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Cisco Cloudlock 
このプライバシーデータシートでは、Cisco Cloudlock における個人データ（または個人を特定できる情報）の処理
について説明します。 

 
Cisco Cloudlock は、シスコが提供するクラウドベースの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、認可された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 Cisco Cloudlock 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。一方、Cisco Cloudlock 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
がデータ処理者となります。 
 
Note: 本文書は「Cisco Cloudlock 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 Cloudlock は、クラウドベースのクラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）であり、組織がクラウ
ドで Office 365、Salesforce、Box、およびその他（「対象 SaaS 環境」）のアプリケーションを安全に活用するた
めのクラウド サイバーセキュリティ プラットフォームです。Cisco Cloudlock は、ユーザー、データ、アプリケー
ションのすべての面でクラウドアプリケーション環境を可視化して制御します。 
 
Cisco Cloudlock のサブスクリプションの詳細については、Cisco Cloudlock に適用されるオファー説明書（「オ
ファー説明書」）（https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/cloud-terms.html）を参照
してください。 
 
該当する Cisco Cloudlock のサブスクリプションに応じて、お客様は Cisco Cloudlock のサブスクリプションの一
部として Cisco Umbrella の機能にアクセスしてこれを使用する、オプトインベースの権利を得ることができます。
かかる機能には、DNS モニタリング、Umbrella App Discovery、および Umbrella Cloud Malware などが含まれま
す。Cisco Umbrella による個人データの処理に関する情報については、Cisco Umbrella プライバシーデータシート
を参照してください。 

 

2. 個人データの処理 
Cisco Cloudlock はユーザーアクティビティを分析し、対象 SaaS 環境上のデータをスキャンし、お客様が選択した
ポリシーに基づいて機密情報を探します。また、上述したとおり、不審なユーザーアクティビティや接続されたアプ
リケーションを検出します。従って、Cisco Cloudlock は、特定のユーザーをユーザーアカウント（または、その
ユーザーの ID や電子メールアドレス）やユーザーのデータ、アクション、アプリケーションと関連付けるために、
ユーザーに関連する個人データを処理します。この個人データの処理において、Cisco Cloudlock を通じて実現可能
なセキュリティと制御をお客様に提供することが求められます。以下に、シスコが Cisco Cloudlock サービスを提
供するために処理をする個人データ、その保管場所、ならびにプライバシーの原則および法令に従った安全管理措置
を記載しています。 
 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/1573253917674739
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/cloud-terms.html
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/umbrella-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/umbrella-privacy-data-sheet.pdf
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重要な点として、DLP 機能は対象 SaaS 環境上に保存されたデータをスキャンしますが、Cisco Cloudlock がス
キャンするコンテンツは Cisco Cloudlock に転送する時には暗号化をします。また、Cisco Cloudlock はアクティ
ブなメモリ内のコンテンツのみをスキャンし、スキャンしたコンテンツは Cisco Cloudlock 内に残りません。以下
の「保存データ」で詳しく説明するとおり、Cisco Cloudlock は、お客様の IT およびセキュリティ担当者が、サー
ビスが知らせたインシデント、アラートおよびイベントならびにサービスが生成するレポートを特定し、レビューす
るために必要な管理登録データおよびサービスメタデータのみを維持、保存します。 
 
以下の表には、Cisco Cloudlock がサービスを提供するために処理する個人データと、そのデータを処理する目的を
記載しています。 
 
個人データのカテゴリ 個人データの種類 処理の目的  

登録データ 
 

• 氏名 
• 電子メールアドレス 
• 会社名  

 

• サービスの有効化 
• 請求処理 
• 機能/アップデートの今後の通知 
• リモートアクセスサポート 
• 認証/承認/ライセンス管理 
 

サポート情報  
 

• 氏名 
• 電子メールアドレス 
• サービスリクエストをオープンす

る担当従業員の電話番号 
• お客様の名前と関連情報 
 

• サポートケースのオープンと管理  
• リモートサポートの提供  
• サポートに関するお客様との連絡  
• トラブルシューティングと問題解決  
• サービスの分析および改善 

DLP  • ユーザー ID や電子メールアドレス 
• ユーザーの氏名 
• ファイル、投稿メッセージ、添付

ファイル、レコード、その他の 
Cisco Cloudlock がスキャンする
資産を含む対象 SaaS 環境上に保
存された個人データ 

 
 

• この機能および処理される個人データは、お客様
のユーザーが対象 SaaS 環境上のファイルおよび
アプリケーションフィールドに保存した機密情報
（個人データを含みます）を、Cisco Cloudlock
（およびお客様の Cisco Cloudlock 管理者）が検
出、監視、および制御するために必要です。 

• クレジットカード番号やソーシャルセキュリティ
番号のパターンや表記と一致するものを探すポリ
シーなど、お客様が選択または定義したポリシー
を使用して機密情報を検出します。ポリシーが違
反の可能性を特定した場合、インシデントレコー
ドが作成されます。 

• Cisco Cloudlock によって検査されたファイルの
内容は保存されません。以下のセクション 5 で説
明するように、Cisco Cloudlock メタデータのみ
が保存されます。 

 
• アクセスを承認した管理者のユー

ザー名とパスワードが含まれてい
る OAuth キー 

 
 

 

• DLP のためにスキャンされるクラウド（SaaS）
環境を認証および承認します。 

• Cloudlock では、該当するクラウド環境に保存さ
れているファイルのファイルメタデータと内容を
検査し、SaaS API ベースの DLP に設定されてい
る DLP 基準に従って違反を評価できます。 
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アプリケーション ファイア
ウォール  

• ユーザー ID や電子メール 
• 住所  
• ユーザーの名 
• 姓  
• IP アドレスおよび対象 SaaS 環境

を介した OAuth アクセスによって
インストールされた関連クラウド
アプリケーション  

• お客様のユーザーが、対象 SaaS 環境を介して 
OAuth 接続することにより、お客様の環境に接続
したアプリケーションを可視化するための処理が
必要です。アプリケーション ファイアウォール
は、各アプリケーションに対するリスク レーティ
ングを表示するほか、リスクプロファイルおよび
アクセススコープに基づいてアプリケーションを
禁止または許可できます。アプリケーション ファ
イアウォールでは、お客様は電子メールアラート
を使用して従業員のセキュリティ意識を高めた
り、ユーザーベース全体において一括してアプリ
ケーションを無効にしたりすることができます。 

 
アプリケーション ディスカバリ  対応しているネットワークデータソース

（以下のソースが含まれます）に基づい
て App Discovery が取り込むネット
ワーク トラフィック ログ。 
• ユーザー ID や電子メールアドレス  
• ユーザーの氏名   
• 送信元 IP アドレスと関連するクラ

ウドアプリケーション 
• 宛先 URL  
• 宛先ポート 

 

• お客様のネットワーク環境内に存在するアプリ
ケーションを該当するデータソースに基づいて可
視化するための処理が必要です。App Discovery 
は、個々のアプリケーションのリスクをレーティ
ングし、特定のアプリケーションへのアクセスや
その使用をコントロールできます。また、許可さ
れているアプリケーションについて措置を講じる
ことができます。App Discovery によってお客様
は、環境内でリスクを抱える新しいクラウドアプ
リケーションを検出できるだけでなく、組織の内
部の法令遵守およびクラウドの利用に関するポリ
シーに基づいて、（個々に、または種類ごとに）
アプリケーションの使用を継続的に監視できます。 

 
監査ログ • Cloudlock アカウントに関連付け

られた管理者の電子メール 
• 監査対象のアクション（ログイ

ン、ログアウトなど） 
• タイムスタンプ 
 

• Cloudlock サービスで実行された管理者の監査ア
クション 

UEBA  
 

• ユーザー ID や電子メールアドレス 
• ユーザーの氏名  
• IP アドレス 
• ブラウザとオペレーティングシス

テムのバージョン情報 
• 位置情報 
• 対象 SaaS 環境での関連アクショ

ンとイベント、ユーザーが作成、
変更、アクセスしたファイルまた
は資産の名前を含む 

• この機能を使用することを選択したお客様の場合
は、異常なユーザーアクティビティの検出ならび
にアクティビティの記録およびレポートを行うた
めの処理が必要です。UEBA では、ユーザーアク
ティビティを評価し、異常な動作を特定するため
に、統計解析やヒューリスティックを採用してい
ます。イベントは、ログインの試行と失敗、ログ
イン場所、管理操作、特権の変更、その他のイベ
ントなどのエンドユーザーによるアクティビティ
を、保護するプラットフォームに応じて示します。 

• DLP と同様に、Cisco Cloudlock での処理によっ
て、お客様の組織が Cisco Cloudlock 内で設定し
たポリシーに反するイベントならびに異常検出
や、その他 Cisco Cloudlock による自動脅威検出
機能のトリガーとなる一連のイベントを特定する
インシデントが作られます。 

• 上記のように、イベントデータは、すべてのユー
ザーの活動全体を対象としたフォレンジック研究
を可能にする製品の機能を表示、検索、抽出し、
レポートおよびエクスポートするために、Cisco 
Cloudlock が保存します。 
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インシデントメタデータ イベント（DLP、UEBA、またはアプリ
ケーション ファイアウォール）とポリ
シーの一致または違反の組み合わせ。 
 
ポリシー違反またはポリシー一致に関連
するメタデータ。次のタイプの個人デー
タが含まれる場合があります。 
 
• ユーザー ID や電子メールアドレス 
• ユーザーの氏名 
• IP アドレス  
• アプリケーション ファイアウォー

ルの場合、OAuth アクセス経由で
インストールされた関連クラウド
アプリケーション  

• DLP の場合、ポリシーに一致する
データのスニペット（クレジット
カードまたは社会保障番号の最後
の 4 桁など）。Cloudlock では、
ポリシーの一致が検出された基礎
となるファイルは保存されません。 

• ブラウザとオペレーティングシス
テムのバージョン情報 

• 位置情報 
• タイムスタンプ 
• 対象 SaaS 環境の関連アクション

とイベント（ユーザーが作成、変
更、アクセスしたファイルまたは
資産の名前など） 

 

• インシデントメタデータは、セキュリティと脅威
の検出を目的として、お客様がポリシーの一致ま
たは違反が発生したかどうかを判断できるように
処理されます。たとえば、クレジットカード番号
など、お客様が従業員に保存させたくないデータ
を、ユーザーが対象 SaaS 環境に保存していない
かを確認します。または、誰かがあり得ないタイ
ムフレームで 2 つの場所から対象 SaaS 環境にロ
グインを試みなかったか（ユーザーアカウントが
侵害された可能性があります）を確認します。 

 

3. データセンターの場所 
Cisco Cloudlock は、Amazon Web Services（AWS）の米国東部/西部リージョンにある、AWS データセンターを
使用しています。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制御には、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/jp/compliance/ と https://aws.amazon.com/jp/security/ を参照してください。 
 
データは、標準的なインターネットの暗号化プロトコルによって保護されている安全な HTTPS 接続を介してのみ、
対象 SaaS 環境から Cisco Cloudlock に送信されます。対象 SaaS 環境上の顧客のデータが米国外に保存されてい
る場合（例えば、顧客の salesforce.com データが EU に所在するデータセンターに保存されている場合）、その
データは、EU から米国の Cisco Cloudlock へ移転されます。このようなデータは、上記の目的のためにアクティブ
メモリにおいてスキャンされますが、登録情報および以下の「データの削除と保持」に記載されている Cisco 
Cloudlock のメタデータを除き、Cisco Cloudlock には残りません。 
 

https://aws.amazon.com/jp/compliance/
https://aws.amazon.com/jp/security/
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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複数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 
Cisco Cloudlock は、Cisco Cloudlock のスタッフおよびお客様がアクセスするために必要な、最低限の安全なアク
セス方法とインターフェイスを提供します。これらのアクセス方法は、最小特権アクセスの原則に従って用意されま
す。Cisco Cloudlock のスタッフには、システムを管理するためのアクセス権が必要です。お客様は、サービスを設
定、管理、および操作するためのアクセス権が必要です。これらのインターフェイスは、暗号化されたチャネル、強
力な多要素認証、ジャンプ サーバー プロキシ ホスト、ロールベースのアクセス制御、ネットワークおよびホストの
セキュリティシステムを介した検出および予防用のセキュリティ制御などの複数の手法によって保護されています。 
 
以下の表に、Cisco Cloudlock がサービスを提供するために利用する個人データ、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  Cisco Cloudlock 有効化、請求、サポート（セクション 2 の「個人データの処理」
を参照してください） 

サポート情報  
 

Cisco Cloudlock サービスのサポート、サービスの改善（セクション 2 の「個人
データの処理」を参照してください） 

お客様の管理者 
 

サポートケースの入力、サポートケースの追跡および管理 

DLP  
UEBA  
アプリケーション ファイア
ウォール  
App Discovery、監査ログ  
インシデントメタデータ 
 

Cisco Cloudlock 知る必要がある場合にアクセスを提供。事前承認が必要。サービ
スの提供、サポート、アップグレード、改善、およびコードの配
布に必要なアクセス 
 

お客様の管理者 ポリシーの設定、インシデントおよびアラートの確認、アクショ
ンの実行、監査ログのレビュー 

OAuth キー 
 

Cisco Cloudlock 対象 SaaS 環境（暗号化されたストレージ）に対する認証の有効化 

お客様の管理者 OAuth キーの無効化 
 

 
6. データポータビリティ 
データポータビリティ要件は、この製品には適用されません。 
 

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/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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7. データの削除および保持 
Cisco Cloudlock のメタデータ（「Cisco Cloudlock メタデータ」）は、米国の Cisco Cloudlock AWS 環境に保存され
ます。前述のとおり、顧客は、App Discovery サービスのための EU AWS 環境を選択できます。Cisco Cloudlock メタ
データには、保護されているプラットフォームに応じて、ドキュメント、オブジェクト、および資産を対象とする以下
のリスト内の項目が含まれる場合があります。お問い合わせ頂ければ、メタデータフィールドの詳細なリストを提供い
たします。 
 
顧客が設定したポリシー  

• お客様のポリシー（例：ポリシーで John Smith 以外のすべてのユーザーをモニタすると規定されている）
に含まれる個人データ（該当する場合） 
 

ドキュメント、オブジェクト、または資産を保護する場合に、Cisco Cloudlock が保存するもの  
• ドキュメント、オブジェクト、または資産の名称 
• ドキュメントまたはオブジェクト ID  
• オーナーの電子メールアドレス  
• 共同利用者の電子メールアドレスとアクセス権  
• 属性（例えば、ファイルの種類、オブジェクトの種類、最終更新時刻、作成時刻、サイズなど）  
• ポリシーに違反して編集されたデータのスニペット（例えば、「6899」で終わるクレジットカード番号を

検出した時に、「XXXXXXXXXXXX6899」と記録されます。)  
 
UEBA イベントの場合に、Cisco Cloudlock が保存するもの  

• イベントの時刻  
• ユーザー名、ユーザーの電子メールアドレス、氏名  
• IP アドレスおよび地理位置情報  
• デバイスの種類、オペレーティングシステムおよびブラウザバージョンを含む、ユーザーエージェント文字列  
• アクティビティにおいてユーザーが作成、変更、またはアクセスしたフォルダ、ファイル、または資産の名前  
• ユーザーのアクティビティによって影響を受けるその他のユーザーのユーザー名、電子メール、氏名  
• その他の属性（例：アクセスする対象システムおよびサブシステム、アクティビティの種類、関連イベント

など）  
 
インシデントの場合に、Cisco Cloudlock が保存するもの  

• インシデントを発生させたオブジェクトに対して行われた監査済みのアクション（オブジェクト自体は、
Cisco Cloudlock には保存されません）  

 
対象 SaaS 環境の場合に、Cisco Cloudlock が保存するもの  

• ドメイン、組織名、サブドメイン名（該当する場合） 
• 内外の共同利用者を含め、ドメインに関連付けられているユーザー名、氏名  
• グループ、組織ユニット、およびそれに関連するユーザー  
• プラットフォームを統合するための認証キー（OAuth キー）  

 
App Discovery の場合  

• 日付と時刻  
• 送信元 IP  
• 着信トラフィック（バイト）と発信トラフィック（バイト）ペイロードサイズのみ（発着信のバイト - 

例：「15 GB」）  
• リンク先 URL、宛先ポート  
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• ユーザー名（またはその他のユーザー ID）、ユーザーの氏名  
• ブロックされているステータス（例：ポリシーによって URL がブロックされているか） 

 
保持期間については、以下の表を参照してください。 
 
個人データの種類 保持期間 保持する理由 

登録データ 
 

• お客様のサブスクリプ
ション期間中、およびお
客様のサブスクリプショ
ン終了後 180 日間（「サ
ブスクリプション後保持
期間」）保持されます。
サブスクリプション後保
持期間が終了するとすぐ
に削除されます。 

 

• 正当なビジネス目的（請求、通知、サポート、利用権と更新の
管理など）で記録しておく必要がある管理データの保持 

Cisco Cloudlock メタデー
タおよび OAuth キー - DLP 
 
 

• お客様のサブスクリプ
ション期間中およびサブ
スクリプション後保持期
間中は保持されます。サ
ブスクリプション後保持
期間が終了するとすぐに
削除されます。 

• お客様は、自分の裁量で
いつでも Oauth キーを取
り消すことができます。
キーを取り消すと、Cisco 
Cloudlock から該当する
クラウド環境にアクセス
できなくなります。 
 

• 機能の使用状況の継続的なレポート  

Cisco Cloudlock メタデー
タ - UEBA イベント 
 

• UI で 90 日間、データ
ベースで 180 日間保持さ
れます。 

 

• 機能の使用状況の継続的なレポート 

Cisco Cloudlock メタデー
タ - アプリケーション ファ
イアウォール 

• お客様のサブスクリプ
ション期間中およびサブ
スクリプション後保持期
間中は保持されます。サ
ブスクリプション後保持
期間が終了するとすぐに
削除されます。 

 

• 機能の使用状況の継続的なレポート  

Cisco Cloudlock メタデー
タ - App Discovery  
 

• お客様のサブスクリプ
ション期間中およびサブ
スクリプション後保持期
間中は保持されます。サ
ブスクリプション後保持
期間が終了するとすぐに
削除されます。 
 

• 機能の使用状況の継続的なレポート 
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Cisco Cloudlock メタデー
タ - 監査ログ 

• お客様のサブスクリプ
ション期間中に 12 ヵ月間
保持（12 ヵ月ごとに削
除）。お客様のサブスク
リプション期間終了後、
サブスクリプション後保
持期間が終了した直後に
削除されます。 

 

• 機能の使用状況の継続的なレポート 

Cisco Cloudlock メタデー
タ - インシデントメタデータ 

• 解決されたインシデントは、
お客様のサブスクリプショ
ン期間中に 12 ヵ月間保持
（12 ヵ月ごとに削除）。 

• その他のすべてのインシ
デントレコード（新規、
取り消し、進行中）は、
お客様のサブスクリプ
ション期間中およびサブ
スクリプション後保持期
間中保持されます。サブ
スクリプション後保持期
間が終了するとすぐに削
除されます。 

 

• 機能の使用状況の継続的なレポート  

 

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。 
  
データは、Cisco Cloudlock への転送中に暗号化されます。対象 SaaS 環境にアクセスするための OAuth キーは、
暗号化して保存されます。 
 

9. 副処理者  
シスコは、個人データの副処理者の役割を担うサービスプロバイダーと連携します。その際、サービスプロバイダー
との契約において、シスコ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。Cisco Cloudlock サービスの副処理者の現在のリストは以下のとおりです。 

 
副処理者 サービスの種類 個人データ データセンターの場所 

Amazon Web Services, Inc. クラウド サービス インフラスト
ラクチャ 

セクション 2 および セク
ション 7 を参照  

米国（東部および西部リー
ジョン） 
 

Zendesk  サポートポータル サポート情報 米国（東部および西部リー
ジョン）  
 

Skilljar 
 

統合トレーニング プラット
フォーム 
 

登録情報 米国 
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10. 情報セキュリティインシデント管理 
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保護法の遵守 
セキュリティ & トラスト部門およびシスコ法務部は、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] 

 
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。Cisco Cloudlock のセキュリティ関連認証には以下のものが含まれます。 
 
FedRAMP：Cisco Cloudlock は、関係省庁である米国一般調達局（GSA）とパートナーシップを組むにあたり、 
連邦政府環境における Cisco Cloudlock の利用について FedRAMP ATO（運用権限）を取得しています。連邦政府
環境における Cisco Cloudlock は、政府の顧客が実施可能な FedRAMP プログラムで要求されている追加のセキュ
リティ制御に準拠しています 
 
SSAE16 – SOC 2 Type 2 認証：Cisco Cloudlock は、連邦政府用と商業用の両方の Cisco Cloudlock 環境につい
て、SOC 2 Type 2 の認証を受けています。SOC 2 報告書には、Cisco Cloudlock の制御、環境、ならびに 米国公
認会計士協会（AICPA）の Trust サービスセキュリティ原則および規準を満たす Cisco Cloudlock 制御の外部監査
に関する記載があります。 
 
SOC 3 認証 – サービス組織向け Trust サービスレポート：Cisco Cloudlock は AICPA Trust サービスセキュリティ
原則および規準を満たしています。 
 

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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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、または削除を要求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 におけるシスコの関係当局は、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#/

