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プライバシーデータシート 

Duo 
このプライバシーデータシートでは、Cisco Duo 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 Duo（「Duo」）は、シスコが提供するクラウドベースのセキュリティ認証ソリューションです。企業または
個人のお客様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、Duo 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、Duo 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「Duo 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. Cisco Duo の機能概要  
Duo は、お客様に追加のセキュリティレイヤを提供するクラウドベースのソフトウェアサービスです。このセキュ
リティレイヤは、独自のアプリケーションとサードパーティ製アプリケーションへのアクセスを保護するために設計
されています。大半のアプリケーションは、ユーザーにログインを許可する前に、ユーザー名とパスワードの入力の
みを要求します。Duo で保護されている場合、最初に、ユーザー名とパスワードがお客様/アプリケーション側で
（または、お客様の設定に応じて、Duo がホストする SSO のアシスタンスを使用して）検証され、その後、ユー
ザーがログインプロセスを完了する前に追加のアクション（例：Duo のモバイルアプリ、SMS、電話、またはハー
ドウェアトークンによるログインの確認など）の実行を要求することで、Duo の二要素ワークフローをトリガーし
ます。お客様は、アクセスを許可し、危険なデバイスを持つユーザーのアクセスをブロック、通知、または制限する
前に、ユーザーデバイスのセキュリティの衛生状態をさらにチェックできます。また、異なるユーザーグループがア
クセスできる内部アプリケーションを制限することで、機密情報の公開を最小限に抑え、アプリケーションレベル
でポリシーを適用することもできます。 
 
サービスを利用するために、個人データの提供を求められる場合があります。以下に、Duo の提供と関連したシス
コによる個人データの処理、個人データの場所および転送、ならびにプライバシーの原則および法規制に従った個人
データの保護方法について説明します。お客様は、Duo サービスを利用するにあたってシスコに個人データを開示
する必要があります。シスコは、お客様の個人データを本プライバシーデータシートに従って利用します。 
 
本プライバシーデータシートは、シスコのプライバシーステートメントの補足資料であることにご注意ください。 
 
Duo の詳細については、https://duo.com/docs [英語] を参照してください。 
 
以下に、Duo がサービスを提供するために処理する個人データ、その保管場所、ならびにプライバシーの原則およ
び法規制に従った個人データの保護方法について説明します。 
 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?search_keyword=Duo%20Privacy%20Data%20Sheet#/1568326121523335
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
https://duo.com/docs
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2. 個人データの処理  
以下の表には、Duo がサービスを提供するために利用する個人データと、個人データをシスコが処理する目的を記
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  

エンドユーザー登録/認証情報 ● ユーザー名 
● 電話番号 
● 電子メールアドレス 
● 組織名 
● Duo がホストする SSO を 

介してユーザー認証するため
の、お客様の Active Directory 
ユーザー名とパスワード 
（パスワードは、各認証が 
完了するまでの間のみ処理さ
れ、認証後は保持されない） 

 

● アカウントの作成および有効化 
● サービスの認証とログイン 
● セキュリティ機能の提供、サポート、改善、サービスの

アップグレードと改善 

管理者の登録情報 ● 名前 
● ユーザー名 
● 電話番号 
● 電子メールアドレス 
● 請求および配送先住所 
● Duo 管理者パネル用パスワー

ドの一方向のハッシュ表現 
● 役職名 
● 組織名 

● アカウントの作成および有効化 
● サービスの認証とログイン 
● マーケティングまたは顧客満足度調査などを目的とした

コミュニケーションの送信（シスコから直接、またはシ
スコのパートナーから送信） 

● セキュリティ機能の提供、サポート、改善、サービスの
アップグレードと改善 

エンドユーザーデバイスのメタ
データ 

● デバイスの種類 
● デバイスのオペレーティング

システム、デバイスのバー
ジョン、およびその他のデバ
イスの特性（デバイスが
「ジェイルブレイク」または
画面ロックが設定されている
場合など） 

● 接続情報：Duo サービスへの
アクセスに使用されている暗
号化プロトコルなど 

● ブラウザのタイプ 
● IP アドレス 
● 公開キーインフラストラク

チャ証明書がインストールさ
れているかどうか 

● タイムゾーン 
● 認証の時刻と日付 
● 広範な地理的エリア（国また

は都市レベルの場所）  
● デバイスがアクセスしようと

しているアプリケーション 
● デバイスが特定のプラグイン

を利用しているかどうか 

● サービスの提供と維持 
● ユーザーエクスペリエンスの向上  
● セキュリティ機能の向上 
● サービスの品質改善  
● セキュアなデバイスやアプリケーションを確保する 
● デバイスがセキュアであることを確認する証明書を発行

する 
● デバイスの認証 
● 仮名化および/または集約された使用状況データを使用

して統計分析を実施し、サービスを改善する  
● 潜在的な、または実際の申し立て、負債、禁止行為、 

セキュリティリスク、犯罪活動に対して防止、検出、 
対応、保護する  
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● エンドユーザーに関連付けら
れたデバイスの完全修飾ドメ
イン名 

● デバイス識別子（デバイス
名、プロセッサ ID、シリア
ル番号、UDID、UUID、DNS 
ホスト名など） 

● デバイスの場所（キャプチャ
時に確認できる SSID に基づ
くハッシュ値で表される）の
スナップショット 

イベントと使用状況データ ● エンドユーザーがサービスに
アクセスする方法 

● アクセスの日付と時刻 
● サービスにアクセスする場所

を決定するための IP アドレス 
● デバイスイベント（クラッ

シュ、システムアクティビ
ティ、ハードウェア設定など） 

● サービスの提供と維持 
● ユーザーエクスペリエンスの向上  
● セキュリティ機能の向上 
● サービスの品質改善  
● 仮名化および/または集約された使用状況データを使用

して統計分析を実施し、サービスを改善する  
● 潜在的な、または実際の申し立て、負債、禁止行為、 

セキュリティリスク、犯罪活動に対して防止、検出、 
対応、保護する 

認証とアクティビティログ ● どのエンドユーザーがサービ
スにアクセスするか 

● サービスにアクセスするデバ
イス 

● サービスによって保護される
アプリケーション 

● サービスにアクセスする時間 
● サービスにアクセスする際の

エンドユーザーの IP アドレス 

● サービスの提供と維持 
● ユーザーエクスペリエンスの向上  
● セキュリティ機能の向上 
● サービスの品質改善  
● 仮名化および/または集約された使用状況データを使用

して統計分析を実施し、サービスを改善する  
● 潜在的な、または実際の申し立て、負債、禁止行為、 

セキュリティリスク、犯罪活動に対して防止、検出、 
対応、保護する 

 

3. データセンターの場所  
Duo は米国に本社を置き、国際的に運用されています。また、米国、カナダ、アイルランド、ドイツ、オーストラ
リア、日本、シンガポール、英国、インドの Amazon Web Services（AWS）データセンターを使用しています。 
 
• サインアップ時に米国の電話番号を使用しているお客様は、米国を拠点とする AWS ホスティングに自動的に

配置されます。 
• サインアップ時にカナダの電話番号を使用しているお客様は、カナダを拠点とする AWS ホスティングに自動

的に配置されます。 
• サインアップ時に ANZ 地域1の電話番号を使用しているお客様は、オーストラリアを拠点とする AWS ホス

ティングに自動的に配置されます。 
• サインアップ時に日本の電話番号を使用しているお客様は、日本を拠点とする AWS ホスティングに自動的に

配置されます。 
• サインアップ時に ASEAN 地域2の電話番号を使用しているお客様は、シンガポールを拠点とする AWS ホス

ティングに自動的に配置されます。 

 
1 ANZ 地域には、オーストラリア、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、
ニューカレドニア、ニュージーランド、ニウエ、ピトケアン、サモア、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、ウォリ
ス・フツナが含まれます。 
2 ASEAN 地域には、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベト
ナムが含まれます。 
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• サインアップ時に英国および英国の海外領土の電話番号を使用しているお客様は、英国を拠点とする AWS ホ
スティングに自動的に配置されます。 

• サインアップ時にインドの電話番号を使用しているお客様は、インドを拠点とする AWS ホスティングに自動
的に配置されます。 

• Duo がサービスの提供を許可されている他の地域の電話番号を使用しているお客様は、ヨーロッパを拠点と
する AWS ホスティングに自動的に配置されます。 

• お客様は、Duo で使用する製品ホスティングを任意の地域の AWS ロケーションに配置するようリクエスト
することもできます。 

 
データセンターの場所 インフラストラクチャ プロバイダー 説明 

米国 • AWS  • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、米国の複数の
リージョンの Amazon Web 
Services（AWS）で稼動し
ていて、複数のアベイラビリ
ティーゾーン（AZ）に分散
しています。 

カナダ • AWS 
 

• Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、カナダの 1 つ
のリージョンの Amazon 
Web Services（AWS）で稼
動していて、複数のアベイラ
ビリティーゾーン（AZ）に
分散しています。 

アイルランド • AWS 
 

• Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、アイルランド
の 1 つのリージョンの 
Amazon Web Services
（AWS）で稼動していて、複
数のアベイラビリティーゾー
ン（AZ）に分散しています。 

ドイツ 
 
 

• AWS 
 

• Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、ドイツの 1 つ
のリージョンの Amazon 
Web Services（AWS）で稼
動していて、複数のアベイラ
ビリティーゾーン（AZ）に
分散しています。 

オーストラリア 
 

• AWS • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、オーストラリ
アの 1 つのリージョンの 
Amazon Web Services
（AWS）で稼動していて、複
数のアベイラビリティーゾー
ン（AZ）に分散しています。 

日本 • AWS • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、日本の 1 つの
リージョンの Amazon Web 
Services（AWS）で稼動し
ていて、複数のアベイラビリ
ティーゾーン（AZ）に分散
しています。 
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シンガポール • AWS • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、シンガポール
の 1 つのリージョンの 
Amazon Web Services
（AWS）で稼動していて、複
数のアベイラビリティーゾー
ン（AZ）に分散しています。 

英国 • AWS • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、英国の 1 つの
リージョンの Amazon Web 
Services（AWS）で稼動し
ていて、複数のアベイラビリ
ティーゾーン（AZ）に分散
しています。 

インド • AWS • Duo サービス用のインフラス
トラクチャは、インドの 1 つ
のリージョンの Amazon 
Web Services（AWS）で稼
動していて、複数のアベイラ
ビリティーゾーン（AZ）に
分散しています。 

 

4. データの越境移転メカニズム 
世界中の Duo のサポートスタッフは、米国またはその他の場所に保管されている個人データにアクセスできます。
さらに、特定の個人データ（電話番号など）は、認証コード付きのテキストメッセージ送信やエンドユーザーがいる
場所でログインを検証する VOIP ベースの自動音声発信などの、サービスの提供に関連する目的で、Duo のサード
パーティベンダーに国境を越えて転送されることがあります。 
 
Duo は、複数の司法管轄区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転送メカニズムに投資し
ています。主要なものは以下のとおりです。 
 

• 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、Duo 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 

エンドユーザー登録/認証
情報 

顧客管理者 サービスやその他の管理者情報へのアクセスの変更と制御  

Duo データアクセスとセキュリティ管理プロセスに従ったサービス
のサポート 

管理者の登録情報 Duo サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改善 

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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エンドユーザーデバイスの
メタデータ  

顧客管理者 顧客ネットワークのポリシーの設定、顧客ネットワークの監視、
ユーザーとアプリケーションへのアクセスの制限または承認 

Duo サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改善 

イベントと使用状況データ 顧客管理者 顧客ネットワークのポリシーの設定、顧客ネットワークの監視、
ユーザーとアプリケーションへのアクセスの制限または承認 

Duo サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改善 

認証とアクティビティログ 顧客管理者 顧客ネットワークのポリシーの設定、顧客ネットワークの監視、
ユーザーとアプリケーションへのアクセスの制限または承認 

Duo サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改善 

 

6. データポータビリティ 
お客様は、Duo 管理者パネルからデータにアクセスできます。このようなデータの抽出とエクスポートを要求する
場合は、privacy@cisco.com から Duo の担当者にご連絡ください。 
 

7. データの削除および保持 
お客様は、privacy@cisco.com に通知を送信することにより、いつでも個人データの削除を要求することができま
す。お客様が、Duo によって保存された個人データの削除を要求した場合、Duo は、適用法によって義務付けられ
た範囲内で、要求されたデータを Duo のシステムから消去または匿名化します。また、Duo は、以下に記載する正
当な業務上の目的のために必要な管理データ（例：課金記録）を保持することができます。 
 
Duo は、継続的な正当なビジネスニーズがある限り、個人データを保持します。これには、お客様がサービスに対
して少なくとも 1 つのアクティブアカウントを持っているときに常に保持される、該当する個人データが含まれま
す。ただし、お客様は、以下に示すようにユーザー/管理者の登録情報とログを削除することができます（手動で削
除された特定のデータが Duo のシステムから完全に消去されるまでに最大 30 日かかる場合があることに注意して
ください）。 
 
Duo マルチテナントサービスは、データの整合性と顧客データの可用性に関する強力な保証を提供するために設計
されています。このアーキテクチャのコアコンポーネントでは、以前に削除されたお客様に関連付けられたデータを
消去する必要性と、残りのアクティブなお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されていることを保
証する必要性とのバランスを取る必要があります。 
 
次の表では、Duo のデフォルトの個人データ保持ポリシー、データを保持する必要のある期間、保持する目的につ
いて説明しています。これは、お客様が Duo 管理パネル内で利用可能な他のアクションを実行しないあらゆる場合
に適用されます。 
 

mailto:privacy@cisco.com
mailto:privacy@cisco.com
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個人データのカテゴリ アカウント削除後の 
保持期間 

保持の理由 

エンドユーザー登録/認証情報 1 年（お客様によって、それ以
前に削除されていない場合）* 

この保持期間が選択されている理由は、以前に削除されたお客様
に関連付けられたデータを消去する必要性と、残りのアクティブ
なお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されて
いることを保証する必要性とのバランスを取るためです。この
データのコピーは、サービスのセキュリティ、品質、および改善
された機能をサポートするためにも保持されます。これらの目的
で使用する場合、すべての個人データが仮名化されます（IP アド
レスを除く、脅威の検出と関連するセキュリティ上の理由から元
の形式での使用が必要になります）。指定された保持期間が期限
切れになると（または、IP アドレスの場合は収集から 1 年間）、
これらの目的で使用されたすべての個人データは削除または匿名
化されます。これは、残りの生産データやアカウント情報が再度
識別可能にならないようにするためです。 

* Duo がホストする SSO の Active Directory パスワードは、 
各認証を完了するのに十分な期間しかキャッシュされない点に 
注意してください。 

管理者の登録情報 1 年（お客様によって、それ
以前に削除されていない場合） 

この保持期間が選択されている理由は、以前に削除されたお客様
に関連付けられたデータを消去する必要性と、残りのアクティブ
なお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されて
いることを保証する必要性とのバランスを取るためです。この
データのコピーは、サービスのセキュリティ、品質、および改善
された機能をサポートするためにも保持されます。これらの目的
で使用する場合、すべての個人データが仮名化されます（IP アド
レスを除く、脅威の検出と関連するセキュリティ上の理由から元
の形式での使用が必要になります）。指定された保持期間が期限
切れになると（または、IP アドレスの場合は収集から 1 年間）、
これらの目的で使用されたすべての個人データは削除または匿名
化されます。これは、残りの生産データやアカウント情報が再度
識別可能にならないようにするためです。 

エンドユーザーデバイスのメタ
データ 

1 年（お客様によって、それ
以前に削除されていない場合） 

この保持期間が選択されている理由は、以前に削除されたお客様
に関連付けられたデータを消去する必要性と、残りのアクティブ
なお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されて
いることを保証する必要性とのバランスを取るためです。この
データのコピーは、サービスのセキュリティ、品質、および改善
された機能をサポートするためにも保持されます。これらの目的
で使用する場合、すべての個人データが仮名化されます（IP アド
レスを除く、脅威の検出と関連するセキュリティ上の理由から元
の形式での使用が必要になります）。指定された保持期間が期限
切れになると（または、IP アドレスの場合は収集から 1 年間）、
これらの目的で使用されたすべての個人データは削除または匿名
化されます。これは、残りの生産データやアカウント情報が再度
識別可能にならないようにするためです。 



Cisco 
public 

 

 
   

 

©2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.    バージョン 8.0、2022 年 8 月 24 日  

プライバシーデータシート 

イベントと使用状況データ 1 年（お客様によって、それ以
前に削除されていない場合）* 

この保持期間が選択されている理由は、以前に削除されたお客様
に関連付けられたデータを消去する必要性と、残りのアクティブ
なお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されて
いることを保証する必要性とのバランスを取るためです。この
データのコピーは、サービスのセキュリティ、品質、および改善
された機能をサポートするためにも保持されます。これらの目的
で使用する場合、すべての個人データが仮名化されます（IP アド
レスを除く、脅威の検出と関連するセキュリティ上の理由から元
の形式での使用が必要になります）。指定された保持期間が期限
切れになると（または、IP アドレスの場合は収集から 1 年間）、
これらの目的で使用されたすべての個人データは削除または匿名
化されます。これは、残りの生産データやアカウント情報が再度
識別可能にならないようにするためです。 

* 特定のデバッグログは、カスタマーサポートの目的、セキュリ
ティレビュー、およびシステムパフォーマンスのパターンを監視
し、アラートを作成した後、最大 90 日の Duo のシステムに存在
することがあります。 

認証とアクティビティログ 1 年（または、お客様のログ
保持設定に応じて 1 年未満） 

この保持期間が選択されている理由は、以前に削除されたお客様
に関連付けられたデータを消去する必要性と、残りのアクティブ
なお客様に関連付けられたデータが適切に維持および保護されて
いることを保証する必要性とのバランスを取るためです。この
データのコピーは、サービスのセキュリティ、品質、および改善
された機能をサポートするためにも保持されます。これらの目的
で使用する場合、すべての個人データが仮名化されます（IP アド
レスを除く、脅威の検出と関連するセキュリティ上の理由から元
の形式での使用が必要になります）。指定された保持期間が期限
切れになると（または、IP アドレスの場合は収集から 1 年間）、
これらの目的で使用されたすべての個人データは削除または匿名
化されます。これは、残りの生産データやアカウント情報が再度
識別可能にならないようにするためです。 

サービスのバックアップ 上記で特定された期間を超え
て 3 年 

バックアップは毎日、生成および暗号化され、データの整合性と
サービスの復元力を保持するためにコールドストレージに移され
ます。この保持期間は、お客様が独自の法的証拠開示またはフォ
レンジックのニーズに応えるために、履歴データへのアクセスを
要求するシナリオの大部分をカバーするのに十分であるため、 
選択されました。 

Duo の財務、監査、またはその他
の法的義務に関連するデータ 

関連する義務を満たすために
必要な限り 

Duo は、金融取引の証拠、監査要件、またはその他の法的義務に
関連する特定のデータを保持する必要がある場合があります。 
そのようなデータの保持は、その法的義務とシスコのエンタープ
ライズレコード保持スケジュールに沿って、このようなデータを
保持するために Duo が必要とされるタイムラインに関連付けら
れます。 

 

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。 
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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。詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。Duo の物理的なセキュリティ
の詳細については、Duo の情報セキュリティポリシーに記載されています。これは、非開示契約の対象となります。 
 
個人データのカテゴリ  暗号化の種類 

 
エンドユーザー登録/認証情報 Transport Layer Security（TLS）経由の転送中の暗号化。暦年 2018 年以降に確立され

たすべてのお客様のアカウントを保管時に暗号化。 

管理者の登録情報 Transport Layer Security（TLS）経由の転送中の暗号化。暦年 2018 年以降に確立され
たすべてのお客様のアカウントを保管時に暗号化。 

エンドユーザーデバイスのメタデータ Transport Layer Security（TLS）経由の転送中の暗号化。暦年 2018 年以降に確立され
たすべてのお客様のアカウントを保管時に暗号化。 

イベントと使用状況データ Transport Layer Security（TLS）経由の転送中の暗号化。暦年 2018 年以降に確立され
たすべてのお客様のアカウントを保管時に暗号化。 

認証とアクティビティログ Transport Layer Security（TLS）経由の転送中の暗号化。暦年 2018 年以降に確立され
たすべてのお客様のアカウントを保管時に暗号化。 

 
Duo は、2018 年より前に作成されたアカウントについて保管時の暗号化を有効にするために積極的に稼働していま
す（該当するアカウントの保管時の暗号化は、support@duosecurity.com に問い合わせることで要求できます）。
データが暗号化されているかどうかにかかわらず、Duo は次の複数の手法を使用して顧客データを保護しますが、
これに限定されません：データストアと Duo プラットフォームの他のコンポーネント間のネットワーク セグメン
テーション、ロールまたは責任に基づくデータストアへの特権アクセスの最小化、および攻撃対象領域を最小化する
ための生産資産の強化。 
 

9. 副処理者  
Duo 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じ水準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契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 
AWS エンドユーザー登録/認証情

報、エンドユーザー デバイ
ス メタデータ、管理者の 
登録情報、イベントおよび 
使用状況データ、認証 &  
アクティビティログ 

クラウドベースのインフラストラクチャとホス
ティング、分析、データストレージ 

米国、カナダ、 
アイルランド、 
ドイツ、オーストラ
リア、日本、シンガ
ポール、英国、インド 

認定セキュリティソリュー
ション d/b/a Keyfactor  

エンドユーザー登録/認証情報 
デバイス ID（シリアル番号
など） 

Duo を超えて登録されたデバイスに対して証明
書を発行して管理する PKI サービス 

米国 

Twilio, Inc. エンドユーザー登録/認証情報 認証用の電話および SMS 米国 
Nexmo Inc. エンドユーザー登録/認証情報 認証用の電話および SMS 米国 
Clickatell, Inc. エンドユーザー登録/認証情報 認証用の電話および SMS 米国 
Bandwidth Inc. エンドユーザー登録/認証情報 認証用の電話および SMS 米国 
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Google エンドユーザー登録/認証情報 認証用の SMS およびプッシュ通知 米国、アイルランド 
Apple  エンドユーザー登録/認証情報 クラウドバックアップと復元 米国 
Microsoft エンドユーザー登録/認証情

報、エンドユーザー デバイ
ス メタデータ、管理者の登
録情報、イベントおよび使用
状況データ、認証 & アク
ティビティログ 

セレクト Microsoft Azure サービスとのお客様
の統合により、お客様が管理するクラウドアプ
リケーションと、管理対象の Azure AD ユー
ザーディレクトリと Duo 製品間の同期に保護レ
イヤを追加できます。 

米国 

Skilljar 管理者の登録情報 統合トレーニング プラットフォーム 米国 
Salesforce 管理者の登録情報 サービスの配信、サポート、および改善 米国 
Mulesoft 管理者の登録情報 Salesforce との統合支援 米国 
Marketo 管理者の登録情報 アカウント管理の自動化 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。 
 
Duo のセキュリティチームは、Cisco PSIRT チームと協力して、Duo 製品と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。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、Duo 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。Duo のセキュリティ対応手順とシスコ セキュリティセンターには、セキュリティインシデントを
報告するプロセスが詳述されています。 
 
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] 

  

https://duo.com/about/security-and-reliability/security-response
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
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厳しい社内標準に従うことに加えて、シスコはまた、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、
本サービスの SOC2 Type II 監査レポートおよび 2 つの FedRAMP 認可エディションなどの第三者機関による検証
も受けています。 
 

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）の確認を求め
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「個人データに関するプライバシー」セクションをご確認ください。 

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#/

