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オートデスク志望者向けプライバシーステートメント 

皆様のプライバシーを保護することはオートデスクにとって重要なことです。この志望者向けプライバ

シーステートメントでは、Autodesk, Inc. および対象となる求人に関連するオートデスクの現地関連会社

(「当社」「オートデスク」)が、就職志望者および採用候補者(「あなた」)に関する個人データをどのように

収集および処理するか、どのようにデータを使用および保護するか、ならびにかかるデータに関するあ

なたの権利について説明しています。 

具体的には、この志望者向けプライバシーステートメントでは、オートデスクのオンライン採用プラット

フォームおよびキャリアページ(「採用システム」)を通じ就職志望者より直接収集したもの、ならびに第三

者のエージェンシー、人材スカウト業者、求人検索サイト、就職説明会、および採用プラットフォームより

収集したものを含む、社内外からの就職志望者に関し収集した個人データの取扱いについて記載してい

ます。また、将来のオートデスクにおける採用機会に関する情報の受領を希望した候補者の個人データ

の取扱いについても説明しています。 

オートデスクが収集する志望者情報 

志望者から直接収集するデータ 

当社は、あなたに関する以下の情報を収集します: 

(a) 個人識別情報 この例としては、姓、名、連絡先情報(住所、電子メールアドレス、および電話

番号など)、採用システム用のユーザー名とパスワードがあります 
(b) 職能または職歴に関する情報 この例としては、応募または採用プロセスに関連して提出さ

れたレジュメまたは履歴書、職務経歴書、職歴、およびその他関連する書類に含まれる情

報があります 
(c) 教育に関する情報 たとえば学歴など 
(d) 多様性のモニタリングに使われる保護対象分類情報 (ただし、このデータの収集が地域の

法律で認められている場合であり、例として、人種、民族、性別、退役軍人の地位、および

身体障害などがあります)、および市民権または出入国情報(例として、労働する権利の確

証のため)  
(e) 応募または採用面接に関係して、あなたが当社に対し自発的に提出したその他の情報 

他の情報源から収集する情報 

当社は、あなたについて他の情報源から以下のデータを収集する場合があります。 

(a) 多様性のモニタリングに使われる保護対象分類情報 ただし、このデータの収集が地域の法

律で認められている場合であり、その例としては、身元確認のデータがあり、これには犯罪

の前科および生体情報が含まれる場合もあります 
(b) 教育に関する情報 たとえば学歴など 
(c) 職能または職歴に関する情報 この例としては、人材紹介会社、一般公開された登録情報も

しくはデータベース、以前の勤務先、および教育機関のいずれかまたは複数から得られた

職歴情報(適用される法律が許容する場合)、ならびに照会先、オートデスクの他の従業員、

クライアント、サービス プロバイダ、もしくは以前の勤務先から得られた、業績もしくは行動

に関する情報  
(d) ウェブサイトまたはソーシャルメディア (LinkedIn などの求人検索サイトを含みます) から得

られた一般公開情報 これには、応募に関連してあなたが当社に対し自発的に提出したその

他の情報(LinkedInを通じて応募した場合など)が含まれます 
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オートデスクが収集した志望者情報の使用方法 
当社は、あなたの個人データの収集および使用を、具体的かつ必要性に基づいた目的に限定して行う

よう努めています。たとえば、あなたの個人データは以下のような目的で使用されます： 

• 採用システム、求人応募および求人希望者データベースの運営、管理および改善 

• あなたがオートデスクに対し示した興味、採用機会、応募または採用手続きに関するあ

なたとの連絡 

• リファレンスチェック、公開された情報（例えば、LinkedIn などの求人検索プラットフォー

ム)、および当てはまる場合は身元確認によるものを含む、あなたの情報の確認  

• あなたの同意を得た上での、あなたが興味を持つと思われるオートデスク各社の他の

求人に関する情報の提供  

• 当社に課せられる法的義務の順守、ならびに規制当局および法執行機関への協力 

一部の国では、当社があなたの個人データを処理するためには、法的根拠がなければなりません。一

般的に当社の法的根拠は、あなたに対する契約上の義務に従うこと、またはあなたと契約関係を結ぶた

めの方法を取ること、当社の法的義務に従うこと、あなたの同意を得た場合、および当社の正当な利益

を満たすことです(ただし、あなたのプライバシーまたはその他基本的権利および自由よりも当社の正当

な利益が優先されることがないよう、厳重な保護措置を講じています)。 
 
現地法により、当社による特定の個人データの収集が義務づけられているにも関わらず、あなたがかか

るデータの提供を行わない場合、当社の法的義務の履行を妨げ、または遅延させることがあり、ひいて

は当社のあなたを採用する能力にも影響を与える可能性があります。当社があなたに対し個人データ処

理への同意を求めた場合、本志望者向けプライバシーステートメント末尾記載の通り当社に連絡するこ

とにより、かかる同意はいつでも撤回可能です。 

オートデスクによる志望者の個人データの開示方法  

当社は以下のような限られた状況において、あなたの個人データを他者に提供することがあります： 
 

• 当社はあなたの個人データを、オートデスクのグループ会社に該当する他社と、採用、人事管

理および内部報告上の目的で共有することがあります 
 

• 当社が業務を委託するサービスプロバイダおよび業務提携先と、あなたの個人データを共有す

ることがあります。たとえば、採用プラットフォームのホスティングおよびパフォーマンス改善のた

めのデータ分析において、他社と提携することがあります 
 

• 法律もしくは規制上の義務の履行、または当社、あなたもしくは第三者の権利の保護に必要な

場合、あなたの個人データを法執行機関、裁判所、規制当局、税務機関、政府機関その他第三

者と共有することがあります 
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志望者の個人データのアクセス、更新、ダウンロード、および削除方法 

あなたは、ご自身の個人データに関し、これにアクセスし、更新、削除し、そのコピーを受領し、または当

社によるその使用を制限する権利を含む、適用法にて認められる範囲内での一定の権利、ならびに一

部の地域ではデータのポータビリティに関する権利を有する場合があります。あなたの同意に基づいて

当社が個人データを処理する場合、あなたにはいつでも同意をその時点以降にわたって取り下げること

ができます。この権利行使が自分にあるか確認することを希望する場合、または権利行使を希望する場

合、以下より当社へご連絡くださいgdpr.request.team@autodesk.com。 

ご希望に応じるために追加の情報が必要な場合は、ご連絡いたします。個人データに関する権利につ

いて当社にご連絡をいただいた場合、ご依頼に応対する前にあなたの本人確認を行います。当社は、

不正行為防止などの法的目的および社内業務目的で、あなたについて一定のデータを保持することが

あります。これは適用法に準拠して行われます。 

自動処理による判断 
当社は通常、自動処理による判断またはプロファイリング(EUデータ保護規則にて定義)のみに基づい

て、求人または採用に関する決定を行うことはありません。当社が自動処理による判断のみに基づく決

定を行う選択をした場合で、あなたに重大な影響が及ぶ場合、またはあなたがプロファイリングの対象と

なる可能性がある場合、当社は適用法により義務づけられる内容に従った、適切な保護措置を講じま

す。 

オートデスクによるデータの保護  
 
当社は、合理的な物理上、管理上、および技術上の統制を組み合わせて用いることにより、不正アクセ

スまたは悪意のある行為からあなたのデータを保護します。当社のセキュリティ慣行についての詳しい

情報は、トラスト センターhttps://www.autodesk.com/trust/overviewでご確認ください。 
 
当社は、あなたの個人データにアクセスできるオートデスクの従業員、請負業者、および代理人を限定

し、割り当てられた職務の遂行と当社の製品およびサービスの開発または改善のために当該データを

知る必要がある者のみとします。 
 

オートデスクによる保存と保持に関する慣行 
 
当社は、あなたの個人データおよびコンテンツを自社サーバーおよび当社のサービス プロバイダのサー

バーに保存します。当社および当社のサービス プロバイダは、世界中にサーバーを維持しているため、

あなたの個人データは国境を越えて移転され、収集された国以外で保存されることもあります。 
 
当社はあなたの個人データを、あなたが応募した求人の採用が終了するまでの間、およびその後当社

による法的義務の履行に必要な一定の期間中保持します。かかる目的に対する必要性がなくなった時

点で、個人データを消去します。技術上の問題でシステムから完全に消去することができないデータが

ある場合、個人データがそれ以降処理または使用されることのないよう、適切な措置を講じます。 

オートデスクによる国境を越えた個人データの移転  

あなたのデータが、欧州経済領域 (EEA)、スイス、または英国にある当社の事業体から、米国、または

EEA 域外の別の国であり、個人データの適切な保護を提供しないと欧州委員会が判断した国へ移転さ

mailto:gdpr.request.team@autodesk.com
https://www.autodesk.com/trust/overview
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れる場合、当社は、そのような移転について標準契約条項の法的メカニズムに依拠します。オートデスク

は、米国商務省が定めた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（以下「プライバシー シールド」）で認証されており、EEA、英国、およ

び/または スイスから米国へ転送される個人データの収集、使用、および保持に関してプライバシーシー

ルドに依拠しています。プライバシー シールドの無効化により、現在オートデスクは EEA、英国、または

スイスから米国に個人データを転送する際にプライバシー シールドに依拠する必要はありませんが、引

き続き、プライバシー シールドに依拠し、米国に移転された個人データに対してプライバシー シールドが

提供する保護措置を適用します。 

 

 志望者向けプライバシーステートメントの改定および連絡方法 
 
個人データの使用に関するご質問やご懸念がある場合、以下より当社へご連絡ください

gdpr.request.team@autodesk.com 。欧州連合内の志望者は 、当社のデ ー タ保護責任者 
DPO@autodesk.com に連絡することができます。 

当社は、プライバシーに関する苦情や懸念に対し公正な解決策を得られるようあなたと協力して真剣に

取り組みます。しかしながら、苦情や懸念に関する支援を得られなかったとお考えの場合、あなたにはご

自身の居住国のデータ保護機関に苦情を申し立てる権利があります。 
  
この志望者向けプライバシーステートメントは、適宜改定または更新される場合があります。当社が志望

者向けプライバシーステートメントに重大な変更を行った場合、その変更について当社より通知いたしま

す。 
 
オートデスクのプライバシー慣行に関する詳細については、以下よりオートデスクのプライバシーステー

トメントをご参照ください。https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-
statement-jp 
 
2021 年 9 月 
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Author
＜English>Autodesk has certified to the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (“Privacy Shield”) as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal data transferred from the EEA, the United Kingdom and/or Switzerland to the United States in reliance on Privacy Shield. 

Author
<English>Due to the invalidation of Privacy Shield, Autodesk no longer relies on Privacy Shield to transfer personal data from the EEA, the United Kingdom, or Switzerland to the United States. We will continue to apply the safeguards afforded by Privacy Shield to personal data that we have transferred to the United States in reliance on Privacy Shield.


	オートデスク志望者向けプライバシーステートメント
	皆様のプライバシーを保護することはオートデスクにとって重要なことです。この志望者向けプライバシーステートメントでは、Autodesk, Inc. および対象となる求人に関連するオートデスクの現地関連会社(「当社」「オートデスク」)が、就職志望者および採用候補者(「あなた」)に関する個人データをどのように収集および処理するか、どのようにデータを使用および保護するか、ならびにかかるデータに関するあなたの権利について説明しています。
	志望者から直接収集するデータ
	他の情報源から収集する情報

	当社は、あなたの個人データの収集および使用を、具体的かつ必要性に基づいた目的に限定して行うよう努めています。たとえば、あなたの個人データは以下のような目的で使用されます：
	 採用システム、求人応募および求人希望者データベースの運営、管理および改善
	 あなたがオートデスクに対し示した興味、採用機会、応募または採用手続きに関するあなたとの連絡
	 リファレンスチェック、公開された情報（例えば、LinkedIn などの求人検索プラットフォーム)、および当てはまる場合は身元確認によるものを含む、あなたの情報の確認
	 あなたの同意を得た上での、あなたが興味を持つと思われるオートデスク各社の他の求人に関する情報の提供
	 当社に課せられる法的義務の順守、ならびに規制当局および法執行機関への協力

	志望者の個人データのアクセス、更新、ダウンロード、および削除方法
	当社は通常、自動処理による判断またはプロファイリング(EUデータ保護規則にて定義)のみに基づいて、求人または採用に関する決定を行うことはありません。当社が自動処理による判断のみに基づく決定を行う選択をした場合で、あなたに重大な影響が及ぶ場合、またはあなたがプロファイリングの対象となる可能性がある場合、当社は適用法により義務づけられる内容に従った、適切な保護措置を講じます。

