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mPulse EU データ保護法への準拠

mPulse サービスとは何ですか？
Akamai の mPulse サービスは、Web サイトやウェブアプリケーションのパフォーマンスをリア
ルタイムでモニタリングし分析するためのサービスで、エンドユーザーのデジタル体験全体の
向上を支援しようとするものです。

mPulse サービスはどのような仕組みで機能しますか？
mPulse を利用するには、すべての Web サイトの HTML に、お客様が少量の JavaScript コード
（mPulse スニペット）を挿入（タグ付け）する必要があります。これにより、Web サイトのエン
ドユーザーがタグ付きページからタグなしページに移動した場合に、データに盲点が生じるのを
防ぎます。設定が終了すると、数秒以内に mPulse によるビーコンの収集が開始されます。
mPulse のライブダッシュボードで、ウォーターフォールダッシュボードのデータおよび
24 時間以上前に収集された過去のデータを読み込んでから数分以内に、お客様のデータを利用
できるようになります。ライブダッシュボードはセッション Cookie によってサポートされ、セッ
ションデータは 30 分間、技術データは 7 日間保存されます。
mPulse ビーコンの設定に応じて、リアルタイムで収集されるモニタリングデータには、次が含
まれます。
• パフォーマンスタイマー（帯域幅およびページ読み込み時間）
• ビジネス指標（直帰率、コンバージョン率、注文総数）
•ユ
 ーザー指標（ユーザーの位置情報、デバイスの種類、キャリアの速度、アプリケーション
の使用状況）
さらに、mPulse ビーコンによってエンドユーザーの IP アドレスが収集され、エッジサーバー上
で位置情報の解析とマッピングが実行のために用いられます。その後、プライバシーに配慮し
た設定が有効な場合、IP アドレスは破棄されます（下記参照）。有効でない場合、IP アドレスは
mPulse ダッシュボードに転送されます。

Akamai は EU データ保護法にどのように準拠しますか？
Akamai の mPulse サービスは、GDPR およびその他の EU データ保護法に準拠しています。これ
は、並行して実装される以下の 3 つの保護対策によってなされます。
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mPulse のプライバシーに配慮した設定
Akamai の mPulse サービスでは、mPulse ビーコンによる個人データの収集を必要最小限に制限し、
収集後はできるだけ速やかに削除するよう、mPulse ポータルでプライバシーに配慮した方法で
設定できます。
［Collect Third-Party Analytics IDs］チェックボックスをオフにします。これで、サードパーティー
の分析 ID（Google Analytics の ID や Google 固有のクライアント ID など）が mPulse ビーコンに
よって収集されなくなります。

The customer should uncheck the box “Collect Third-Party Analytics IDs”. This will

［Strip Query String Parameters From Raw Beacon Logs］チェックボックスをオンにします。これ
ensure that third-party analytics IDs (e.g., Google Analytics and unique Google client
により、URL のクエリー文字列に個人データが含まれている場合、エッジサーバーから
mPulse
IDs) are not gathered by the mPulse beacons.
ダッシュボードに転送される前に破棄されます。
The customer should check the box “Strip Query String Parameters From Raw Beacon

最後に［Strip IP Address
Fromwill
Raw
Beacon
Logs”. This
ensure
that Logs］チェックボックスをオンにします。
any personal data that might be included in the query string
on the URL is discarded prior to being transferred from the edge server to the mPulse

これにより、エッジサーバーで位置情報の解析とマッピングが実行された後、IP
アドレスは破
dashboard.
棄されるようになります。
The customer should finally check the box “Strip IP Address From Raw Beacon Logs”.

This will ensure that the IP address is discarded
the geolocation and mapping on
このような設定を有効にすると、エッジサーバーから
mPulseafter
ダッシュボードに転送されるデー
the
edge
server
is
performed.
タに個人データが含まれなくなります。
When these configurations are chosen, the data transferred from the edge server to
the mPulse dashboard does not include personal data.

データ保護契約

Data Protection Agreement

mPulse ビーコンやThe
Cookie
は、
「
ファーストパーティー」と呼ばれる分析手法です。お客様がエン
mPulse
beacons
and cookie are so-called “first party” analytics techniques. As
they collect personal data from the end users and transfer it to the
servers,
ドユーザーから個人データを収集してエッジサーバーに転送すると、Akamai
ではedge
mPulse
サー
Akamai
processes
personal
data
when
performing
the
mPulse
services.
The
customer
ビスの実行時に個人データを処理します。つまり、お客様はデータ管理者としての役割を、
acts as a data controller and Akamai as its data processor for this data collection.
Akamai agrees on a data protection agreement with its customers to ensure the
processing activities related to the provisioning of mPulse services comply with Article
28 GDPR.

Description of mPulse in Privacy Policy/Cookie Policy
a customer complies with its transparency requirement under GDPR,2
Akamai
provides
the customer
with wording for implementation into its
privacy
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or cookie policy to notify end users of the usage of the mPulse beacons and the cookie
MPULSE — EU データ保護法への準拠
To ensure

Akamai は こ の デ ー タ 収 集 に 関 す る デ ー タ 処 理 者 と し て の 役 割 を 果 た し ま す。Akamai は、
mPulse サービスのプロビジョニングに関連する処理が GDPR の第 28 条に準拠するために、お
客様とのデータ保護契約に同意します。

mPulse のプライバシーポリシー／ Cookie ポリシーの説明
お客様が GDPR に基づく透明性要件を遵守できるよう、Akamai はリアルタイムデータの収集に
使用される mPulse ビーコンおよび Cookie の使用についてエンドユーザーに通知するための、
お客様のプライバシーポリシーまたは Cookie ポリシーに盛り込まれる文言を提供します。
また、Akamai はプライバシー保護方針でも、データの処理について説明しています。プライバシー
保護方針について詳しくは、https://www.akamai.com/jp/ja/multimedia/documents/akamai/akamaiprivacy-statement-july-2018.pdf をご覧ください。

mPulse における Cookie 使用に対する同意の免除
mPulse ビーコンおよび Cookie は、適用される EU データ保護法に基づく Cookie 同意要件か
ら除外されています。
第 29 条の作業部会による提言 1 に記載された Cookie 同意の免除に関するガイダンスでは、
以下に該当する場合、ファーストパーティー分析で使用される Cookie およびビーコンによっ
てプライバシーのリスクが生じる可能性は低いとみられています。
•当
 該 Cookie およびビーコンがファーストパーティーによる集計的な統計目的に厳密に限
定されている
• 当該 Cookie およびビーコンが Cookie に関する明確な情報がプライバシーポリシーですで
に通知されている Web サイトで使用される
•十
 分なプライバシー保護対策が実施されている（IP アドレスのオプトアウトおよび匿名化）2
作業部会は、「2002/58/EC 指令の第 5.3 条が将来的に見直される場合、欧州議会が現在ファース
トパーティーによる匿名化された集計的な統計目的に厳密に限定されている Cookie の同意に対
する 第 3 の免除規準を適切に追加する」ことを提案しています。3
この提言をもとに、2018 年 7 月 10 日付けの e プライバシー規則の現在の草案では、測定サー
ビスプロバイダーがデータ処理者としての役割を果たし、データ保護契約が整備されている場合、
Web サイト利用者を対象とする測定については、同意要件から除外すると第 8 条（d）で定めて
います。4
Akamai は mPulse ビーコンによって収集された個人データの処理を、mPulse サービスの提供に
よる事業運営のための正当な関わりに基づいて行っています。Akamai は、お客様とデータ保護
契約を結び、適用されるデータ保護方針を遵守し、処理対象の個人データを適切に保護し、適
用されるデータ保護法を遵守するのに必要な追加の保護対策を講じるため、mPulse サービスの
提供における Akamai の関わりは、個人データの保護を必要とするエンドユーザー（データ主体）
の利益または権利および自由によって覆されることはないものとします。
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まとめ
mPulse サービスおよびお客様によるそのサービスの利用を適用される EU データ保護法に準拠
させるには、Akamai とお客様との協力が欠かせません。
Akamai は mPulse でプライバシーに配慮した設定を設けています。お客様には、GDPR の方針
（データの最小化など）が遵守されるよう、このような設定を実施していただく必要があります。
Akamai は、mPulse サービスに関連して Akamai が実行する処理を GDPR に準拠させるために、
お客様との間でデータ保護契約が締結されることを求めます。さらに、Akamai は、mPulse サー
ビスによって実行される処理に関する記述をお客様に提供します。お客様は、これをそのプラ
イバシーポリシー／ Cookie に関する声明に盛り込んでいただく必要があります。また、Akamai
は、そのプライバシーに関する声明でも、サービスに関連する処理に関する情報を提供してい
ます。
プライバシーに配慮した設定、データ保護契約、およびビーコンと Cookie の使用に関するエン
ドユーザーへの通知により、エンドユーザーのデータ保護に関する権利に対するリスクは最小
限に抑えられます。その結果、ビーコンおよび Cookie の使用に対するエンドユーザーからの
同意は要求されず、ビーコンおよび Cookie による個人データ以外の処理は、Web サイトの分
析を実行するための正当な関わりに基づきうるものであり、データ保護を必要とするエンドユー
ザーの利益、基本的権利または自由によって覆されることはないものとします。

1

第 29 条の作業部会は、EU データ保護指令に基づく各 EU 加盟国のデータ保護当局の代表者で構成される諮問機関でした。 この作業部会は、GDPR

の下では「欧州データ保護委員会」という名称に変更されました。
2

文書 00879/12/EN WP 194、Cookie 同意の免除に関する 2012 年 4 月付 WP 29 Opinion（2012 年 6 月 7 日に採択）10 ページ。詳細情報：

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf。
3

同上

4

オーストリアの EU 議長国による E プライバシー規則に関する提言の草案 10975/18。詳細情報：

https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVI/EU/03/00/EU_30006/imfname_10827644.pdf.

Akamai は世界中の企業に安全で快適なデジタル体験を提供しています。Akamai のインテリジェントなエッジプラットフォームは、企業のデータセンターからクラウドプロバ
イダーのデータセンターまで広範に網羅し、企業とそのビジネスを高速、スマート、そしてセキュアなものにします。マルチクラウドアーキテクチャの力を拡大させる、俊敏
性に優れたソリューションを活用して競争優位を確立するため、世界中のトップブランドが Akamai を利用しています。Akamai は、意思決定、アプリケーション、体験を、ユー
ザーの最も近くで提供すると同時に、攻撃や脅威は遠ざけます。また、エッジセキュリティ、ウェブ／モバイルパフォーマンス、エンタープライズアクセス、ビデオデリバリー
によって構成される Akamai のソリューションポートフォリオは、比類のないカスタマーサービスと分析、365 日 /24 時間体制のモニタリングによって支えられています。世
界中のトップブランドが Akamai を信頼する理由について、www.akamai.com/jp/ja/、blogs.akamai.com/jp/ および Twitter の @Akamai_jp でご紹介しています。全事業
所の連絡先情報は、www.akamai.com/jp/ja/locations.jsp をご覧ください。公開日：2019 年 2 月。
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