権と執行権の対象となっています。
「お客様は、プライバシー設定にアクセスし更新することができます (You Can Access and Update Your
Privacy Settings)」という見出しの節で付与される権利に加えて、一部の海外ユーザー (プライバシー
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シールドの下での当社の情報収集の対象となるユーザーを含みます) は、当社保管の当該ユーザーに
関する一定の情報にアクセスし削除を要請できる、一定の法的権利を有します。上記の権利を行使す
るには、当該ユーザーは privacy@lookout.com から当社に問い合わせを行い、要請することができま
す。
欧州連合は、2018 年 5 月 25 日発効の一般データ保護規則 (GDPR) を通じ、EU 居住者のプライバシー
に関する基本的権利の保護に向けて取り組んでいます。 何らかの形で EU 居住者の個人情報を取り
扱う組織は、同情報を保護する義務があります。Lookout は、一般データ規則 (規則 (EU) 2016/679。
以下、「GDPR」と言う) を遵守するために、商業的に合理的なあらゆる努力 (推奨されている技術的
および組織的措置を含みます) を行っています。

12.データに関する私の権利と選択できることはどのようなものですか？
欧州連合およびその他の特定の法域の居住者であるお客様は、以下の権利を有します。(1) 当該居住
者について当社が収集した情報へのアクセス、修正または削除を要請する。(2) 当該情報の処理に対
する制限を要請する。(3) 当該情報の処理に異議を申し立てる。または、(4) 非常に限定された状況に
おいて、一定の情報のポータビリティ (相互互換性) を要請する。上記の権利などを行使される場合は、
お客様の雇用主 (または該当の MDM プロバイダー) にお問い合わせください。下記の連絡先から当社
にお問い合わせいただくこともできます。適切な場合には、当社は要請された内容を雇用主に連絡し、
対応方法について雇用主の指示に従います。フランスおよびその他の特定の法域の居住者であるお客
様は、当社がお客様の情報をお客様の死後に引き続き保管、消去および共有する方法について指示す
ることもできます。該当する場合には、お客様の死後にこうした権利を行使する者を指定することが
可能です。

13.質問がある場合はどのようにして Lookout へ問い合わせたらよいですか？
その他のご質問については、お客様の雇用主 (または該当の MDM プロバイダー) にお問い合わせくだ
さい。また、privacy@lookout.com から、または Lookout, Inc. (下記宛) への郵便により、当社のプライ
バシー保護責任者にお問い合わせいただくこともできます。Michael Musi, Data Privacy Officer, One
Front Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94111. EU に居住されているお客様は、Lookout, Inc. (下記宛) へ
の郵便により当社にお問い合わせいただけます。G.J. Schenk, SVP International Sales, Florapark 3, 2012
HK Haarlem, Netherlands.

発効日: 2018 年 5 月 25 日
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