GitHub プライバシーステートメント
発効日：2019 年 7 月 2 日
お客さまのソースコード、プロジェクト、および個人情報の取り扱いを GitHub に委託いただき誠にありがとうござ
います。当社は、お客さまの個人情報を保有することは重大な責任であると考えております。そのため、このプラ
イバシーステートメントを策定し、その取り扱い方法についてお知らせいたします。

簡易版
当社は、お客さまから提供された情報のみを収集し、お客さまの同意を得て、またはその他の法律を根拠とし、
これを処理します。当社はお客さまが当社とやりとりをする目的を果たすのに必要な最低限の個人情報のみを
収集し、これを第三者に販売することはいたしません。また、本プライバシーステートメントに記載されたとおりに
お客さまの個人情報を使用します。お客さまが欧州連合（EU）、欧州経済領域（EEA）、スイスまたはイギリス
から当サイトをご利用の場合、当社のグローバルプライバシー慣行をご覧ください。当社は、EU・米国間および
スイス・米国間それぞれにおけるプライバシーシールドフレームワーク（EU-US Privacy Shield Framework および
Swiss-US Privacy Shield Framework）、ならびに EU 一般データ保護規則（GDPR）を遵守しています。お客
さまの現在地、お住まいの場所、または国籍にかかわらず、当社は、出身国や地域の区別なく世界中の当社
ユーザーに高水準のプライバシー保護を提供します。
簡易版はすべてを記載してはいませんので、より詳しい内容については、さらに読み進めてください。

要約
セクション

記載内容

GitHub が収集する
情報の種類とその
理由

GitHub は、当社ウェブサイトから基本的な情報を、当社のユーザーから個人情報の
一部を収集しています。当社は、お客さまから必要な最低限の個人情報のみを集め
ます。本セクションでは詳しいご説明をいたします。

GitHub が収集しな
い情報

当社は、13 歳未満のお子様からの情報は収集しません。また、機密性の高い（セン
シティブ）データは収集しません。

当社が収集する情
報の共有方法

当社は、お客さまにサービスを提供し、お客さまや当社ベンダーの要求に応じるために
情報を共有します。当社は GitHub 上で広告のホスティングをしません。また当社は
個人情報を販売しません。お客さまの個人情報にアクセスするベンダーの一覧をご覧
いただけます。

当社が収集した情
報へのアクセスおよ
び管理方法

当社は、お客さまがご自身のプロフィール情報にアクセスし、情報を変更または削除
する方法を提供いたします。お手伝いが必要な場合は、「サポート」にお問い合わせく
ださい。

Cookie と追跡技術
の使用について

当社は、ウェブサイトの全体的な機能性のため Cookie を使用し、当社サイトの一部
にいくつかの追跡および分析サービスを使用します。当社は、これに関して透明性を
高めています。より詳しい情報については本セクションをご覧ください。

GitHub におけるお
客さま情報の保護
について

当社は、合理的に必要なあらゆる手段を講じて、GitHub に関するお客さまの個人
情報の機密性、完全性、および可用性を保護し、お客さまの情報をホスティングする
際に当社サーバーの耐性を保護します。

GitHub のグローバ
ルプライバシー慣行

GitHub は、EU・米国間およびスイス・米国間のプライバシーシールドフレームワーク、
ならびに EU 一般データ保護規則を遵守します。詳しい情報については本セクション
をご覧ください。

強制的な開示に対
する当社の対応方
法

当社は、令状、召喚状、その他訴訟に応答して、または当社の権利もしくは社会全
般の権利を保護するために開示が必要な場合、お客さまの情報を共有する場合が
あります。当社は、透明性を高めるべく努めており、可能な場合にはお客さまに通知
します。

お客さまと当社また
はその他との連絡方
法

当社はお客さまとメールで連絡を取ります。お客さまのアカウント設定で、お客さまとの
連絡方法をコントロールすることができます。

苦情処理

万が一当社がプライバシーに関する懸念を迅速かつ完全に解消できない場合、外
部調停者を通じて紛争処理手続をご案内いたします。

プライバシーステート
メントの変更

本プライバシーステートメントの重大な変更については、かかる変更が有効となる 30
日前までにお客さまに通知します。当社のサイトポリシーリポジトリでも変更履歴をご
確認いただけます。

GitHub へのお問い
合わせ

プライバシーステートメントについてのご質問は、当社までお問い合わせください。

GitHub プライバシーステートメント
GitHub が収集する情報の種類とその理由
個人情報の分類

「ユーザーの個人情報」とは、単独で、または他の情報と合わせて、個人を特定できる可能性がある当社ユー
ザーの一個人に関する個人情報です。「ユーザーの個人情報」の例としては、ユーザー名やパスワード、メールア
ドレス、実名、写真などの情報があります。「ユーザーの個人情報」は EU 一般データ保護規則が定める「個人
データ」を含みます。
「技術情報」は、当社が、ウェブサーバーログなどウェブブラウザから収集した情報、またはユーザーセッションやア
クティビティログなどのその他ログ情報を含みます。技術情報はユーザー名やメールアドレスなどの「ユーザーの個
人情報」、またはインターネットプロトコル（IP）アドレスなど、個人が特定できる可能性のあるその他の情報に関
連している場合があります。
「ユーザーの個人情報」は、集計された、個人が特定できない情報は含みません。当社は、集計された個人が
特定できない情報を、当社のウェブサイトおよびサービスの運営、分析、改善、最適化のため使用する場合が
あります。
アカウントを持つユーザーからの情報

お客さまがアカウントを作成する場合、アカウント開設時にいくつかの基本的な情報をご提供いただきます。お
客さまには、ご自分のユーザー名およびパスワードを作成いただき、お客さまの有効なメールアドレスをご提供い
ただきます。お客さまがご希望の場合には、当社にさらに情報をご提供いただくこともお選びいただけますが、こ
れは「ユーザーの個人情報」を含む場合があります。

お客さまがスポンサープログラムを通じて資金を調達する場合または Marketplace アプリケーションを販売する場
合、登録の過程で追加の情報が必要となります。お客さまがこれらのサービスを通じて資金を受け取るために、
識別情報と銀行情報をご提供いただく必要がある場合があります。
ウェブサイトブラウザからの情報

お客さまがウェブサイトをブラウズするだけであれば、当社は通常のウェブサイトが収集するのと同じ基本情報を
収集します。当社は、Cookie やサーバーログなど一般的なインターネット技術を使用して、技術情報を収集し
ます。当社アカウントの有無にかかわらず、当社はすべての人からこれらの情報を収集します。
すべての当社ウェブサイト訪問者に関し当社が収集する情報には、訪問者のブラウザの種類、選択言語、参
照サイト、リクエストされた追加のウェブサイト、各訪問者によるリクエスト日時などがあります。当社は、インター
ネットプロトコル（IP）アドレスなど個人の特定ができる可能性がある情報も収集します。
当社が第三者から収集する情報

GitHub は、第三者から個人に関する個人情報を随時受け取ります。これは、お客さまがトレーニングに登録し
た場合、または当社ベンダーから GitHub に関する情報を受け取るよう登録した場合などが該当します。

当社がこの情報を収集する理由
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•当社は、お客さまのアカウントを作成し、GitHub サービス、Marketplace サービス、スポンサープログラムの
提供、またはサポート依頼の対応を含む、ご希望のサービスを提供するために「ユーザーの個人情報」が
必要です。
•当社は、GitHub 上でお客さまを識別するために、「ユーザーの個人情報」、特にお客さまのユーザー名を
使用します。
•当社はお客さまの個人情報を使用してお客さまのプロフィールを入力し、お客さまからのご依頼で、他の
ユーザーとそのプロフィールを共有します。
当社は、お客さまからのご了承がある場合、およびその場合に限り、メールアドレスを使用してお客さまに
ご連絡いたします。詳しい情報は、メールによる連絡のセクションをご覧ください。
•当社は、「ユーザーの個人情報」およびその他データを使用し、お客さまがフォローしたい、または貢献した
いプロジェクトのご提案など、お客さまに対してお勧めを提案いたします。たとえば、アカウント作成時の関
心事項調査に記入される場合、当社は、その内容、および GitHub 上でのお客さまの公的な行動（お客
さまがスターを付けたプロジェクトなど）から学習し、お客さまのコーディングに関する関心を判断し、類似の
プロジェクトをお勧めします。これらの推奨は、自動的に決定されていますが、お客さまの権利に法的な影
響はありません。
•当社は、当社のウェブサイト訪問者が GitHub を使用する方法をより良く理解し、ウェブサイトの安全性
を監視し保護する目的で、技術情報を収集しています。
•当社は、第三者がその収集を許可された目的で、第三者から個人情報を収集しています。たとえば、お
客さまはマーケティング上の目的で GitHub が第三者のプラットフォームを通じてお客さまに連絡することを
許可する場合があります。当社が他の目的でお客さまの個人情報を使用する必要がある場合、まずお
客さまからの許可をとります。
•当社は、お客さまの「ユーザーの個人情報」および技術情報を、安全上の理由、研修の目的、法的書
類作成および法令遵守のためログを維持するなど、社内での利用目的で使用します。
•当社は、本プライバシーステートメントに記載された目的に限定し、お客さまの「ユーザーの個人情報」の
使用を制限します。当社が他の目的で「ユーザーの個人情報」を使用する必要がある場合、まずお客さ

まからの許可をとります。お客さまは、当社が保有する情報の内容、その使用方法、およびお客さまが当
社に許可している内容をいつでもお客さまのユーザープロフィールから確認することができます。

情報処理に対する当社の法的根拠
特定の国際法に基づき（GDPR を含む）、GitHub は、当社が「ユーザーの個人情報」を処理する法的根拠に
ついて、お客さまに通知する義務があります。GitHub は、以下の法的根拠に基づき「ユーザーの個人情報」を
処理します。
•

•

•

•

•契約の履行：
–
–GitHub アカウントを作成する際、お客さまのユーザー名とメールアドレスをご提供いただきます。
当社は、お客さまが利用規約に基づいて当社とサービスの利用に関する契約を締結する際に、
これらのデータ要素を使用し、その契約の履行に基づいてそれらのデータ要素を処理します。当
社は、その他の理由でもお客さまのユーザー名およびメールアドレスを処理します。
–
–お客さまが GitHub Hosted、GitHub Enterprise Server、その他当社有料アカウントをお持ちの
場合、その契約の履行を根拠として、当社が収集し処理しなければならないその他のデータ要
素があります。GitHub は、クレジットカード番号の収集または処理を行わず、当社の第三者決
済業者がこれを行います。
–
–Marketplace アプリケーションを販売する、またはスポンサープログラムを通じて資金を受け取る
際、ID 情報と銀行情報をご提供いただきます。当社は、これらのサービスに適用される契約の
履行に基づき、こうした情報を処理します。
Consent:
–
–お客さまは、ユーザーとして、ユーザープロフィールの情報を入力することができ、オプションでお客
さまの氏名、写真を含む場合があるアバター、略歴、所在地、会社名および URL など、「ユーザ
ーの個人情報」を第三者ウェブサイトへ提供することをご選択いただけます。また、ここでメールア
ドレスの公開の設定もお選びいただけます。GitHub リサーチプロジェクトまたは調査にご参加いた
だける場合、目的を限定し「ユーザーの個人情報」その他個人情報を当社にご提供いただくこと
も選択いただけます。当社は、この情報をお客さまの同意を得た上で処理いたします。この情報
はすべて完全にオプション（任意）であり、いつでもアクセス、修正、削除することができます（メール
アドレスを完全には削除できませんが、非公開にすることができます）。
•正当な利益：
–
–一般的に、当社が行う個人情報処理の他の部分は、当社の正当な利益のために必要です。
たとえば、法令遵守のため、または GitHub のシステム、ウェブサイト、サービスの継続的な機密
性、完全性、可用性、およびレジリエンスの維持のため、当社は技術情報のログを取る必要があ
り、また法的手続きに対応するため、当社は、デジタルミレニアム著作権法（DMCA）の削除通
知を送ったまたは受け取ったユーザーの記録を付けることが義務付けられています。
•お客さまが同意に基づき、または個人情報処理に異議を唱えて、当社の処理するデータの削除依頼を
希望される場合、当社の{{ site.data.variables.contact.contact_privacy }}をご利用ください。

GitHub が収集しない情報
お客さまが Marketplace アプリケーションを販売する、またはスポンサープログラムを通じて資金を調達する場合
を除き、当社は、社会保障番号、遺伝子データ、健康情報、宗教的情報などの機密性の高い（センシティ
ブ）個人情報を意図的に収集しません。GitHub は、その他の機密性の高い（センシティブ）個人情報を要求ま
たは意図的に収集しませんが、お客さまは、リポジトリやお客さまのパブリックプロフィールなど、お客さまのアカウン

トにこうした情報を保管する場合があるでしょう。お客さまのサーバーに機密性の高い（センシティブ）個人情報を
保管する場合、お客さまは、そのデータに関する規制上の管理に従う責任があります。
13 歳未満のお子様は、原則として、GitHub でアカウントを作成することはできません。GitHub は、13 歳未満
のお子様と分かっている場合にはその情報を収集せず、また当社コンテンツは 13 歳未満のお子様を対象とした
ものではありません。13 歳未満のユーザーであると判明した場合、またはそう疑う理由がある場合、そのアカウン
トを閉じさせていただきます。お客さまがソースコードを知ることに関して、当社はこれを阻むのは本意ではありま
せんが、そのように決めさせていただいております。アカウントの解約に関する詳しい情報は、当社の利用規約を
ご覧ください。国によっては異なる年齢制限があり、お客さまが、お客さまの国でデータ収集の同意提供に関す
る年齢制限に満たない場合、ご両親または法定後見人の同意なしに GitHub を使用することはできません。
当社はお客さまのリポジトリに保存された、または、その他自由形式で入力されたコンテンツである「ユーザーの
個人情報」を意図的に収集しません。お客さまのリポジトリにある情報はお客さまに帰属し、お客さまはそれに
対して、ならびにお客さまのコンテンツの当社利用規約の確実な遵守に対して、責任を負います。ユーザーのリ
ポジトリ内にある個人情報は、リポジトリ所有者の責任において管理をお願いいたします。
リポジトリのコンテンツ

GitHub の社員は、セキュリティ上の理由から、サポートに関連してリポジトリ所有者を支援すること、またはサー
ビスの完全性を維持することが必要とされない限り、個人のリポジトリにアクセスしません。当社の利用規約は、
より詳しい内容を規定しています。
お客さまのリポジトリが公開されている場合、そのコンテンツを誰でも（当社および関係のない第三者を含めて）
閲覧することができます。ご自分の公開リポジトリに、メールアドレスやパスワードなど個人情報または機密性の
高い（センシティブ）情報が含まれる場合、その情報は検索エンジンによりインデックスが付けられるか、または第
三者に使用される場合があります。加えて、当社は通常お客さまのリポジトリのコンテンツを検索することはあり
ませんが、特定のトークンもしくはセキュリティ署名のため、または既知のアクティブなマルウェアのため、当社サー
バーをスキャンする場合があります。
公開リポジトリでの「ユーザーの個人情報」に関して詳細情報をご覧ください。

当社が収集する情報の共有方法
当社は、お客さまが要求されたサービスの履行、またはお客さまの代理での連絡ができるように、お客さまの同
意を得て「ユーザーの個人情報」を共有します。たとえば、当社 Marketplace からインテグレーションまたはその
他開発者向け製品を購入する場合、インテグレーターがお客さまにサービスを提供できるよう、お客さまのアカウ
ント名を共有します。これに加えて、お客さまは GitHub 上でのアクションを通して、ご自分の「ユーザーの個人
情報」を共有する意思があることを示すことができます。たとえば、一つの組織（organization）に参加する場
合、その組織のオーナーはそのアクセスログでお客さまのアクティビティを見ることができます。当社は、お客さまの
選択を尊重いたします。
当社は、お客さまから別途当社にご指示がない限り（例：Marketplace からインテグレーションを購入することで
など）、商業的な目的のために、第三者と「ユーザーの個人情報」を共有せず、情報の販売、貸与、取引をい
たしません。
当社は、GitHub で広告のホスティングをいたしません。当社は、場合によって YouTube などの第三者サイトか
らコンテンツを埋め込むことがあり、そのコンテンツは広告を含むことがあります。当社は、埋め込みコンテンツに含
まれる広告量を最小に抑える努力をしますが、第三者が掲載する内容を常に制御することはできません。個人

の GitHub Pages または GitHub リポジトリ上の広告については、GitHub はそのスポンサーではなく、GitHub は
追跡もいたしません。
当社は、GitHub の外部に「ユーザーの個人情報」を開示しません。ただし、本セクションまたは以下の強制的
な開示のセクションに記載された状況においてはこの限りではありません。
当社は、当社ユーザーが全体として GitHub を使用する方法や、当社のカンファレンスやイベントなど、さまざま
な商品・サービスに対するユーザーの反応に関して、特定の集計された個人が特定できない情報を他者と共
有します。たとえば、GitHub 全体でオープンソースライセンスの利用に関する統計情報を蓄積する場合がありま
す。ただし、この情報を広告主またはマーケター（販売業者）に販売いたしません。
当社は、当社サービスの提供または改善のため、当社の代理でデータの処理を行う限られた数の第三者ベンダ
ーと「ユーザーの個人情報」を共有いたします。ただし、当社とのデータ保護契約を締結し、当社のプライバシー
ステートメントと同等の水準にある個人情報の保護に同意したベンダーに限り、これを共有します。当社ベンダ
ーは、支払い処理、カスタマーサポートのチケッティング、ネットワークデータ転送などのサービス、その他類似サー
ビスを履行します。当社がお客さまのデータを EU・米国間およびスイス・米国間のプライバシーシールドフレーム
ワークに基づき当社ベンダーに移転する場合、当社が引き続き責任を負います。GitHub は「ユーザーの個人
情報」をすべて米国で処理しますが、当社の第三者ベンダーは米国外または EU 域外でデータを処理する場
合があります。当社の第三者ベンダーに関する情報は、当社ページの「サブプロセッサー」をご覧ください。
当社は、集計された個人が特定できない情報を第三者と共有します。たとえば、当社はリポジトリのスター数を
共有しています。また、セキュリティインシデントでは、特定のファイルがアクセスされた回数を共有する場合があり
ます。
当社が売却、合併、買収に関与している場合、当社は「ユーザーの個人情報」を共有する場合があります。こ
のような所有者の変更が生じた場合、当社はその共有が確実に「ユーザーの個人情報」の機密を保持する条
件に基づいているようにします。また、「ユーザーの個人情報」を移転する前に、ウェブサイトまたはメールでお客さ
まに通知いたします。「ユーザーの個人情報」を受領する組織は、当社がプライバシーステートメントまたは当社
の利用規約に定める内容を尊重する必要があります。
GitHub に関する公の情報
GitHub の多くが一般公開されています。お客さまのコンテンツが一般公開である場合、第三者は、お客さまの
プロフィールもしくはリポジトリを閲覧して、または当社 API 経由でデータを引き出すなど、当社の利用規約に応
じてこれにアクセスし使用することができます。当社は、お客さまの一般公開コンテンツを販売いたしません。これ
らはお客さまのものです。しかし、当社は、調査機関またはアーカイブなど、第三者による GitHub の一般公開
情報の収集を許可しています。データブローカーなどのその他第三者は、GitHub をスクレイピングしデータも収
集することが知られています。
お客さまの「ユーザーの個人情報」は、お客さまのコンテンツに関連して、こうした GitHub データの編纂時に、第
三者により集められる可能性があります。お客さまがご自分の「ユーザーの個人情報」を第三者による GitHub
データの編纂時に開示したくない場合には、お客さまの個人情報を公開とせず、必ずメールアドレスの設定をお
客さまのユーザープロフィールおよび git commit 設定でプライベート（非公開）に設定してください。当社は、現
在、初期設定でユーザーのメールアドレスをプライベート（非公開）に設定していますが、旧バージョンの GitHub
ユーザーは設定を変更する必要があるかもしれません。
GitHub データを編纂したい場合には、スクレイピングおよびプライバシーに関する当社の利用規約を遵守する
必要があり、お客さまは、当社のユーザーが許可している目的でのみ、お客さまが集めた一般公開された「ユー

ザーの個人情報」を使用することができます。たとえば、GitHub ユーザーが、身分証明と帰属を目的としてメー
ルアドレスを一般公開している場合、商業的な宣伝を目的としてそのメールアドレスを使用してはいけません。
当社はお客さまに対して、お客さまが GitHub から収集した「ユーザーの個人情報」の合理的な保護、GitHub
または GitHub ユーザーからの苦情、削除要請、および「連絡停止」要請に、速やかにご対応いただくようお願
いしております。
同様に、GitHub 上のプロジェクトは、共同プロセスの一環で集められた公的に利用可能な「ユーザーの個人情
報」を含む場合があります。GitHub プロジェクトが、GitHub ユーザーには帰属しない公に利用可能な個人情
報を含む場合、当社は、その個人情報を、それが集められた目的に限定して使用し、「ユーザーの個人情報」
を保護するのと同様にその個人情報を保護します。GitHub 上の個人情報に関する苦情については、当社の
苦情処理に関するセクションをご覧ください。
組織（Organization）

お客さまは、GitHub 上でのアクションを通して、ご自分の「ユーザーの個人情報」を共有する意思があることを
示すことができます。お客さまが組織と協力またはそのメンバーになる場合、アカウントのオーナーは「ユーザーの
個人情報」を受け取る場合があります。組織の招待を受ける際、オーナーが閲覧することができる情報の種類
について通知を受けます（詳細は組織メンバーシップについてをご覧ください）。認証済みドメインで組織への招
待を受ける場合、その組織のオーナーは、その組織の検証済みドメイン内で、お客さまの完全なメールアドレス
を見ることができます。
お客さまが、本プライバシーステートメントに対して企業利用規約（Corporate Terms of Service）およびデータ
保護補遺（Data Protection Addendum：DPA）に同意したアカウントのメンバーと協力する、またはメンバーにな
る場合に、お客さまのそのアカウントでの活動に関して本プライバシーステートメントと DPA の間の矛盾があれ
ば、DPA が優先します。
アカウントオーナーが「ユーザーの個人情報」を処理する方法、およびお客さまがそのアカウントに保存された「ユ
ーザーの個人情報」にアクセスし、更新、変更、または削除する方法については、アカウントオーナーにお問い合
わせください。
第三者アプリケーション

お客さまは、開発者向け製品として知られる第三者アプリケーションを、お客さまのアカウントに有効にする、また
は追加することを選択できます。これら開発者向け製品は、お客さまが GitHub を使用するために必ずしも必
要ではありません。当社は、Marketplace からの開発者向け製品の購入などにより、お客さまから要請があった
際、お客さまの「ユーザーの個人情報」を第三者と共有します。ただし、お客さまによる第三者開発者向け製
品の使用、およびお客さまが共有する「ユーザーの個人情報」の範囲の選択については、お客さまが責任を負
います。お客さまの GitHub プロフィールを使用する開発者向け製品の信頼性を証明する際、当社の API ドキ
ュメンテーションを確認して、どのような情報が提供されているかを見ることができます。
GitHub Pages
お客さまが GitHub Pages ウェブサイトを作成する場合、お客さまが個人情報、その他訪問者の情報を収集、
使用、共有する方法について、ならびにお客さまが適用されるデータプライバシーに関する法律、規則、規制を
どのように遵守しているかについて、正確に説明するプライバシーステートメントを掲載することは、お客さまの責
任です。GitHub は、お客さまの GitHub Pages ウェブサイトへの訪問者から技術情報を収集する場合がありま
す。これには、ウェブサイトおよびサービスのセキュリティと完全性の維持を目的とした、訪問者の IP アドレスのロ
グを含みます。

GitHub アプリケーション
お客さまは、当社 Desktop アプリ、Electron または Atom アプリケーション等のアプリケーション、その他アカウント
の機能を、GitHub からご自分のアカウントに追加することもできます。これらのアプリケーションはそれぞれの条件
が適用され、異なる種類の「ユーザーの個人情報」を収集する可能性があります。ただし、すべての GitHub ア
プリケーションが本プライバシーステートメントの対象であり、当社は常に必要最小限の「ユーザーの個人情報」
のみを収集し、お客さまが当社に許可した目的でのみこれを使用しています。

当社が収集した情報へのアクセスおよび管理方法
お客さまが既に GitHub ユーザーである場合、お客さまのユーザープロフィールを編集することで、または
{{ site.data.variables.contact.contact_support }}にご連絡いただくことで、お客さまの基本的なユーザープロフィ
ール情報へのアクセス、更新、変更、または削除が可能です。お客さまは、プロフィール内に表示される情報を
制限し、古い情報を更新し、または{{ site.data.variables.contact.contact_support }}にご連絡いただくことで、
お客さまに関して当社が収集する情報を管理することができます。
GitHub が第三者から受け取る情報など、GitHub がお客さまに関する情報を処理しお客さまがアカウントをお
持ちでない場合、{{ site.data.variables.contact.contact_support }}にご連絡いただくことでお客さまの個人情
報にアクセス、更新、変更、削除、または処理に異議を唱えることができます。
データポータビリティ

GitHub ユーザーとして、お客さまのデータをいつでも持ち出すことができます。お客さまは、お客さまのデスクトップ
にご自分のリポジトリのコピーを作成することができます。または当社のデータポータビリティツールを使用して、お
客さまに関して当社が保有するデータすべてをダウンロードすることができます。
データ保管およびデータ削除

一般的に、GitHub は「ユーザーの個人情報」をお客さまのアカウントが有効である限り、またはお客さまにサービ
スを提供する必要に応じて保管します。
当社は、お客さまによる削除またはその削除を依頼いただいた場合を除き、特定の「ユーザーの個人情報」を
無期限で保管する場合があります。たとえば、当社は、アクティブではないユーザーアカウントを自動的には削除
しませんので、お客さまがアカウントの削除を選択しない限り、お客さまのアカウント情報を無期限で保管しま
す。
お客さまのアカウントのキャンセル、または「ユーザーの個人情報」の削除を希望される場合は、お客さまのユーザ
ープロフィールで操作してください。当社は、法的義務を遵守し、紛争を解決し、当社の契約を実施するため
に、必要に応じてお客さまの情報を保管し使用しますが、法的な要求がなければ、90 日以内にお客さまのプロ
フィールすべてを削除します（無理のない範囲で）。また、{{ site.data.variables.contact.contact_support }}にご
連絡いただくことで、同意を得て当社が処理するデータの 30 日以内での消去を依頼することができます。
アカウントが削除された後でも、他のユーザーのリポジトリへのコントリビューション（貢献）および他のユーザーの
Issue（イシュー）でのコメントなど、特定のデータは残ります。しかし、当社は、お客さまのユーザー名およびメール
アドレスを含む、お客さまの個人情報を、ゴーストユーザーと関連付けることで、Issue の作成者フィールド、Pull
Request（プルリクエスト）、およびコメントから削除または匿名化します。
お客さまの Git commit 設定によりお客さまから提供いただいたメールアドレスは、Git システムで常にお客さまの
コミットと関連付けられています。メールアドレスの非公開を選択される場合、お客さまの Git commit 設定も更

新する必要があります。当社は Git commit の履歴の変更や削除をすることはできません（Git ソフトウェアは記
録を維持管理するように設計されています）。ただし、お客さまがその記録に含める情報を管理することは可能
です。

Cookie と追跡技術の使用について
Cookie
GitHub は、当社サービスとのやりとりを容易で有意義なものにするために Cookie を使用しています。当社は、
お客さまのログイン状態を維持し、お客さまの設定を記憶させ、GitHub の今後の発展を目的として情報を提
供するために、Cookie（および HTML5 localStorage などの類似技術）を使用します。セキュリティ上の理由か
ら、デバイスの特定のため Cookie を使用します。当社ウェブサイトを使用することで、お客さまは、当社がお客さ
まのコンピューターまたはデバイスにこれらのタイプの Cookie を配置することに同意したことになります。お客さまの
ブラウザまたはデバイス上でこれらの Cookie を受け入れる設定を有効にしていない場合、GitHub のサービスへ
のログイン、使用はできません。当社は、ウェブサイトの特定の領域で、第三者のサイト上で GitHub 製品とサー
ビスをお客さまに宣伝する目的で、お客さままたはお客さまのデバイスの識別を目的として Cookie を使用するこ
ともあります。
当社は、ウェブページ上で、Cookie と追跡技術に関して情報を提供しています。ここでは、当社が設定する
Cookie、これらの Cookie に対する当社のニーズ、Cookie の種類（一時的か永久的か）を説明しています。さら
に、第三者による分析プロバイダーおよびサブプロセッサーの一覧、および当社ウェブサイトのどの部分でこれらの
業者が追跡を許可されているかの詳細情報も提供しています。
追跡と分析

当社は、当社ユーザーの GitHub の使用状況を評価するため、多くの第三者分析およびサービスプロバイダー
を使い、アクティビティの統計的レポートの編纂、当社コンテンツとウェブサイトパフォーマンスの改善などを行って
います。当社は、当社ウェブサイトの特定の領域においてのみこれらの第三者分析プロバイダーを使用しており、
すべてのプロバイダーが当社とのデータ保護契約を締結しています。これによりプロバイダーが収集できる個人情
報の種類、および情報を処理できる目的が制限されています。これに加えて、当社はさまざまな機能を提供し
当社コンテンツとパフォーマンスの改善を図るため、独自の社内分析ソフトウェアを使用しています。
ブラウザの中には「Do Not Track」（追跡拒否：DNT）機能があるものもあります。これは、お客さまが追跡され
たくないという意思表示をして、お客さまの訪問するウェブサイトにシグナルを送ることができる機能です。GitHub
は、ブラウザの DNT シグナルに応答し、DNT シグナル応答の W3C 標準に従っています。DNT 機能が搭載さ
れたブラウザ上で DNT を有効にしていない場合、当社ウェブサイトの Cookie の一部は、他のオンラインサービ
ス上のお客さまの閲覧アクティビティを経時的に追跡します。ただし、当社は、ユーザーのアクティビティを GitHub
上で経時的に追跡することを、当社の分析およびサービスプロバイダー以外の第三者には許可していません。

GitHub におけるお客さま情報の保護について
GitHub は、必要なあらゆる合理的な手段を取り、不正アクセス、改ざん、破壊から「ユーザーの個人情報」を
保護し、データの正確性を維持し、「ユーザーの個人情報」の適切な使用を確実なものとします。
GitHub は、書面によるセキュリティ情報プログラムを実施しています。当社のプログラムは：
•
•

•業界で認められた枠組みに合致
•当社ユーザーデータの機密性、完全性、可用性、レジリエンス（耐性）を保護するよう合理的に設計され
たセキュリティ対策を含む

•
•
•

•GitHub の事業運営の特性、規模および複雑性に適切である
•インシデント対応およびデータ漏洩の通知を含む
•GitHub が事業を営む地理的地域における該当の情報セキュリティ関連法規制に準拠

お客さまの「ユーザーの個人情報」に影響するデータ漏洩があった場合、当社は、速やかに漏洩の影響を軽減
し、影響を受けるユーザーに遅滞なく通知します。
GitHub 上でのデータ送信は、SSH、HTTPS、および SSL/TLS を使用して暗号化されており、git リポジトリの
コンテンツは保存データが暗号化されています。当社は、優れた物理的セキュリティおよびネットワークセキュリティ
を持つ、一流のデータセンターに自社のケージおよびラックを管理しており、第三者ストレージプロバイダーがデー
タを保存する際には、暗号化されます。
ただし、いずれのデータ送信、または電子保存も、100%安全な方法ではありません。そのため、当社はその絶
対的なセキュリティを保証することはできません。詳しい情報は、当社のセキュリティに関する開示をご覧くださ
い。

GitHub のグローバルプライバシー慣行
当社は米国において、収集した情報を保存および処理し、本プライバシーステートメントに従ってこれを実施し
ています（当社のサブプロセッサーは米国外でデータの保存・処理を行う場合があります）。しかし、当社は、さま
ざまな国・地域からの各ユーザーがプライバシーに関し多種多様な期待を持っていることを理解しており、米国
のプライバシー保護の枠組みが他の国と同じではない場合でも、こうしたニーズに応えるよう努力しています。

当社は、非常に高度な水準のプライバシー保護を提供しています。これは本プライバシーステートメントに記載
されているように、出身国および居住国にかかわらず、世界中の当社ユーザーすべてに対して提供しています。
また当社は、自信を持って高水準の通知、選択、アカウンタビリティ（責任）、セキュリティ（安全管理措置）、デ
ータの完全性、アクセス、救済措置を提供しております。当社は、当社のプライバシー遵守の取り組みを監視
する機能横断チームの一人である、当社のデータ保護責任者と協力し、事業を実施する際は必ず、該当のデ
ータプライバシー法の遵守に努めています。さらに当社ベンダーまたは関連会社が「ユーザーの個人情報」にアク
セスする場合、当社のプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法の遵守を要求する契約書へ
の署名が義務付けられます。
特に：- GitHub は、根拠としてお客さまの同意を使用して個人情報を収集する場合には、曖昧でない、情報
提供を受けた上での明確な同意の方法を、データの収集時に提供します。- 当社は、お客さまから、当社の目
的上必要な最低限の個人情報のみを収集しています。ただしお客さまがより多くの情報のご提供を選択された
場合にはこの限りではありません。お客さまは、共有してもよいと思われるデータのみを、当社にご提供願いま
す。- 当社は、当社が収集した「ユーザーの個人情報」のアクセス、訂正、削除に関して、シンプルな方法を提
供します。- 当社はユーザーに、通知、選択、アカウンタビリティ（責任）、セキュリティ（安全管理措置）、およびア
クセスを提供し、処理の目的を限定します。当社はまた、ユーザーに救済および執行の方法も提供していま
す。これらは、プライバシーシールド原則ですが、実務としても理にかなっています。
データの越境移転

GitHub は、EU 加盟国、イギリス、スイスから米国へのユーザーの個人情報移転について、その収集、使用、お
よび保管に関して米国商務省が定める EU・米国間プライバシーシールドフレームワークおよびスイス・米国間プ

ライバシーシールドフレームワークを遵守します。GitHub は、米国商務省に対してそのプライバシーシールド原則
の遵守を保証しています。
本プライバシーステートメントの条件とプライバシーシールド原則の間に何らかの矛盾がある場合、プライバシー
シールド原則が優先します。プライバシーシールドに関する詳しい情報と当社の認証については、プライバシーシ
ールドのウェブサイトをご覧ください。

強制的な開示に対する当社の対応方法
GitHub は、有効な召喚状、裁判所命令、令状、または同様の政府命令に応答して、または当社が、開示が
当社のまたは第三者もしくは社会全般の資産もしくは権利を保護するのに合理的に必要であると誠実に判断
する場合、お客さまに関して当社が収集した個人を特定可能な情報その他の情報を、法執行機関に開示す
ることがあります。
裁判所命令、および類似の訴訟手続きの遵守において、GitHub は透明性を高めるべく努めます。許可された
場合には、当社はユーザーに対してその情報の開示を通知する合理的な努力を払います。ただし、法律または
裁判所命令でそれが禁止されているか、または希に起こる緊急事態の場合にはこの限りではありません。
詳しい情報は、当社のユーザーデータの法的要請に対するガイドラインをご覧ください。

お客さまと当社またはその他との連絡方法
当社は、お客さまからのご了承がある場合、およびその場合に限り、メールアドレスを使用してお客さまにご連絡
いたします。たとえば、お客さまがリクエストのため当社サポートチームにご連絡いただく場合、メールで回答いたし
ます。お客さまは、GitHub 上で、および GitHub を通じてお客さまのメールアドレスが使用、共有される方法に
ついて、容易にコントロールすることができます。ユーザープロフィール上で、連絡に関するご希望を管理すること
ができます。
設計上、Git 版のコントロールシステムは、コミットメッセージなど、さまざまなアクションをユーザーのメールアドレス
と関連付けます。当社は、Git システムに大きな変更を加えることはできません。公開リポジトリにコメントする際
でも、お客さまのメールアドレスを非公開にしておきたい場合、お客さまのユーザープロフィールでメールアドレスを
プライベートにすることができます。また、お客さまのメールアドレスをプライベートにするには、お客さまのローカルの
Git 設定を更新する必要があります。これは当社からお客さまへのご連絡方法を変更するのではなく、お客さま
のアカウントの表示状態に影響を与えます。当社は、現在、初期設定でユーザーのメールアドレスをプライベー
トに設定していますが、旧バージョンの GitHub ユーザーは設定を変更する必要があるかもしれません。コミットメ
ッセージでのメールアドレスに関する詳細は、こちらをご覧ください。
お客さまのメール設定によっては、GitHub は、お客さまが見ているリポジトリの変更、新しい機能、フィードバック
のリクエスト、重要なポリシー変更、またはカスタマーサポートの提供について通知のメールをお送りする場合があ
ります。当社は、お客さまの選択に基づいて、また該当の法規制に従い、マーケティング目的のメールをお送りす
ることもあります。当社がお送りするマーケティングメールの一番下に配信停止のリンクがあります。サポートチーム
からのメールまたはシステムメールなど、当社からの重要なお知らせを受け取ることを拒否することはできませんの
でご注意ください。ただし、お客さまのプロフィールで通知設定をすることができます。
当社のメールは、ピクセルタグを含む可能性があります。これは小さいクリアイメージで、お客さまがメールを開封
したかどうかや、お客さまの IP アドレスについて当社が知ることができるものです。当社は、このピクセルタグを使

用して、お客さまのために当社のメールをより効果的なものにし、お客さまが望まないメールを送信しないようにし
ています。

苦情処理
GitHub による「ユーザーの個人情報」の取り扱い方法に懸念がおありの場合は、直ちに当社までご連絡くださ
い。サポートを提供させていただきます。ご連絡の際は、{{ site.data.variables.contact.contact_privacy }}にご
記入願います。また、メールの件名を「Privacy Concerns（プライバシー侵害の懸念）」とし、
privacy@github.com に直接メールいただくことも可能です。当社は、速やかに（遅くとも 45 日以内に）返信い
たします。
また、当社のデータ保護責任者に直接ご連絡いただくことも可能です。
米国本社

EU オフィス

GitHub Data Protection Officer
88 Colin P. Kelly Jr. St.
San Francisco, CA 94107
United States
privacy@github.com

GitHub BV
Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
The Netherlands
privacy@github.com

紛争解決プロセス

万が一「ユーザーの個人情報」の取り扱いに関して、お客さまと GitHub の間に紛争が生じた場合、当社はこれ
を解決すべく最善を尽くします。これが不可能である場合、当社は、EU の個人との紛争解決のため、関連の
EU データ保護当局または EU データ保護当局により設立された委員会、およびスイスの個人との紛争解決の
ため、スイス連邦データ保護・情報委員会（Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner ：
FDPIC）と協力することを選択しています。お客さまのデータ保護当局の連絡先のご案内を希望される場合
は、当社までご連絡ください。
加えて、EU 加盟国の居住者である場合、お客さまは、お住まいの地域の監督官庁に苦情を申し立てる権利
があります。
独立した仲裁

特定の限定的な状況において、すべての他の紛争解決方法が不成功に終わった場合、EU、EEA、スイス、お
よびイギリスの個人は最終的な手段として拘束力のあるプライバシーシールド仲裁を行使することができます。
解決方法およびその利用可能性に関する詳しい情報は、プライバシーシールドについてさらにお読みください。
仲裁は、義務ではなく、選択的に使用できるツールです。
当社は、米国連邦取引委員会（FTC）の司法管轄の対象です。

プライバシーステートメントの変更
GitHub は、プライバシーステートメントを随時変更する場合があります。なお、ほとんどの変更は軽微な変更に
該当します。当社は、当社ウェブサイトを通じて、本プライバシーステートメントに対する重大な変更について、
変更の発効日の最低でも 30 日前までに、ホームページ上でお知らせを掲載するか、またはお客さまの GitHub
アカウントで指定されたプライマリメールアドレスにメールを送信することで、通知をいたします。当社はまた、サイ
トポリシーリポジトリを更新します。ここでは、本ポリシーのすべての変更履歴を見ることができます。お客さまの権

利に影響を与えない本プライバシーステートメントの変更については、当社のサイトポリシーリポジトリを定期的に
ご確認ください。

ライセンス
本プライバシーステートメントは、クリエイティブコモンズ・ゼロ（Creative Commons Zero）ライセンスに基づきライセ
ンス付与されています。詳細については、当社のサイトポリシーリポジトリをご覧ください。

GitHub へのお問い合わせ
GitHub のプライバシーステートメントまたは情報の取り扱い実務に関するご質問は、当社の
{{ site.data.variables.contact.contact_privacy }}までお問い合わせください。
フランス語の翻訳はこちらをクリック（cliquez ici pour francais）：GitHub プライバシーステートメント（Déclaration
de confidentialité de GitHub）

