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Cisco Secure Email Cloud Gateway 
（旧称「Cisco クラウド E メールセキュリティ」または「CES」） 
本プライバシーデータシートでは、Cisco Secure Email Cloud Gateway（「本サービス」）における個人データ
（または個人を識別できる情報）の処理について説明します。 

Cisco Secure Email Cloud Gateway は、シスコが提供するクラウドベースの電子メール セキュリティ ソリュー
ションです。企業または個人がライセンスを取得すると、権限を持つユーザーがサービスを使用できるようになりま
す。シスコは、本プライバシーデータシートに従って、本サービス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、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、シスコはデータ
管理者となります。Cisco Secure Email Cloud Gateway が機能を提供するために処理する個人データについては、
シスコはデータ処理者となります。 
 
Note: 本文書は「Cisco Secure Email Cloud Gateway 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  
Cisco Secure Email Cloud Gateway はクラウドベースの電子メールセキュリティサービスです。インターネットか
らのスパムとセキュリティ脅威をブロックし、ライセンス付与された機能に応じて、お客様のデータの不慮の、また
は意図的な漏洩を防止します。Cisco Secure Email Cloud Gateway では、お客様の電子メールトラフィックの受信
保護と発信制御を行います。購入したライセンスの機能に応じて、本サービスの一部として次のような機能を利用で
きます。 

• スパム対策  
• インテリジェント マルチスキャン スパム対策  
• ウイルス対策  
• アウトブレイクフィルタ  
• 高度なマルウェア防御  
• 安全な配信停止  
• イメージ分析  
• 電子メール暗号化サービス  
• データ損失防止  

 
本サービスでは、Cisco Secure Email and Web Manager が自動的に使用できるようになり、レポート、追跡、検
疫の各機能が有効になります。本プライバシーデータシートには、Cisco Secure Email and Web Manager のこれ
らの機能で扱うデータの処理について記載しています。 
 
Cisco Secure Email Cloud Gateway の詳細については、
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/email-security/index.html を参照してください。 
 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?search_keyword=Cisco%20Secure%20Email%20Cloud%20Gateway#/1552559092864144
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/email-security/index.html
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2. 個人データの処理  
以下の表には、Cisco Secure Email Cloud Gateway がサービスを提供するために利用する個人データと、個人デー
タを処理する目的を記載しています。 

 
1 お客様が IronPort Anti-Spam を有効にしている場合にのみ処理されます。 

個人データのカテゴリ  個人データの種類 処理の目的 

 
登録情報 

 
• お客様名 
• 電子メールアドレス 
• 電話番号 
• 請求書送付先 
• スマートアカウントのユーザー名/ID 
 

 
• 製品の管理：アカウントの作成、ライセンス権限

の確認、通常の製品サポートおよび管理 

 
管理者情報 

 
• 管理者情報（名前や電子メールなど）  

 
• 本サービスの提供  
• お客様が管理インターフェイスにアクセ

スし、設定と本サービスの操作を行える
ようにする  

 
 
電子メール情報  

 
• 送信者情報（名前、電子メール、表示名）  
• 受信者情報（名前、電子メール、表示名）  
• 電子メールの件名 
• 返信先ヘッダー（CC/BCC を含む） 
• 添付ファイルのタイトル（添付ファイル

の内容は対象外） 
• IP アドレス  

 

 
• 本サービスの提供  

 
電子メール本文 

 
• 電子メールの内容や添付ファイル全体  

 
• 本サービスの提供（電子メールの脅威を評価し、

お客様が作成したポリシーを適用するなど）   
 

 
IP アドレス 

 
• 本サービスの管理者ポータルにアクセ

スしたユーザーの IP アドレス   

 
• セキュリティ上の理由から（お客様の Cisco 

Secure Email Cloud Gateway インスタンスへの
アクセスを試みる IP アドレスを特定するため）、
IP アドレスを監査ログの一部として保存。また、
グローバル脅威インテリジェンス調査に使用  
 

 
サービスログデータ（オプ
ション） 

 
• 送信者の電子メールアドレス  
• 送信者の電子メールの表示名（例：

<john smith>） 
• 電子メールメッセージのグローバルな

一意の ID（GUID） 
• IP アドレス 
• Cisco Secure Malware Analytics の評

定（悪意がある、中立、不明など） 
• メッセージのメタデータ（日付、送信

者、受信者など） 
• ファイル名1 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査（お客様が

サービスログを無効にしていない場合にのみ処理
されます）。 
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送信者ドメインのレピュテー
ションデータ（オプション） 
 

 
• 電子メールメッセージの GUID 
• メッセージ ID  
• 電子メール送信者の IP アドレス 
• SMTP エンベロープフィールド（送信

者の電子メールアドレスなど） 
• 表示名 
• List-Unsubscribe ヘッダー 
• メッセージ ID ヘッダー 
• SPF の結果 
• DKIM の結果 
• DMARC の結果 
• ヘッダーデータ（マーケティングヘッ

ダー、List-Unsubscribe ヘッダー、
reply-to ヘッダードメインなど）  

• 完全修飾ドメイン名  
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査。お客様が

送信者ドメインレピュテーションの「追加属性」
機能を有効にし、完全な電子メールアドレスを送
信することにした場合にのみ処理されます。 

 
送信者 IP のレピュテーショ
ンデータ（オプション） 
 

 
• 電子メールの送信サーバーの IP アドレス 
• 接続の GUID（送信者の IP アドレス） 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査。お客様が

送信者 IP レピュテーションを無効にしていない
場合にのみ処理されます。 

 
 
URL のレピュテーションデータ
（オプション）  

 
• 電子メールメッセージの GUID 
• 送信者の IP アドレス 
• クエリを実行している電子メール内の 

URL 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査（お客様が 

URL のレピュテーションを有効にしている場合
にのみ処理されます）。 

• URL エクスプロイト検出モデルの開発と展開に
使用されます。 
 

 
電子メールの送信データ（オ
プション）  

 
• 電子メールエンベロープヘッダー 
• 電子メールデータヘッダー 
• 電子メール本文（電子メール本文や添

付ファイル） 

 
• お客様が誤検出/検出漏れの電子メールサンプル

を Cisco TAC に送信することを選択した場合、
TAC は担当のシスコ製品チームおよび以下に記
載しているサードパーティの副処理者と共有し
て、さらなる分析を行う場合があります。 

• グローバル脅威インテリジェンス調査と機械学習 
• テクニカルサポート 

 
 
送信された添付データ（オプ
ション）  

 
• ファイルに含まれる可能性のある個人

データ 

 
• お客様が誤ってブロックされた添付ファイルを 

Cisco TAC に送信することを選択した場合、
TAC は脅威インテリジェンス調査チームおよび
以下に記載しているサードパーティの副処理者と
共有して、さらなる分析を行う場合があります。 

• テクニカルサポート 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
 
IronPort Anti-Spam Engine
（IPAS）データ（オプション）  
 

 
• 電子メールメッセージの GUID 
• ファイル名（個人データが含まれてい

る場合） 
• IPAS の結果（スパムスコア、ルール

ヒット、送信者 IP アドレス） 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査（お客様が 

IronPort Anti-Spam を有効にしている場合にの
み処理されます）。 
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Cisco Secure Email Cloud Gateway は、シスコが製品の使用状況の把握と製品改善を支援するため、「システム情
報」を収集します。詳細については、システム情報の概要を参照してください。お客様は、シスコ カスタマーサク
セスへのシステム情報の送信をオプトアウトできます。同様に、個人を特定できないシステム情報が、製品使用状況
の分析と継続的な製品改善を支援するため、Google アナリティクスに送信されます。お客様は、Google アナリティク
スへの個人を特定できないシステム情報の送信をオプトアウトできます。システム情報の収集と使用の詳細について
は、https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/systems-information.html [英語] を参照してください。 
 
シスコとサードパーティの統合 
Cisco Secure Email Cloud Gateway は、さまざまなシスコ製品と統合できます。本サービスから個人データを受け
取ったシスコ製品による個人データの処理の詳細については、該当するプライバシーデータシートを参照してくださ
い。Cisco Secure Email Cloud Gateway サブスクリプションには、SecureX Threat Response にアクセスして使
用する権利が含まれています。Cisco Threat Response による個人データの処理の詳細については、Cisco SecureX 
Threat Response のプライバシーデータシートを参照してください。本サービスと共に Threat Defense Connector 
を使用した場合、添付ファイルを含めたお客様の電子メールのコピー（「ジャーナル処理された電子メールデータ」
と呼ばれます）が、Cisco Secure Email Threat Defense プライバシーデータシートの記載に従ってシスコによって
処理されます。 
 
さらに、Cisco Secure Email Cloud Gateway はサードパーティ製品との統合も可能です。該当するサードパーティ
システム内のデータの保護は、各サードパーティの契約およびポリシーによって管理されます。 
 
TAC 
お客様が問題の診断および解決のために Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡すると、Cisco TAC は
本サービスとお客様から提供された個人データを受信して処理する場合があります。また、以下に記載するとおり、
当該データを担当のシスコ製品チームと共有する場合があります。Cisco TAC のサービス提供プライバシーデータ
シートには、シスコによる個人データの処理について記載されています。 
 
スマートライセンス  
Cisco Secure Email Gateway はスマートライセンスに対応しています。個人データは、関連する Cisco.com アカウ
ント（CCO）またはスマートライセンス アカウントに関連付けるためにユーザーのログイン情報の形式でシスコに提
供される場合があります。スマートライセンス アカウントとこれに関連するデータ収集の詳細については、スマート 
ソフトウェア ライセンシング プライバシー データシートを参照してください。 

 

3. データセンターの場所  
シスコは、自社のデータセンターとサードパーティのインフラストラクチャ プロバイダーを活用して、本サービス
をグローバルに提供します。Cisco Secure Email Cloud Gateway は、以下に記載している地域のインフラストラク
チャ プロバイダーを使用しています。管理者情報、電子メール情報、電子メール本文、および IP アドレスは、お客
様が本サービスをプロビジョニングすることにした地域に保存されます。登録情報は米国に保存されます。 
 

 
Cisco Secure Email 
Phishing Defense との統合
に必要な電子メールのメタ
データ（オプション） 
 

 
• 電子メールエンベロープヘッダー（送

信者、受信者、ホスト/IP アドレス） 
• 電子メールデータヘッダー（送信元、

宛先、件名、返信先ヘッダー）  

 
• Cisco Secure Email Gateway と Cisco Advanced 

Phishing Protection との統合を有効にします。
詳細については、Advanced Phising Protection 
プライバシーデータシートを参照してください。 

• Cisco Secure Email Gateway と Cisco Secure 
Email Phishing Defense がお客様によって統合
されている場合にのみ処理されます。 

 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/1604543672547988
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/systems-information.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map&search_keyword=SecureX#/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatasheet%2Fsecurity%2Fcisco-threat-response-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map&search_keyword=SecureX#/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatasheet%2Fsecurity%2Fcisco-threat-response-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map&search_keyword=mailbox#/1599773353165499
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet#/customer_transparency/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatasheet%2Fservices%2Fcisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf?docClassification=public
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet#/customer_transparency/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatasheet%2Fservices%2Fcisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf?docClassification=public
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/1552559092863129
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/1552559092863129
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/cisco-advanced-phishing-privacy-data-sheet.pdf
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Cisco Secure Email Cloud Gateway のデータセンターの場所 
 
データセンター  説明 データセンターの場所 

 
Equinix（コロケーション
施設） 
 

 
Cisco Secure Email Cloud Gateway クラウドのインフラストラ
クチャは、北米、EU、APJC にある Equinix のコロケーション
施設で稼働しています。 
 

 
米国 
カナダ 
英国 
オランダ 
ドイツ 
日本  
 

 
Q9 

 
Cisco Secure Email Cloud Gateway クラウドのインフラストラ
クチャは、カナダにある Q9 のコロケーション施設で稼働してい
ます。 
 

 
カナダ 

 
Getronics/KPN 

 
Cisco Secure Email Cloud Gateway クラウドのインフラストラ
クチャは、オランダにある Getronics/KPN のコロケーション施
設で稼働しています。 
 

 
オランダ 

 
NextDC 

 
Cisco Secure Email Cloud Gateway クラウドのインフラストラ
クチャは、オーストラリアにある NextDC のコロケーション施
設で稼働しています。 
 

 
オーストラリア 

 
Switch 

 
Cisco Secure Email Cloud Gateway クラウドのインフラストラ
クチャは、米国にある Switch のコロケーション施設で稼働して
います。 
 

 
米国 

 
上記の個人データカテゴリが「グローバル脅威インテリジェンス調査」の目的で処理される場合、当該個人データの
処理と保存はシスコのグローバル脅威インテリジェンスチームによって実施されます。以下のとおり、このチームは
米国にデータセンターを持ち、セクション 9 に記載している場所で副処理者を使用します。これが必要となるの
は、Cisco Secure Email Cloud Gateway を提供するためです。脅威インテリジェンス分析では、全世界のデータを
リアルタイムで調査する必要があります。 
 
グローバル脅威インテリジェンス データウェアハウス センターの場所 
 
場所 データセンター セキュリティアシュアランス 

 
米国：カリフォルニ
ア州、テキサス州、
バージニア州 

 
Equinix（コロケー
ション施設） 

 
カリフォルニア州の施設は SOC 2 Type II、ISO 27001、および SSAE16 SOC 1 Type 1 
を取得  
 
テキサス州の施設は NIST 800-53/FISMA、ISO 27001、SOC 1 Type II、SOC 2 Type II、
PCI DSS、および HIPAA を取得  
 
バージニア州の施設は NIST 800-53/FISMA、ISO 27001、SOC 1 Type II、SOC 2 
Type II、PCI DSS、および HIPAA を取得 
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米国   

 
AWS  

 
AWS は、セキュリティおよびデータ保護を維持するために堅牢な管理機能を提供して
います。物理的なセキュリティ管理には、フェンス、壁、セキュリティスタッフ、ビデ
オ監視、侵入検知システム、その他の電子的な手段などの境界制御が含まれますが、こ
れらに限定されません。AWS の SOC 報告書には、AWS が実行している特定の制御ア
クティビティに関する詳細がさらに記載されています。詳細については、
https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/ を参照してください。 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス チームによって収集されたデータに関しては、ここに記載されているとおりに機
能が有効になっている場合、以下のグローバル コロケーション データセンター ネットワークが動的なエニーキャス
トルーティング決定を使用して、各お客様のサービスログデータ、送信者ドメイン レピュテーション データ、送信
者 IP レピュテーションデータ、URL レピュテーションデータ、IPAS データを、以下のデータセンター施設のいず
れかにルーティングします。ただし、通常は、Cisco Secure Email Cloud Gateway の導入環境に物理的に最も近い
場所にあるデータセンターにルーティングされます。グローバル コロケーション データセンター ネットワークに送
信されるデータは一時的なものであり、これらの場所には保存されません。これが必要となるのは、Cisco Secure 
Email Cloud Gateway を提供するためです。脅威インテリジェンス分析では、全世界のデータをリアルタイムで調
査する必要があります。 
 
グローバル コロケーション データセンター ネットワークの場所 
 
場所 プロバイダー 認定 

アムステルダム（オランダ） Interxion ISO27001、ISO22301 
アッシュバーン（バージニア州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
アトランタ（ジョージア州） Digital Reality SOC 2、SOC 3、PCI DSS、ISO27001 
ブカレスト（ルーマニア） NX DATA ISO9001、ISO27001 
シカゴ（イリノイ州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
コペンハーゲン（デンマーク） Interxion ISO27001、ISO22301 
ダラス（テキサス州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
デンバー（コロラド州） CoreSite ISO27001、SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2、PCI DSS、HIPAA  
ドバイ（アラブ首長国連邦） Equinix  ISO27001、OHSAS、PCI、SOC 1、SOC 2  
ダブリン（アイルランド）     Interxion ISO27001、ISO9001、ISO22301 
フランクフルト（ドイツ） Equinix ISO27001、PCI、SOC 1、SOC 2、ISO9001 
香港 Equinix ISO27001、PCI、SOC 1 
ヨハネスブルグ（南アフリカ共
和国） Teraco ISO27001、PCI、ISO9001 

ロンドン（英国） Equinix ISO27001、PCI、SOC 1、SOC 2、ISO9001 
ロサンゼルス（カリフォルニ
ア州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 

メルボルン（オーストラリア） NextDC ISO27001、ISO9001、UpTime Institute Tier 4 認定 
マイアミ（フロリダ州） Coresite ISO27001、HIPAA、PCI、SOC 1、SOC 2 
ミラノ（イタリア） Equinix ISO27001、ISO9001、PCI 
ムンバイ（インド） STT ISO27001、ISO20000、ISO14001、TL9000、PCI DSS 
ニューヨーク市（ニューヨー
ク州） Coresite ISO27001、HIPAA、PCI、SOC 1、SOC 2 

パロアルト（カリフォルニア州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 

パリ（フランス） Equinix 
ISO27001、ISO9001、SOC 1、SOC 2、PCI DSS、ISO50001、
ISO14001、OHSAS18001 

プラハ（チェコ共和国） CECOLO ISO27001、ISO14001、ISO18001（OHSAS）、ISO9001 
レストン（バージニア州） Coresite ISO27001、HIPAA、PCI、SOC 1、SOC 2 

https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
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リオデジャネイロ（ブラジル） Equinix 
ISO22301、SOC 1 Type II、PCI DSS、SOC 2 Type II、
ISO9001:2008、ISO27001 

サンノゼ（カリフォルニア州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
サンパウロ（ブラジル） Equinix ISO27001、ISO9001、SOC 1、SOC 2 
シアトル（ワシントン州） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
シンガポール Equinix ISO27001、PCI、SOC 1、SOC 2、SS564 
シドニー（オーストラリア） Equinix ISO27001、PCI、SOC 1、SOC 2 
東京（日本） Equinix ISO27001、PCI DSS、SOC 1、SOC 2 
トロント（カナダ） Equinix ISO27001、HIPAA、FISMA、PCI、SOC 1、SOC 2 
バンクーバー（ブリティッシュ
コロンビア州） Cologix PCI、SOC 1、SOC 2、HIPAA 

ワルシャワ（ポーランド）  EdgeConneX ISO27001、ISO9001、PCI DSS 

 

4. データの越境移転メカニズム  
シスコは、複数の法域にまたがる合法的なデータの使用を可能にするための移転メカニズムに投資しています。 
 

• 拘束的企業準則（管理者） [英語]  
• 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] 

5. アクセス制御  
次の表には、Cisco Secure Email Cloud Gateway がサービスを提供するために利用する個人データ、当該データへ
のアクセス権者、アクセスする目的を記載しています。 
 
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 
 

 
管理および運用 
 

 
シスコ 
 

 
アカウントの作成、ライセンス付与の確認、通常の製品サポートおよ
び運用 
 

 
管理者情報  

 
お客様  
 

 
管理および運用  

 
シスコ 
 

 
本サービスの提供、本サービスのサポート 

 
電子メール情報  

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
製品を使用するためのセキュリティ分析およびフォレンジックの提供 

 
電子メール本文  

 
お客様 
 

 
管理および運用 
 

 
シスコ 
 

 
本サービスの提供 
 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
http://www.cbprs.org/
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
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IP アドレス 

 

 
お客様 
 

 
管理および運用 
 

 
シスコ 
 

 
セキュリティモニタリング、監査ログ保持、およびグローバル脅威イ
ンテリジェンス調査 
 

 
サービスログデータ 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
送信者ドメインのレピュテー
ションデータ（オプション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ  
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
送信者 IP のレピュテーショ
ンデータ（オプション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
URL のレピュテーション
データ（オプション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
電子メールの送信データ
（オプション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
テクニカルサポート、グローバル脅威インテリジェンス調査と機械学
習  

 
送信された添付データ（オプ
ション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
テクニカルサポート、グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
IronPort Anti-Spam Engine
（IPAS）データ（オプション） 

 
お客様 
 

 
管理および運用 

 
シスコ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
Cisco Secure Email 
Phishing Defense との統合
に必要な電子メールのメタ
データ（オプション） 
 

 
お客様 
 

 
管理および運用 
 

 
シスコ  
 

 
統合の有効化 

 

6. データポータビリティ  
お客様は、レポート機能を使用して本サービスからデータをエクスポートすることができます。  
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7. データの削除と保持  
次の表には、Cisco Secure Email Cloud Gateway が使用する個人データ、データを保持する必要がある期間、デー
タを保持する理由を記載しています。 
 
個人データの種類  保持期間 保持する理由 

 
登録情報 
 
 

 
• データはお客様の要求に応じて削除されます。 

 
• アカウントの作成、製品の有効化、 

製品の使用状況の通知、トレーニング、
サポート 

 
 
管理者情報  

 
• 管理者情報は、お客様の要求に応じて削除され

ます。 
• アカウントが終了または停止されてから 14 日後。 

 

 
• お客様管理者インターフェイスの提

供、本サービスの提供  

 
電子メール情報  

 
• お客様が設定した検疫ポリシーに従う（デフォ

ルト設定は 14 日）2 
• アカウントが終了または停止されてから 14 日後。 
• メッセージトラッキングおよびレポート機能の

場合、保持期間はお客様のディスクストレージ
の可用性によって異なります。 
 

 
• 製品を使用するためのセキュリティ分

析およびフォレンジックの提供 
 

 
電子メール本文（お客様が検
疫機能を有効にしている場合
のみ） 

 
• お客様が設定した検疫ポリシーに従う（デフォ

ルト設定は 14 日）  
• お客様がデータ損失防止（DLP）機能のライセ

ンスを取得していて、[一致したコンテンツのロ
ギング（Matched Content Logging）] が有効
な場合は、少なくとも 14 日間。メッセージト
ラッキングでは、お客様が作成した DLP 違反の 
[一致したコンテンツのロギング（Matched 
Content Logging）] 条件に一致する電子メール
本文の一部が保存されます。 

• アカウントが終了または停止されてから 14 日後。 
 

 
• 製品を使用するためのセキュリティ分

析およびフォレンジックをお客様によ
るレビューのために提供（シスコはレ
ビューしません） 

 

 
IP アドレス 

 
• 14 日間  
• メッセージトラッキングおよびレポート機能に

含まれる IP アドレスの場合、保持期間はお客様
の電子メールの量とディスクストレージの可用
性によって異なります。 

• アカウントが終了または停止されてから 14 日後。 
 

 
• セキュリティ監視  

 
サービスログデータ（オプ
ション） 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 
 
 

 
2 お客様は、事前定義された検疫機能を無効にすることができます。ただし、これらの機能を無効にすると、Cisco Secure Email Cloud 
Gateway が提供する機能とセキュリティが制限される場合があります。詳細については、Cisco Secure Email Cloud Gateway 製品に関す
る資料を参照してください。 



プライバシーデータシート Doc タイプ 

Cisco public 

 

   

     

        

©2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.    バージョン 2.1、2022 年 10 月  

 
送信者ドメインのレピュテー
ションデータ（オプション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
送信者 IP のレピュテーション
データ（オプション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
URL のレピュテーションデー
タ（オプション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
電子メールの送信データ
（オプション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• 誤検出/検出漏れの診断と解決のための

グローバル脅威インテリジェンス調
査、機械学習 

 
 
送信された添付データ
（オプション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• 悪意のあるファイルの誤ったブロック

や検出を修正するためのグローバル脅
威インテリジェンス調査  

 
 
IronPort Anti-Spam Engine
（IPAS）データ（オプション）  
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 
 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

 
Cisco Secure Email Phishing 
Defense との統合に必要な電
子メールのメタデータ（オプ
ション） 
 

 
• データは要求に応じて削除されます。 

 
• グローバル脅威インテリジェンス調査  

 

8. 個人データのセキュリティ  
シスコは、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、
適切な技術的、組織的措置を講じています。 
 
Cisco Talos について：Talos は、シスコの信頼できるグローバルな脅威インテリジェンス リサーチ チームです。
シスコのセキュリティポートフォリオを継続的に保護するため、特定のセキュリティ製品は Talos とデータを共有
します。Talos は共有されたデータをグローバルな脅威インテリジェンスの調査のために処理します。シスコのセ
キュリティ製品から Talos に送信されるデータは、転送中はすべて暗号化されます。 
 
個人データのカテゴリ  セキュリティ制御と対策 

 
登録情報  

 
• データは転送中および保管時に暗号化されます。 

 
 
管理者情報  

 
• データは転送中および保管時に暗号化されます。 

 
 
電子メール情報  

 
• データは転送中および保管時に暗号化されます。 

 
電子メール本文  

• データは転送中および保管時に暗号化されます。 
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IP アドレス 
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
サービスログデータ（オプション） 
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
送信者ドメインのレピュテーションデータ
（オプション） 
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
送信者 IP のレピュテーションデータ
（オプション） 
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
URL のレピュテーションデータ（オプション） 
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
電子メールの送信データ 
 

 
• データは転送中および保管時に暗号化されます。 

 
送信された添付データ（オプション） 
 

 
• データは転送中および保管時に暗号化されます。 

 
IronPort Anti-Spam Engine（IPAS）
データ（オプション）  
 

 
• 転送中：データは SSL で暗号化されます。 
• 保管時：保管時のデータは、厳格にアクセス制御した上で、暗号化されていない状

態で保存されます。 
 

 
Cisco Secure Email Phishing Defense 
との統合に必要な電子メールのメタデータ
（オプション） 
 

 
• 転送中に暗号化されます。暗号化の詳細については、Advanced Phising Protection 

プライバシーデータシートを参照してください。 

 

9. 副処理者  
シスコは、副処理者として機能し、かつお客様がシスコに期待できる水準と同等のデータ保護および情報セキュリ
ティを提供することを確約しているサービスプロバイダーとパートナー関係を結んでいます。本サービスの副処理者
の現行リストを以下に示します。 
 
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 

 
Vade Secure 

 
• 電子メールのサンプ
ルデータ 

 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
フランス 

 
Sophos 

 
• 添付ファイルデータ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
英国 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/cisco-advanced-phishing-privacy-data-sheet.pdf
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McAfee 

 
• 添付ファイルデータ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
米国 

 
BitDefender 
 

 
• 添付ファイルデータ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
アイルランド 
ルーマニア 

 
Reversing Labs 

 
• 添付ファイルデータ 
 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査  

 
クロアチア 

 
Google Cloud 
Translate 
 

 
• 電子メールのサンプ
ルデータ3 

 

 
グローバル脅威インテリジェンス調査に
役立つ翻訳サービス  
 

 
米国  
 

 

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 & トラスト部門内の情報セキュリティチームは、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 イニチアチブ 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。 
 
PSIRT 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、および公表を管理し
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。 
 
シスコ通知サービスに登録することで、重大度が「緊急」および「重要」のセキュリティ脆弱性に関するシスコ セ
キュリティ アドバイザリを含めた、重要なシスコ製品および技術に関する情報を購読し、受け取ることができま
す。このサービスでは、通知のタイミングおよび通知の配信方法（電子メールメッセージまたは RSS フィード）を
お客様が選択できます。情報へのアクセスレベルは、購読者とシスコとの取引関係によって決定されます。製品また
はセキュリティ通知に関する質問や懸念がある場合、シスコのセールス担当者にお問い合わせください。 

 

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
サルテーションサービスを提供し、セキュリティおよび規制の遵守をシスコ製品やサービスの設計に組み込むための
支援をしています。本サービスは、プライバシーを考慮して構築されており、グローバルなプライバシー要件に準拠
した方法で使用できるように設計されています。 
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] 

 

 
3 電子メールのサンプルデータを分析する際に、シスコは Google Cloud Translate API による翻訳のみを目的として電子メール本
文のテキストの必要な部分を Google Cloud Translate と手動で共有する場合があります。テキストは、翻訳を実行するのに十分
な時間だけ Google Cloud Translate によって保持され、その後削除されます。 

https://tools.cisco.com/security/center/home.x
https://tools.cisco.com/security/center/home.x
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
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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。 
 

12. データ主体の権利の行使  

本サービスによりご自身の個人データが処理されたユーザーには、本サービスによって処理された個人データに対し
て、アクセス、是正、処理の中断、または削除をリクエストする権利があります。 
 
シスコは、リクエストに対応する前に、ID（通常はシスコアカウントに関連付けられた電子メールアドレス）の確認
を依頼します。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。ユーザーの雇用主がお客様/管
理者である場合は、応答を得るためにユーザーの雇用主にリダイレクトする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  
 

 
個人情報保護管理責任者（CPO） 

Cisco Systems, Inc. 
170 W. Tasman Drive 
San Jose, CA 95134 

UNITED STATES 
 

 
Americas プライバシー責任者 

Cisco Systems, Inc. 
170 W. Tasman Drive 
San Jose, CA 95134 

UNITED STATES 
 
 

 
APJC プライバシー責任者 

Cisco Systems, Inc. 
 Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City, 

 80 Pasir Panjang Road, 
 Singapore, 117372 

 SINGAPORE 
 

 
EMEAR プライバシー責任者 

Cisco Systems, Inc. 
Haarlerbergweg 13-19, 1101 CH 

Amsterdam-Zuidoost 
NETHERLANDS 

 
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。シスコが処理または移転した
個人データに関連するプライバシーに関する懸念が未解決のままとなっている場合は、シスコの米国を拠点とする
サードパーティの紛争解決プロバイダー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シスコ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、Cisco Trust Center をご確認ください。 
 
シスコの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 Center の「個人データのプライバシー」セクションをご確認ください。 
 
プライバシーデータシートの更新に関する電子メール通知を受け取るには、Trust ポータルの右上隅にある [登録
（Subscribe）] をクリックしてください。 

https://privacyrequest.cisco.com/
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/

