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Cisco Cognitive Intelligence  
このプライバシーデータシートでは、Cisco Cognitive Intelligence 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 Cognitive Intelligence 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、Cognitive Intelligence 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 Cognitive Intelligence 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。 
 
注：本プライバシーデータシートは、シスコのオンライン 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「Cisco Cognitive Intelligence 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 Cognitive Intelligence は、脅威を検出および分析するためのクラウドベースマルウェア行動分析ソリュー
ションであり、（1）Cisco Secure Web Appliance、クラウド Web セキュリティ、サードパーティ製 Web プロキ
シなど、シスコの Web ゲートウェイソリューションの Web プロキシログ、（2）Cisco Secure Network Analytics 
もしくは Cisco Secure Cloud Analytics またはその両方の NetFlow（お客様がシスコの暗号化トラフィック分析を
有効にしている場合には、拡張 NetFlow が含まれる場合があります）、および（3）Cisco Secure Endpoint のイベ
ントログデータを活用します。Web プロキシのログや NetFlow はお客様の環境内に存在するマルウェアを特定する
のに役立ち、お客様は関連するアクティブな悪意のある行動を調査することができます。Cognitive Intelligence 
は、（a）Cisco Secure Endpoint、（b）Cisco Secure Web Appliance 上の Cisco Secure Endpoint、（c）Cisco 
Secure Network Analytics、および（d）Cisco Secure Cloud Analytics を通じてご利用いただけます。また、静的
ファイル分析機能に基づく Cognitive Intelligence に実装されている機械学習も、Cisco Secure Malware Analytics 
との統合によって Cisco Secure Endpoint を利用しているお客様に提供されます。 
 
Cognitive Intelligence のより詳細な説明については、
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cognitive-threat-analytics/index.html を参照してください。 
 
Cognitive Intelligence は、さまざまなシスコ製品と統合されています。Cognitive Intelligence との間で個人データ
を送受信する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。 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/1552559092864155
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cognitive-threat-analytics/index.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet
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2. 個人データの処理  

次の表には、Cognitive Intelligence がサービスを提供するために処理する個人データと、データを処理する目的を
記載しています。 

 
1 お客様のユーザー名の収集は、構成設定で有効にできるオプトイン機能です。 
2 Cisco Secure Network Analytics ホストグループとも呼ばれます。外部トラフィックテレメトリに加えて、内部トラフィックテ
レメトリをキャプチャするよう設定できます。 
3 Cisco Secure Cloud Analytics サブスクリプションの一部として Cognitive Intelligence を使用しているお客様にのみ適用されます。 
4 基盤となるエンタープライズ ネットワーク機器によって生成された場合、NetFlow 使用状況に加えて、拡張 NetFlow 使用状況
およびイベントデータが提供されます。 
5 IDP には、通信の最初のパケットで送信されたデータが含まれます。これには、暗号化されていないプロトコルの機密データが
含まれる場合があります（DNS トラフィック、プレーンテキストの HTTP URL、Cookie、ユーザー名、パスワード、IP ヘッ
ダー、TLS ヘッダー、サービス名識別子、および暗号スイートなど）。 

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 
 

• 名前 
• 住所 
• 電子メールアドレス 
• 電話番号 

• アカウントの作成 
• 製品の有効化、製品の使用に関する通知、トレーニング、

サポート 

Web ログの使用状況および
イベントデータ 

• ユーザー名1 
• デバイスの IP アドレス 
• 宛先 IP アドレス 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

NetFlow 使用状況および
イベントデータ 
 

• デバイスの IP アドレス 
• 宛先 IP アドレス 
• デバイスの MAC アドレス 
• お客様のグループ ID2 
• お客様の TrustSec セキュリ

ティグループタグ ID と名前 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

ファイアウォール イベント 
データとログ3 
 

• ユーザー名 
• IP アドレス 
• イベントタイプ 
• ファイル名 
• アクセスされた URL 
• デバイスのホスト名 
• パッシブ DNS ログ 

• グローバル脅威インテリジェンス調査 

暗号化トラフィック分析
（ETA）用拡張 NetFlow 使用
状況およびイベントデータ4 

• 初期データパケット（IDP）に
含まれる個人データ5 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

Web および API の使用状況
ログ 

• テレメトリデータのアップロー
ドに使用されるデバイスの ID
（例：シリアル番号またはユー
ザーが指定した名前） 

• ログにアクセスしたエンドユー
ザーの名前 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 
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3. データセンターの場所  
 
Cognitive Intelligence では、サービスをグローバルに提供するために、サードパーティのクラウド ホスティング 
プロバイダーを活用しています。 
 
インフラストラクチャ プロバイダー  

 
説明 場所  

 
AWS US Cloud 

 
クラウド インフラストラクチャ  
プロバイダー 

 
米国 - バージニア州 

 
AWS EU Cloud 

 
クラウド インフラストラクチャ  
プロバイダー 

 
アイルランド 

 
Equinix  

 
Cisco Talos グローバル脅威インテ
リジェンス用  
クラウドコロケーション施設 

 
米国 - バージニア州 

 
Vazata 

 
Cisco 脅威インテリジェンス  
プラットフォーム（TIP）用  
クラウドコロケーション施設 

 
米国 - テキサス州 

注：サービスサブスクリプションを購入した場合、選択したリージョンのクラウド（米国、欧州（アイルランド） 
またはアジア太平洋（日本））でその後にアカウントがプロビジョニングされても、シスコは常に米国でお客様の 
情報を作成、処理、保存します。すべてのデータは、転送中に暗号化されます。 

 
6 ファイルは、Cisco Secure Endpoint や Cisco Secure Malware Analytics との統合によって利用できる Cognitive Intelligence 
の「静的ファイル分析」を介して収集されます。 
7「SPAD レポート」とは、Cognitive Intelligence ポータル内で作成された管理レポート用のシンプルなポータルのことで、
Cognitive Intelligence で生成されるお客様のレポートのプレビューが表示されます。SPAD レポートのデータは、アクセスが許可
されている場合にのみ処理されます。 

Cisco Secure Endpoint の 
イベントログと使用状況データ 

• ユーザー名 
• ファイル名 
• ファイルパス名 
• ローカル URL、MAC アドレス、

IP アドレス 
• リモート URL、MAC アドレス、

IP アドレス 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 
• グローバル脅威インテリジェンス調査 

お客様が提出したファイル6 • 分析のために提出されたファイ
ルに含まれる可能性のある個人
データ 

• セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究 
• 製品の有効化 

SPAD レポート7 • ユーザー名 
• コンピュータ名 
• IP アドレス 

• カスタマーエクスペリエンス、設定および導入サポート
を改善し、脅威の検出結果の解釈、一般的な製品の有効
化、他のシスコ製品とサードパーティ製品との統合を 
支援します。 
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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、Cognitive Intelligence 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、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  アクセス権者 アクセスする目的 

登録情報 
 

お客様 セキュリティ管理および運用 

シスコ アカウントの作成、ソフトウェア利用資格の確認、通常の製品
サポートおよび運用 

Web ログの使用状況および
イベントデータ 

お客様 セキュリティ管理および運用 

シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な
製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 

NetFlow 使用状況および
イベントデータ 

お客様 セキュリティ管理および運用 
シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な

製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 
ファイアウォール イベント 
データとログ 

お客様 セキュリティ管理および運用 
シスコ グローバル脅威インテリジェンス調査 

暗号化トラフィック分析
（ETA）用拡張 NetFlow  
使用状況およびイベント
データ 

お客様 セキュリティ管理および運用 
シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な

製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 

Web および API の使用状況
ログ 

シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な
製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 

Cisco Secure Endpoint の
イベントログ使用状況および
イベントデータ 

シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な
製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 
 

お客様が提出したファイル シスコ セキュリティ分析、フォレンジック、有効性の研究、一般的な
製品の有効化、グローバル脅威インテリジェンス調査 

SPAD レポート お客様 セキュリティ管理および運用 
シスコ カスタマーエクスペリエンス、設定および導入サポートを改善

し、脅威の検出結果の解釈、一般的な製品の有効化、他のシスコ
製品とサードパーティ製品との統合を支援します。 

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. データの削除と保持  
 
次の表には、Cognitive Intelligence が使用する個人データ、個人データを保持する必要がある期間、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 保持の理由 

登録情報 8 
 

• 要求に応じて • セキュリティ管理および運用 
• 一般的な製品の有効化 

Web ログの使用状況および
イベントデータ 9 

• 90 日 
• 要求に応じて 

• 90 日間：セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、
フォレンジック、および一般的な製品の有効化の提供 

• 要求に応じて削除：製品の改善、応用研究、有効性の研究、
およびグローバル脅威インテリジェンス調査 

NetFlow 使用状況および
イベントデータ 

• 90 日 
• 要求に応じて 

• 90 日間：セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、
フォレンジック、および一般的な製品の有効化の提供 

• 要求に応じて削除：製品の改善、応用研究、有効性の研究、
およびグローバル脅威インテリジェンス調査 

ファイアウォール イベント 
データとログ 

• 90 日 
• 要求に応じて 

• 90 日間：セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、
フォレンジック、および一般的な製品の有効化の提供 

• 要求に応じて削除：製品の改善、応用研究、有効性の研究、
およびグローバル脅威インテリジェンス調査 

暗号化トラフィック分析
（ETA）用拡張 NetFlow  
使用状況およびイベント
データ 

• 90 日 
• 要求に応じて 

• 90 日間：セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、
フォレンジック、および一般的な製品の有効化の提供 

• 要求に応じて削除：製品の改善、応用研究、有効性の研究、
およびグローバル脅威インテリジェンス調査 

Web および API の使用状況
ログ 

• 3 年 • セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、フォレン
ジック、および一般的な製品の有効化を提供 

Cisco Secure Endpoint の
イベントログ使用状況および
イベントデータ 

• 90 日 
• 要求に応じて 

• 90 日間：セキュリティの管理と運用、セキュリティ分析、
フォレンジック、および一般的な製品の有効化の提供 

• 要求に応じて削除：製品の改善、応用研究、有効性の研究、
およびグローバル脅威インテリジェンス調査 

お客様が提出したファイル • 24 ヵ月 • 製品の改善、応用研究、有効性の研究、およびグローバル脅威
インテリジェンス調査 

 
8 英国のデータセンターでは、現在、登録情報データが無期限に保存されています。お客様は Cognitive Intelligence のサブスクリ
プションを解約するときに、シスコのテクニカル アシスタンス センター（TAC）にケースをオープンすることで、特にお客様の
登録情報をシスコのデータストレージおよびバックアップから消去するよう要求することができます。 
9 イベントデータについては、90 日の時間単位の「先入れ先出し」データストアを使用して、Cognitive Intelligence でお客様 
固有の脅威のイベントを表示するために使用状況およびイベントデータを収集、保存します。この所定の保持期間は、Cognitive 
Intelligence 内でお客様が脅威のイベントおよびフォレンジック情報を確認できるルックバックウィンドウに従って定義されま
す。収集するイベントデータの大部分は、行動、統計、およびソーステレメトリから抽出されたメタデータです。イベントデータ
は、マイニング、有効性の研究、およびグローバル脅威インテリジェンス調査の目的のため保持する場合があります。お客様は 
Cognitive Intelligence のサブスクリプションを解約するときに、シスコのテクニカル アシスタンス センター（TAC）にケースを
オープンすることで、特にお客様のデータをシスコのデータストレージおよびバックアップから消去することを要求することがで
きます。ソーステレメトリについては、処理の 90 日後にデータが削除されます。ただし、疑いがあるまたは確認された感染に直
接関連するすべてのソーステレメトリについては、データマイニング、有効性の研究、およびグローバルな脅威インテリジェンス
の目的のために、無期限に保持される場合があります。 
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SPAD レポート • 90 日 • カスタマーエクスペリエンスを改善し、適切な設定と導入に 
ついてアドバイスし、脅威の検出結果の解釈、一般的な製品の
有効化、および他のシスコ製品とサードパーティ製品との統合
を支援します。 
 

 

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。 

 
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 • TLS/SSL を介して転送中に暗号化されます。 
• 保管時に暗号化されます。 

 
Web ログの使用状況およびイベントデータ • Cisco/AWS：TLS/SSL を介した転送中および保管時に暗号化されます。 

• Equinix/Vazata：TLS/SSL を介して転送中に暗号化され、保管時はアクセス制御に
より保護されます。 
 

NetFlow 使用状況およびイベントデータ • Cisco/AWS：TLS/SSL を介した転送中および保管時に暗号化されます。 
• Equinix/Vazata：TLS/SSL を介して転送中に暗号化され、保管時はアクセス制御に

より保護されます。 
 

ファイアウォール イベント データとログ • Cisco/AWS：TLS/SSL を介した転送中および保管時に暗号化されます。 
• Equinix/Vazata：TLS/SSL を介して転送中に暗号化され、保管時はアクセス制御に

より保護されます。 
 

暗号化トラフィック分析（ETA）用 
拡張 NetFlow 使用状況およびイベント
データ 

• Cisco/AWS：TLS/SSL を介した転送中および保管時に暗号化されます。 
• Equinix/Vazata：TLS/SSL を介して転送中に暗号化され、保管時はアクセス制御に

より保護されます。 
 

Web および API の使用状況ログ • TLS/SSL を介して転送中に暗号化されます。 
• 保管時に暗号化されます。 

 
Cisco Secure Endpoint のイベントログ 
使用状況およびイベントデータ 

• TLS/SSL を介して転送中に暗号化されます。 
• 保管時に暗号化されます。 

 
お客様が提出したファイル • TLS/SSL を介して転送中に暗号化されます。 

• 保管時に暗号化されます。 
 

SPAD レポート • TLS/SSL を介して転送中に暗号化されます。 
• 保管時に暗号化されます。 

 

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。 
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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 

AWS • Web ログの使用状況
およびイベントデータ 

• NetFlow 使用状況および
イベントデータ 

• 暗号化トラフィック 
分析（ETA）用拡張 
NetFlow 使用状況および
イベントデータ 

• Web および API の 
使用状況ログ 

• Cisco Secure 
Endpoint のイベント
ログ使用状況および 
イベントデータ 

• お客様が提出した 
ファイル 
 

シスコは AWS クラウドを活用して、Cognitive 
Intelligence の 
セキュリティアシュアランス、サービスの柔軟
性、復元力 
を提供します。 

アイルランド 
米国 - バージニア州 

Equinix • 分析のために提出された
ファイルに含まれる 
可能性のある個人データ 
 

Equinix はシスコが承認したサードパーティ コロ
ケーション施設で、Cisco Talos がグローバル脅威
インテリジェンス調査のために使用しています。 

米国 - カリフォル
ニア州、テキサス
州、バージニア州 

Vazata • 分析のために提出された
ファイルに含まれる 
可能性のある個人データ 

 

Vazata はシスコが承認したサードパーティ コロ
ケーション施設で、Cisco TIP がグローバル脅威
インテリジェンス調査のために使用しています。 

米国 - テキサス州 

 

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。 

 

https://tools.cisco.com/security/center/home.x
https://tools.cisco.com/security/center/home.x
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11. 認証およびプライバシー要件の遵守  
 
セキュリティおよび信頼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。 
 

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、要求に対応する前に、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 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
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。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://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html#/

