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Cisco Stealthwatch Cloud 
 
このプライバシーデータシートでは、Cisco Stealthwatch Cloud による個人データ（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 Stealthwatch Cloud は Cisco Secure Cloud Analytics にブランドを変更中です。本書では
「Secure Cloud Analytics」という名称を使用しています。 
 

Note: 本文書は「Cisco Stealthwatch Cloud 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。 

 
Secure Cloud Analytics 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、認可されたユーザがサービスを利用できるようになります。 
 
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。Secure Cloud Analytics 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。  

 

1. 概要 
Secure Cloud Analytics は、内部の脅威アクティビティ、マルウェア、多段攻撃などの侵害の早期兆候を自動検出する
ために、お客様のプレミスおよびパブリッククラウドのネットワーク接続デバイス/ユーザの挙動異常検出を実行す
るクラウドベースのセキュリティサービスです。Secure Cloud Analytics は、クラウドネイティブで SaaS 配信されるセ
キュリティおよびモニタリングサービスであり、ポリシー違反、クラウドアセットの誤設定、ユーザのエラーや誤用
も特定します。Secure Cloud Analytics は、お客様の IT 環境（オンプレミスおよびパブリッククラウド）のログとテレ
メトリを利用し、その IT テレメトリを処理して、発生し得るセキュリティ脅威に対応してセキュリティアラートを
生成します。このサービスが使用するデータとテレメトリはメタデータ（ネットワークに接続されているマシンの情
報、どのユーザがどのマシンにログインしているかなど）であり、Secure Cloud Analytics がネットワーク通信の内容
を収集することはありません。  
 
Secure Cloud Analytics は、Auth0 と Cisco SecureX のサインオンを通じてアイデンティティとシングルサインオンを提供
します。2021 年 6 月以降、Secure Cloud Analytics を通じて Auth0 が新規のお客様に提供されることはありません。
Cisco SecureX サインオンによる個人データ処理に関する詳細は、SecureX サインオンのプライバシーデータシートを
参照してください。  

Secure Cloud Analytics は、シスコのさまざまなクラウドサービスと統合されています。たとえば、Secure Cloud 
Analytics で発生したアラートをお客様の Cisco Webex ポータルに表示し、担当のカスタマーチームメンバーに通知す
ることができます。Secure Cloud Analytics と別のシスコ クラウドサービスや機能との統合を有効化する場合、クラウ
ドサービスや機能によって収集、処理、保存される個人データに関する情報に関して、他のクラウドサービスや機能
のプライバシーデータシートを参照することをお勧めします。  
 
Secure Cloud Analytics のサブスクリプションには、シスコの統合型セキュリティ プラットフォーム Cisco SecureX への
アクセスも含まれています。Cisco SecureX には、脅威インテリジェンスの集約、シスコとサードパーティのさまざま
なセキュリティ製品の可視性の統合、ワークフローの自動化などの機能があります。Cisco SecureX による個人データ
処理に関する詳細については、Cisco SecureX のプライバシーデータシートを参照してください。  
 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/cisco-stealthwatch-cloud-privacy-data-sheet.pdf
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シスコのプライバシーデータシートはこちらから入手できます。    
  
Secure Cloud Analytics はサードパーティのさまざまなシステムとも統合可能です。シスコは、Secure Cloud Analytics か
らサードパーティのシステムに移行したお客様のデータについては責任を負いません。該当するサードパーティシス
テム内のデータの保護は、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。  
 

Secure Cloud Analytics の詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
を参照してください。 

 
2. 個人データの処理 
以下の表には、Secure Cloud Analytics がサービスを提供するために利用する個人データと、データを処理する目的を
記載しています。 

 
1 Cisco Talos や Cognitive Intelligence とメタデータを共有したくないお客様は、swatchc-support@cisco.com に電子メールでリクエストを送信す
ることで、メタデータの転送を無効にするようにリクエストできます。Cognitive Intelligence による個人データの処理に関する情報について
は、こちらに掲載している Cognitive Intelligence のプライバシーデータシートを参照してください。 

個人データのカテゴリ 個人データの種類 処理の目的 

ポータルユーザに関する 
アカウント情報 

• ユーザが選択したポータルユー
ザ名（ユーザが選択した名前が
含まれる場合があります） 

• 電子メールアドレス 
• 使用状況データ（サービスで実

行されたアクションに関連する
ユーザ名や ID が含まれる場合
があります） 

 

• アカウント作成およびサービス有効化 
• サービス認証およびログイン 
• 製品通知 
• 認証/承認/ライセンス管理 
• サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改善 
 

ネットワークフロー  
メタデータ 

• 送信元 IP アドレス 
• 宛先 IP アドレス 

• セキュリティ製品の機能性（脅威およびマルウェア検
出、お客様のポリシーの違反、クラウドアセットの誤設
定、ユーザのエラーや誤用の特定）の提供、および製品
の改善 

• Cisco Talos と Cognitive Intelligence による 
グローバルな脅威インテリジェンス調査 1 

他のメタデータ オプションの追加ログ 
• ユーザデータ 
• ユーザ ID 
• ユーザ名 
• ユーザの電子メールアド

レス 
• ユーザの IP アドレス 
• デバイスのホスト名 
• パッシブ DNS ログ 

タグとコメント 

• お客様には、脅威の検出のためにユーザデータを含む追
加のログ送信を選択するオプションがあります。この
データはセキュリティ製品の機能提供のみを目的として
使用されます。 

• ポータルユーザにはセキュリティアラートに関係するタ
グとコメントを追加するオプションがあります。ポータ
ルユーザは、該当するセキュリティアラートに関係する
個人データ（アラートに関連する従業員の名前など）を
追加できる場合がありますが、これは推奨されません。 

• Cisco Talos と Cognitive Intelligence によるグローバルな脅
威インテリジェンス調査 1 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
mailto:swatchc-support@cisco.com
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html
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お客様が問題の診断や解決のために Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡すると、Cisco TAC はお客様が提供
した個人情報データを Secure Cloud Analytics から受信して処理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関する記載があります。シスコは、お客様の問題解決を
支援する以外の目的でこのデータを処理することはありません。詳細については、Cisco TAC サービス提供プライバ
シーデータシートを参照してください。  
 
個人データを含まない製品使用状況のメトリックは、Secure Cloud Analytics チームに代わって Google アナリティクス
によって収集され、製品分析や改善の目的で使用されます。 

 

3. データセンターの場所 
Secure Cloud Analytics は、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、グローバルにサービス
を提供します。 
 

Secure Cloud Analytics は、米国、EU、APJC の Amazon Web Services（AWS）のデータセンターを使用しています。お客
様は、クラウドサービスの提供地域を選択できます。以下に示す場合を除き、クラウドサービスによって処理される
お客様のデータは、選択した地域で保持されます。APJC のデータセンターが選択された場合、米国の AWS のデータ
センターから電子メール通知が送信され、ポータルユーザの電子メールアドレスと電子メールメッセージの内容が米
国の AWS のデータセンターに転送され、電子メール通知が有効になります。マネージド サービス プロバイダーがエ

 
2 ETA のメタデータは、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にのみ収集されます。 
3 ファイアウォール イベント データは、お客様が Security Analytics and Logging スイートの Logging Analytics and Detection（「LA」）または 
Total Network Analytics and Monitoring（「TA」）パッケージを購入した場合にのみ収集されます。  
4 ファイル名は、お客様が AMP for Networks のライセンスを取得している場合にのみ収集されます。 
5 お客様が Secure Cloud Analytics の構成設定内で ISE 統合を構成した場合にのみ、Cisco ISE からエンドポイントデータが収集されます。 

暗号化トラフィック分析
（ETA）用拡張ネットワーク
フロー メタデータ 2 
 
 

• 初期データパケット（IDP）に
は、IP ヘッダー、TLS ヘッダー、
SNI（サーバ名識別子）、
Ciphersuite（証明書、組織、発行
者、発行済み、期限切れ）が含
まれる場合があります。 

 

• セキュリティ解析、フォレンジック、有効性の調査、一
般的な製品の機能および使用  

• Cisco Talos と Cognitive Intelligence によるグローバルな脅
威インテリジェンス調査 1 

 
 

ファイアウォール イベント 
データ 3 
 
 

• ユーザ名/ユーザ ID 
• アクセスされた URL  
• IP アドレス 
• イベントタイプ 
• ファイル名4  
 

• お客様によるデバイスイベントの視覚化と、当該イベン
トに対する脅威の検出と分析 

• Cisco Talos と Cognitive Intelligence によるグローバルな脅
威インテリジェンス調査1 

 

エンドポイントデータ 5 • IP アドレス 
• MAC アドレス 
• オペレーティングシステム 
• 組織固有識別子 
• 完全修飾ドメイン名 
• ホスト名 
• ユーザ名 
• DHCP 情報 

（クラス識別子など） 
• ブラウザユーザエージェント情

報（ブラウザを実行しているオ
ペレーティングシステムなど） 

• お客様は、Secure Cloud Analytics 内での可視化とコンプ
ライアンスのための保持を目的として、この追加のエン
ドポイントデータを Secure Cloud Analytics に送信するこ
とを選択できます。  

• また、セキュリティ分析、フォレンジック、有効性調
査、製品の一般機能に使用される場合があります。ログ
には脅威検出用のユーザデータが含まれています。  

• Cisco Talos と Cognitive Intelligence によるグローバルな脅
威インテリジェンス調査1 
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ンドカスタマーに代わって Secure Cloud Analytics パートナーポータルを使用することを選択した場合、EU または 
APJC 地域を選択した場合でも、Secure Cloud Analytics パートナーポータルは米国の AWS でホストされるため、ポータ
ルユーザに関連するアカウント情報は米国に転送されます。  
 
このデータシートの発行日時点で、Cognitive Intelligence のデータセンターは欧州に、Talos のデータセンターは米国
にあります。Cognitive Intelligence の詳細については、Cognitive Intelligence のプライバシーデータシートを参照してく
ださい。  
  
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 レポートには、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。  
 

Secure Cloud Analytics データセンター 
 

 

Talos データセンター 

 

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] 

 
 

インフラストラクチャ プロバイダー  インフラストラクチャ プロバイダーの所在地 

Amazon Web Services（AWS） 

• 米国（東部）  
• 米国（AWS GovCloud） 
• APJC（オーストラリア） 
• EU：中欧（主要な処理）および西欧（一部の分析処理） 
 

インフラストラクチャ プロバイダー  インフラストラクチャ プロバイダーの所在地 

Equinix • 米国 

Vazata • 米国 

https://aws.amazon.com/jp/compliance/
https://aws.amazon.com/jp/security/
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
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 
以下の表には、Secure Cloud Analytics 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 

ポータルユーザに関する 
アカウント情報 

• お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• 特定の管理者データの変更および制御 

• シスコ • セクション 2 の表に記載されている「処理の目的」を
参照 

ネットワークフロー  
メタデータ  

• お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• セキュリティに対する脅威の調査、トラブルシュー
ティング 

• シスコ • サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改
善（セクション 2 の表に記載されている「処理の目
的」も参照してください） 

他のメタデータ  • お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• セキュリティに対する脅威の調査、トラブルシュー
ティング 

• シスコ • サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改
善（セクション 2 の表に記載されている「処理の目
的」も参照してください） 

 
ETA 用拡張ネットワーク 
フロー メタデータ 
 

• お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• セキュリティに対する脅威の調査、トラブルシュー
ティング 

• シスコ • サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改
善（セクション 2 の表に記載されている「処理の目
的」も参照してください） 

 
ファイアウォール イベント 
データ 

• お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• デバイスイベントの可視化、脅威の検出と分析 
 

• シスコ • サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改
善（セクション 2 の表に記載されている「処理の目
的」も参照してください） 

 

エンドポイントデータ 

• お客様の Secure Cloud 
Analytics のポータルユー
ザ 

• データの可視化とコンプライアンス 

• シスコ • サービスの配信、サポート、アップグレードおよび改
善（セクション 2 の表に記載されている「処理の目
的」も参照してください） 
 

 

6. データポータビリティ 
 
該当なし 
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7. データの削除と保持 
以下の表には、Secure Cloud Analytics 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 保持の理由 

アラートと観察結果に関連
するデータ  
 

サービスのアラートと観察結果は、お客様のサブ
スクリプション全体を通じて保持されます。 

サービスの提供 
 

ポータルユーザのアカウン
ト情報  
 

ポータルユーザのアカウント情報は、お客様のサ
ブスクリプション全体を通じて保持されます。  
 

サービスの提供 

ネットワークフロー メタ
データ、その他のメタデー
タ、暗号化トラフィック分
析用拡張ネットワークフ
ロー メタデータ、ファイア
ウォール イベント データ、
エンドポイントデータ  

上記のアラートと観察結果に関連するデータのう
ち、保持の対象ではないデータ（ネットワークフ
ロー メタデータ、その他のメタデータ、暗号化ト
ラフィック分析用拡張ネットワークフロー メタ
データ、Secure Cloud Analytics によって処理される
ファイアウォール イベント データとログ）は、
12 ヵ月以内にサービスデータベースから自動的に
削除されます。  
 

サービスの提供 

契約の終了または満了に伴
うデータの削除  
 

お客様の  Secure Cloud Analytics のサブスクリプ
ションが満了または終了すると、右の列に記載さ
れている非個人情報を除き、すべてのデータが処
理から除かれます。また、お客様のポータルアカ
ウントデータ、アラート、観察結果に関連する
データ、およびその他すべてのメタデータは、満
了もしくは終了から 45 日以内、または書面によ
るリクエストを受けた場合はそれ以前に、サービ
スデータベースから除去されます。一部のデータ
はバックアップとして暗号化された非アクティブ
な形式で保存され、14 ヵ月以内に安全に削除され
ます。 
 

一部の非個人情報は、以下の目的で無期限に保持さ
れる場合があります。 
 

• ビジネス分析：ビジネスの現状を把握
し、トレンドの分析と予測を行い、ビジ
ネスに関して提案するため 

• 製品の改善：製品機能の妥当性と使用状
況をモニターし、エンジニアリングに関
する改善点を提案するため 

 
保持される可能性のあるデータには、アラートと観
察結果の統計情報（お客様の満足度を推測するた
め）、ネットワークデータ（お客様のネットワーク
の規模をモニターするため）、Web サイトのテレメ
トリ（ユーザをプロファイリングし、Web ポータル
の使用状況を推測するため）があります。IP アドレ
ス、ユーザ名、電子メールアドレスなど、個人を特
定するために使用できるすべてのデータは、データ
セットから削除されます。 

 
Talos のグローバル脅威イン
テリジェンス 
 

マルウェアまたは悪意があると識別されないすべ
てのメタデータは、12 ヵ月ごとに Talos のデータ
ベースから削除されます。 

Talos によって収集されたネットワークフロー メタ
データおよびその他のメタデータは、マルウェアま
たは悪意があると判断された場合、Talos のクラウ
ドに無期限に保持されます。お客様は、Cisco TAC リ
クエストをオープンするか、privacy@cisco.com にリ
クエストを送信することで、Talos のクラウド内の
メタデータの削除を依頼できます。  

Cognitive Intelligence 
 

Cognitive Intelligence による個人データの処理と保持に関する情報については、こちらに掲載している 
Cognitive Intelligence のプライバシーデータシートを参照してください。  
 

mailto:privacy@cisco.com
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html
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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 

 
ポータルユーザに関するアカウント情報 データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され

ます。 
 

ネットワークフロー メタデータ データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 
Talos のクラウド：  
データは転送中（TLS 1.2 以降）および以下以外の Talos の保管中に暗号化されます。 
Cognitive Intelligence のクラウド： 
データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 
 

他のメタデータ データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 
Talos のクラウド：  
データは転送中（TLS 1.2 以降）および以下以外の Talos の保管中に暗号化されます。 
Cognitive Intelligence のクラウド： 
データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 
 

ETA 用拡張ネットワークフロー メタデータ 
 

データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 
 

ファイアウォール イベント データ データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され
ます。 

 
エンドポイントデータ データは転送中（TLS 1.2 以降）および保管中（AES 128 暗号化以上の強度）に暗号化され

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調査チームです。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、送信中はすべて暗号化されます。データが Talos データセンターに到着する
と、悪意のある動作やアクティビティが含まれていないか、またその兆候がないかを判断するため、一連の処理が行
われます。悪意のあるデータではないと Talos が判断した場合、データは削除されます。悪意があると判断された
データは Talos によって保持され、続けて一定の処理が行われます。Talos がもはや害を及ぼすことはないと判断しな
い限り、データは削除されません。Cisco Talos 内のデータは保管時に暗号化されます。 
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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。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 サービスタイプ データセンターの場所 

Amazon Web Services
（「AWS」） 

• ポータルユーザに関す
るアカウント情報  

• ネットワークフロー 
メタデータ 

• 他のメタデータ 
• ETA 用拡張ネット 

ワークフロー メタデー
タファイアウォール  
イベント データ 

Secure Cloud Analytics は AWS でホストされ、
AWS のサーバとストレージを使用 

• 米国（東部）  
• 米国（AWS 

GovCloud） 
• APJC（オーストラ

リア）6 
• EU：中欧（主要な

処理）および西欧
（一部の分析処理） 

 
 

Marketo • 管理者およびトライア
ル申請者の連絡先情報
（氏名、会社名、住
所、電子メール、電話
番号） 

管理者やリクエスト送信者の連絡先情報を含
むマーケティング自動化プラットフォーム。
Salesforce を補完して、アクティベーション、
オンボーディング、認証、権限付与、サービ
ス通知・問い合わせ、カスタマーサクセスの
目標を支援 

米国（西部）  

Auth0 • ユーザ名/ユーザ ID
（電子メールアドレス
など） 

シングルサインオン 米国（西部） 

Salesforce • 管理者およびトライア
ル申請者の連絡先情報
（氏名、会社名、住
所、電子メール、電話
番号） 
 

CRM（顧客関係管理）プラットフォーム。ア
クティベーション、認証、オンボーディング
プロセスで活用  
 

米国（ワシントン D.C.、
シカゴ） 

 
 
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。  

 
6 APJC：ファイアウォールのログデータの保存には東京を使用。Security Analytics and Logging の LA と TA のパッケージについては、暗号化さ
れたチャネルを介してシドニー（オーストラリア）と共有。 

http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
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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] 

  
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、
サードパーティによる検証も継続的に行っています。Secure Cloud Analytics は、以下の認定を取得しています。 

  
• ISO/IEC 27001:2013 情報セキュリティ マネジメント システム（ISMS）：企業の機密情報を安全に管

理するための体系的なアプローチ。人、プロセス、IT システムを対象として、リスク管理プロセス
が導入されます。  

   
• ISO/IEC 27017:2015：クラウドサービスの提供と利用に適用される情報セキュリティ管理策のガイ

ドライン。ISO/IEC 27002 で規定されている管理策に関連する追加実施ガイダンスと、クラウド
サービスに特化した実施ガイダンスを含む追加管理策が提供されます。  

   
• ISO/IEC 27018:2014：パブリッククラウド内の個人識別情報（PII）を保護する上での PII 処理者の実

施規則。パブリック クラウド コンピューティング環境に関する ISO/IEC 29100 のプライバシー原則
に従って個人識別情報（PII）の保護対策を実施するための、一般に認められた管理目標、管理策、
ガイドラインが定められています。パブリック クラウド サービスのプロバイダーの情報セキュリ
ティリスク環境のコンテキスト内で適用される可能性がある、PII の保護に関する規制要件を考慮
して、ISO/IEC 27002 に基づくガイドラインが規定されています。  

 
 

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、シスコはその原因を提示します。ユーザの雇用主がお客様/
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。 

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
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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。 
 

https://privacyrequest.cisco.com/
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html

