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AppDynamics SaaS 製品 
本プライバシーデータシートでは、AppDynamics 製品スイート（以下「本ソフトウェア」）における個人データ
（個人を特定できる情報）の処理について説明します。 
 
AppDynamics は、本プライバシーデータシートに従って、本ソフトウェアの個人データを処理します。データ管理
者とデータ処理者を区別する法域では、AppDynamics とお客様との関係を管理するために処理される個人データに
ついては、AppDynamics はデータ管理者となります。一方、本プライバシーデータシートに記載された目的のため
に、本ソフトウェアによって処理される個人データについては、AppDynamics はデータ処理者となります。 
 
注：本プライバシーデータシートは、シスコ オンライン プライバシー ステートメントを補足するものです。 
 
Note: 本文書は「AppDynamics SaaS Products Privacy Data Sheet」の参考和訳です。原文（英語）と差異がある
場合には、原文の内容が優先します。 

 
1. 概要  
本ソフトウェアは、AppDynamics およびその再販パートナー（以下「パートナー」）が、法人または個人（以下
「お客様」）に提供するエンタープライズクラスのクラウドベースソフトウェアです。お客様が購入された本ソフト
ウェアは、承認されたユーザ（以下「ユーザ」）によって使用されます。AppDynamics 製品スイートの各アプリ
ケーションは、次の表に示すように、それぞれ異なる機能を備えています。本プライバシーデータシートの情報は、
クラウドベースの Software as a Service（SaaS）バージョンに対応したものです。お客様が利用できる機能は、購
入された本ソフトウェアのライセンスによって異なります。本ソフトウェアの詳細については、次のリンクにアクセ
スしてください：https://docs.appdynamics.com/LATEST/en  
 
 

AppDynamics アプリケーション名 
 

アプリケーションの機能 

 
アプリケーション パフォーマンス管理（APM） 
 

 
ビジネスアプリケーションやその基盤となるインフ
ラストラクチャのパフォーマンスをモニタして分析
する機能です。アプリケーションマッピング、動的
なベースライン確立、コードレベル診断の各機能を
利用して、お客様のビジネスアプリケーションのパ
フォーマンスを分析します。お客様は、本ソフト
ウェアを利用してアプリケーション環境をマッピン
グし、各コンポーネントがどのようにつながってア
プリケーション環境内でパフォーマンスのベースラ
インが確立されているかを確認できます。また、
コードレベルで診断することで、根本原因を分析
し、ビジネスに不可欠なアプリケーションをトラブ
ルシューティングできます。 
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?search_keyword=AppDynamics%20SaaS%20Products%20Privacy%20Data%20Sheet#/1632938251584862
https://docs.appdynamics.com/LATEST/en
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サーバの可視化 
 

 
サーバ可視化機能によって、ハードウェアに関する新
たなメトリクスを取得できます。サーバ可視化機能で
は、コントローラ UI に新しいウィンドウが追加されま
す。このウィンドウを利用することで、アプリケー
ションのパフォーマンスに影響する基盤のインフラス
トラクチャの問題を即座に確認し、ハードウェアのパ
フォーマンス問題を迅速にトラブルシューティングで
きます。 
 

ネットワークの可視化 
 

ネットワーク可視化機能により、アプリケーションの
パフォーマンス問題の原因がネットワークにあるかど
うかを即座に特定できます。これにより、お客様は次
のことを実現できます。（i）アプリケーション、ネッ
トワーク、またはアプリケーションとネットワークの
インタラクション（アプリケーション/サーバのネット
ワーク利用方法など）におけるパフォーマンス問題の
根本原因を特定する、（ii）ネットワークまたはアプリ
ケーション/ネットワークの問題が発生しているトラ
フィックフロー、ノード、トランスポート接続を特定
する、（iii）ネットワークのパフォーマンスおよび、ア
プリケーションによるネットワーク/リソースの使用状
況を示す詳細なメトリクスを収集する、（iv）的を
絞ったトラブルシューティング情報を収集し、ネット
ワーク、IT、DevOps などの各チームに報告する。 
 

 
データベースの可視化 
 

 
お客様のデータベースのパフォーマンスをエンドツー
エンドで可視化し、応答時間の低下や過剰な負荷など
の問題のトラブルシューティングをサポートします。
また、次のようなデータベースのアクティビティに関
するメトリクスを提供します。（i）システムリソース
を最も多く消費している SQL ステートメントまたはス
トアドプロシージャ、（ii）プロシージャ、SQL ス
テートメント、SQL クエリプランに関する統計情報、
（iii）フェッチ、ソート、ロックによる待機に要した時
間、（iv）前の日、週、月のアクティビティ。 
 

 
クラウドネイティブの可視化機能  

 
クラウドネイティブの可視化機能は、AIOps プラット
フォームを導入して、アプリケーション インフラスト
ラクチャ内のオブジェクト間のインタラクションおよ
び関係を可視化します。この機能により、アプリケー
ション環境をリアルタイムで一元的にモニタできるよ
うになるため、さまざまなエンジニアリング作業が統
合され、コラボレーションが強化されます。 
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クラウドネイティブ可視化機能は、主に次の 2 つのカ
テゴリに分類されます。 

● マイクロサービスとサーバレスアプリケー
ションの可視化 

● アプリケーション ミドルウェアとインフラス
トラクチャの可視化 

 
 
モバイル リアルユーザ モニタリング（MRUM） 
 

 
MRUM は、データバインディング機能です。モバイル
アプリケーションのパフォーマンスを確認するため
に、独自のメトリクスを作成し、フィルタ処理するこ
とができます。 
 

 
ブラウザ リアルユーザ モニタリング（BRUM） 
 

 
BRUM もデータバインディング機能です。Web アプリ
ケーションのパフォーマンスを確認するために、独自
のメトリクスを作成し、フィルタ処理することができ
ます。 
 

 
Internet of Things モニタリング（IoT モニタリング） 
 

 
IoT モニタリング機能を使用することで、IoT アプリ
ケーションのトランザクションをトラッキングして把
握できます。ビジネス目標に影響するデバイス上で実
行されているアプリケーションについて、ネットワー
クリクエスト、エラー、カスタムアプリケーション、
ドメイン固有のイベントをキャプチャして診断できます。 
 
IoT モニタリング機能では、デバイスに関して次の項
目をモニタできます。（i）可用性、（ii）ネットワーク
パフォーマンス（（a）応答時間の低下、（b）デバイ
スとバックエンドサービス間の遅延など）、（iii）ユー
ザおよびシステムのふるまいやパターンなどのシステム
使用状況、（iv）エラーおよび例外。 
 

 
ブラウザ シンセティック モニタリング 
 

 
地理的に分散したシンセティックエージェントを利用
して、アプリケーションの主要なユーザワークフロー
を継続的にテストします。これにより、ユーザが負荷
をかけることなく、複数ステップから成るフローの状
態とパフォーマンスをモニタできます。 
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アプリケーション分析と Business IQ 
 

 
アプリケーション分析と Business IQ は、検索機能を
備え、自動的に収集されて関連付けられたデータ（ア
プリケーション環境から取得したペイロードまたはパ
ラメータ情報を含む）をリアルタイムに分析して可視
化します。それによってお客様は、IT 運用、カスタ
マーエクスペリエンス、ビジネス成果に関するインサ
イトを得られます。 
 

 
ログ分析 
 
 
 

 
パフォーマンスとビジネスデータをログファイルから
キャプチャします。ログ分析ソフトウェアは、お客様
のアプリケーション インフラストラクチャ内のログ
ファイルに含まれているデータを分析するように設計
されています。ログファイルには、インストルメント
化されたアプリケーションとインストルメント化され
ていないアプリケーションのログファイル、およびマ
シンのログファイルなどが含まれます。 
 

 
Cisco Secure アプリケーション 
 

 
アプリケーションのセキュリティ状態をモニタし、 
モニタ結果をリアルタイムに確認できるダッシュボー
ドを提供します。 
 

 

2. 個人データの処理  
このセクション 2 の表には、AppDynamics のデフォルト設定に基づいて本ソフトウェアで処理される個人データと処理の
目的を記載しています。以下に示すもの以外で、本ソフトウェアのデフォルト設定で処理される個人データはありません。 
お客様は、本ソフトウェアが個人データを含むその他のデータを処理するように、デフォルト設定を変更できま
す。また、本ソフトウェアが以下の表に記載されている以外の個人データを処理するかどうかを制御することも可
能です。秘密データの収集を防止する方法の詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。 
https://docs.appdynamics.com/display/LATEST/Sensitive+Data+Collection+and+Security 

 
個人データのカテゴリ  個人データの種類 処理の目的 

 
登録情報  

 
● アカウントの連絡先名 
● 管理者ログイン情報 
● 電子メールアドレス 

 
 
 
 

 
● お客様のプロビジョニングおよび

登録 
● 本ソフトウェアへのアクセスの認

証/認可 
● ライセンスおよびライセンス権限

の管理 
● 本ソフトウェアのステータスおよ

び運用状況に関するお客様への 
連絡 

● 製品およびサポートに関する通知 
 

https://docs.appdynamics.com/display/LATEST/Sensitive+Data+Collection+and+Security
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サポート情報 

 
● ユーザ名 
● 電子メールアドレス 
● デバイス情報  
● ブラウザ情報  
● ユーザデバイスの IP アドレス 

 
● 技術的な問題または本ソフトウェ

アに関する問題をトラブルシュー
ティングするためのテクニカルサ
ポートの実施 
 

 
上記に加えて、特定の AppDynamics アプリケーションは、以下の表に示すように、別の目的で上記以外のタイプの
個人データを収集します。 
  
個人データのカテゴリ  個人データの種類 処理の目的 

 
ホスト情報 
（MRUM、BRUM、IoT モニタリング 
アプリケーションでのみ使用）  
 

 
● ユーザデバイスの IP アドレス 

 
 

 
● ユーザの地理上の位置の特定に

使用  
 

 

 
3. データセンターの場所 
AppDynamics は、Amazon Web Services 社が提供するサードパーティのデータセンターとインフラストラクチャ
を使用して、本ソフトウェアと関連サービスを提供します。データセンターは、現在、次の表に示す場所（または国）
にあります。データセンターの場所は随時変更される場合があります。その際には、変更を反映して本プライバシー
データシートは更新されます。 
 

インフラストラクチャ プロバイダーの場所 

シドニー（オーストラリア）  サンパウロ（ブラジル） 

香港 シンガポール  

ケープタウン（南アフリカ） 
ポートランド（米国オレゴン州） 
シンシナティ（米国オハイオ州） 

ムンバイ（インド） 
 
ロンドン（ヨーロッパリージョン、英国） 
 

フランクフルト（ヨーロッパリージョン、ドイツ） ダブリン（ヨーロッパリージョン、アイルランド） 

 

4. データの越境移転メカニズム 
AppDynamics は、複数の法域における合法的なデータの利用に関して、以下の個人データ移転メカニズムを活用し
ています。 
 

● APEC 域内の個人データ越境移転ルール [英語] 
● APEC 個人データ処理者認定 [英語] 
● EU 標準契約条項 [英語] 

 

http://www.cbprs.org/
http://www.cbprs.org/
http://cbprs.org/compliance-directory/prp/
http://cbprs.org/compliance-directory/prp/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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5. アクセス制御 

次の表に、本ソフトウェアのデフォルト設定で処理される個人データおよび、データにアクセスできるユーザ、アク
セスする目的を示します。 
 
個人データのカテゴリ  アクセス権者 アクセスする目的 

 
登録情報  
 

 
お客様 
 
 

 
● 本ソフトウェアの登録およびアクセス 
● ライセンスの管理  

 

 
AppDynamics 

 

 
● お客様のプロビジョニングおよび登録 
● 本ソフトウェアへのアクセスの認証/認可 
● ライセンスおよびライセンス権限の管理 
● 本ソフトウェアのステータスおよび運用状況に

関するお客様への連絡 
● 製品およびサポートに関する通知 

 

 
サポート情報 

 
お客様 
 

 
● 問題のトラブルシューティングに対するサポー

トのリクエスト 

 
AppDynamics 

 

 
● 技術的な問題または本ソフトウェアに関する問

題をトラブルシューティングするためのテクニ
カルサポートの実施 

 
ホスト情報  

（MRUM、BRUM、IoT 
モニタリング製品でのみ
使用） 
 
 

 
お客様 

 
● アクセス不可（データはデフォルトでは保存さ

れません） 
 

 
AppDynamics 

 

 
● アクセス不可（データはデフォルトでは保存さ

れません） 
 

 

6. データポータビリティ  
データポータビリティ要件は、本ソフトウェアには適用されません。 
 

7. データの削除と保持  
次の表に、本ソフトウェアのデフォルト設定で処理される個人データ、データの保持期間、保持する理由を示します。 

 
個人データの種類  保持期間 保持の理由 

 
 
登録情報  
 
 
 

 
本ソフトウェアを使用するため
のライセンスの有効期限/契約
終了後 6 ヵ月 
 

 
● 監査のため 
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サポート情報 

 
データは要求に応じて削除され
ます。 
 

 
● トラブルシューティングのため 
● トレーニングと製品改善のため 

 
ホスト情報 

（MRUM、BRUM、
IoT モニタリング製品
でのみ使用） 
 

 
データはディスクには書き込ま
れず、メモリにのみ保存されま
す。位置が特定されれば破棄さ
れます。 
 

 
● データは保持されない 

 

8. 個人データのセキュリティ 
AppDynamics は、個人データを偶発的な紛失や不正アクセス、不正使用、改ざん、漏洩から保護するために設計さ
れた、技術的/組織的措置を講じています。また、本プライバシーデータシートに記載されているすべての個人デー
タを、転送中および保管時に暗号化します。これは、お客様がデフォルト設定を変更した場合でも同様です。 
 

9. 副処理者  
AppDynamics は、個人データの副処理者としてサービスプロバイダーを利用します。その際、サービスプロバイ
ダーとの契約において、AppDynamics が提供するのと同じレベルのデータ保護機能を提供し、情報セキュリティを
確保することを確約させます。本ソフトウェアに関する現在の副処理者のリストを以下に示します。副処理者は随時
変更される場合があります。その際には、変更を反映して本プライバシーデータシートは更新されます。 
 
副処理者  個人データ サービスの種類 

 
データセンターの場所 

 
Salesforce 社 

 
● 登録情報 

AppDynamics は、SFDC の Software as 
a Service を CRM（顧客関係管理）シス
テムに使用し、アプリケーションライセ
ンスを本ソフトウェアにプロビジョニン
グします。 

 
アメリカ地域 

 
Zendesk 社 

 
● サポート情報 

AppDynamics は、Zendesk 社のチケッ
ト管理 SaaS プラットフォームを活用し
て、お客様をサポートしています。 

 
米国 

 
Okta 社  

 
● 登録情報 

AppDynamics は、Okta を使用して実稼
働環境でユーザのシングルサインオン
（SSO）認証を実現し、独自の ID プロ
バイダーを利用していないお客様のログ
イン情報を保存しています。 

 
米国 

 
Amazon Web Services 社 
 

 
● 登録情報、ホスト情報   

AppDynamics は、Amazon Web 
Services Virtual Private Cloud プラット
フォームを使用して、Software as a 
Service 環境の一部をホストしています。 

 
上記のセクション 3（デー
タセンターの場所）に記載
されている場所  

 
Splunk 社 
 

 
● 登録情報 

 

AppDynamics は、一元化されたロギン
グサービスに Splunk を使用して、アカ
ウントイベント（ログイン、ログアウト
など）の監査ログを管理しています。 

 
米国 
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10. 情報セキュリティインシデント管理 
違反およびインシデントの通知プロセス  
シスコのセキュリティ & トラスト部門内のデータ保護・プライバシーチームは、データインシデント対応プロセス
を調整し、データ中心のインシデントへの全社的な対応を管理しています。インシデント指揮官が、シスコ プロダ
クト セキュリティ インシデント レスポンス チーム（PSIRT）、シスコ セキュリティ インシデント レスポンス チー
ム（CSIRT）、およびアドバンスド セキュリティ イニシアチブ グループ（ASIG）を含む多様なチームを活用して、
シスコの対応を指示および調整します。AppDynamics は、シスコのプロダクト セキュリティ インシデント レスポ
ンス チーム（PSIRT）と連携してセキュリティアドバイザリを作成し、公開しています。 
 
Cisco Cyber Defence Centre は、シスコ製品およびネットワークに関連するセキュリティ脆弱性の報告受付、調査、
公表を担っています。PSIRT は、お客様、独立したセキュリティ研究者、コンサルタント、業界団体、およびその
他のベンダーと協力して、シスコ製品およびネットワークのセキュリティに関する潜在的な問題を特定しています。
シスコ セキュリティセンターでは、セキュリティインシデントの報告プロセスを詳しく説明しています。 
 

11. 認証およびプライバシー要件の遵守  
セキュリティ & トラスト部門およびシスコと AppDynamics の法務部門は、リスクおよびコンプライアンスに関す
る管理ならびにコンサルティングサービスを提供し、シスコや AppDynamics の製品/サービスの設計にセキュリ
ティおよび規制の遵守機能を組み込むサポートをしています。本ソフトウェアは、プライバシーを考慮し、グローバ
ルのプライバシー要件に準拠しながら使用できるように設計/構築されています。 

セクション 4 に記載されているデータの越境移転メカニズムや認定に加えて、シスコと AppDynamics は以下の認
定を受けています。 

● EU-米国間のプライバシー シールド フレームワーク [英語] 
● スイス-米国間のプライバシー シールド フレームワーク [英語] 

 
さらにシスコは、厳しい社内標準に従うだけでなく、情報セキュリティに対するシスコの取り組みを示すために、 
第三者機関による検証も受け続けています。AppDynamics は、AppDynamics SOC2 報告書（Cisco Trust Portal  
参照）の作成を続け、SOC 2 Type II 認証を維持しています。 
 

12. データ主体の権利の行使  

本ソフトウェアで自分の個人データが処理されたユーザには、本ソフトウェアによって処理された個人データに対し
て、アクセス、訂正、処理の中断、削除をリクエストする権利があります。 
 
AppDynamics は、リクエストに対応する前に、必要に応じて本人確認を行います。リクエストに応じることができ
ない場合は、その理由を提示します。ユーザの雇用主がお客様/データ管理者である場合は、雇用主にユーザ確認を
行う場合がある点にご注意ください。 
 
リクエストは、次の方法で送信できます。 
 
1）シスコのプライバシー リクエスト フォーム 
2）次の宛先に郵送する  
 

http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?search_keyword=Appd
https://privacyrequest.cisco.com/
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シスコは、問い合わせとリクエストにタイムリーかつ十分に対応できるよう努めます。AppDynamics が処理または
移転した個人データのプライバシーに関する問題が未解決のままになっている場合は、シスコが委託している、米国
を拠点とする第三者の紛争解決機関に問い合わせることができます。または、管轄区域内のデータ保護監督機関に問
い合わせて支援を受けることもできます。EU では、シスコはオランダを主たる拠点としています。そのため、EU 
における主たる監督機関は、Dutch  Autoritiet Persoonsgegevens（オランダデータ保護機関）となります。 
 

13. 一般情報  
一般的な情報ならびに AppDynamics のセキュリティおよびプライバシープログラムに関連する FAQ（よくある質
問）については、AppDynamics Trust Center または Cisco Trust Portal をご確認ください。 
 
本プライバシーデータシートは、毎年、または必要に応じて見直され、更新されます。最新バージョンについては、
Cisco Trust Portal の 個人データ プライバシー セクション、または AppDynamics Trust Center の個人データ プラ
イバシー セクションを参照してください。 

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://www.appdynamics.com/trust-center
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet%7CPrivacy%20Data%20Map
https://www.appdynamics.com/trust-center/privacy
https://www.appdynamics.com/trust-center/privacy

