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Cisco Tetration SaaS 
 

本プライバシーデータシートでは、Cisco Tetration SaaS による個人データ（個人を特定できる情報、または「個人情
報」とも呼ばれます）の処理について説明します。また、本シートでは、必要に応じて、オンプレミスで Tetration お
よびパブリック クラウド バージョン (別名「Tetration-V」) にも言及します。 
Note: 本文書は「Cisco Tetration Software as a Service 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 Tetration ソフトウェアの概要  
 
Cisco Tetration は、ゼロトラストオペレーションにより、データセンターのセキュリティを劇的に向上させます。
Cisco Tetration ソフトウェアは、振る舞いベースのアプリケーションインサイトと機械学習を使用して、お客様にホ
ワイトリスト形式のポリシーモデルを提供し、ポリシーの適用を自動化することでセグメンテーションを可能にしま
す。 
 
Cisco Tetration により、IT 部門がホワイトリスト形式のセグメンテーション、振る舞いのベースライン化と分析、そ
して一般的な脆弱性の検知を可能にすることで一貫したワークロードを保護でき、それによりユーザが感染したサー
バをプロアクティブに隔離することができます。オープンポリシーモデルを通じて、ワークロードは、オンプレミス
およびパブリッククラウドのベアメタル、仮想およびコンテナ型ワークロードにわたって、単一のコンソールを通じ
て一貫して保護されます。この包括的なアプローチにより、Tetration は攻撃対象領域を減らし、セキュリティインシ
デントにおける水平方向の動きを最小化し、異常な疑わしい振る舞いをより迅速に特定します。また、本オープンポ
リシーは、ベンダーのインフラストラクチャ全体にわたって適用できます。 
 
Cisco Tetration は、パケットヘッダーメタデータ、プロセスの詳細およびインストールされたソフトウェアパッケー
ジ情報を収集します。これは、ワークロードに展開され、ソリューションの一部として提供されるソフトウェアセン
サー経由で収集されます。詳細については、Tetration の製品ドキュメントを参照してください。以下は、Tetration で
収集されるテレメトリデータに関するハイレベルの詳細です。 

• フロー情報：フロー エンドポイント、プロトコル、ポート、フローの開始時期、フローの持続時間などの
詳細情報を含みます。 

• パケット間の変動：パケットの生存時間（TTL）、IP/TCP フラグ、パケット長などの変動を含む、フロー内
で見られるパケット間の変動をキャプチャします。 

• プロセスの詳細：プロセスの各パラメータ、開始および停止時間、プロセスバイナリハッシュなどに関する
情報を含め、サーバ上で実行されるプロセスをキャプチャします。 

• ソフトウェアパッケージ：バージョンや発行者情報とともにサーバにインストールされているすべてのソフ
トウェアパッケージのインベントリ 

• Tetration フォレンジック機能：お客様が Tetration フォレンジック機能を有効にすると、追加の個人情報が
収集される場合があります。 

  
SaaS 展開オプションを含む Cisco Tetration では、顧客データペイロード（パケットのコンテンツ）はキャプチャされ
ません。 
 
Tetration ソフトウェア製品の説明は、以下でご覧いただけます。 
https://www.cisco.com/jp/go/tetration 
 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/security/cisco-tetration-privacy-data-sheet.pdf
https://www.cisco.com/jp/go/tetration
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Cisco Tetration SaaS の詳細については、クラウド セキュリティ オファー ディスクリプション（「オファーディスク
リプション」）の Cisco Tetration SaaS セクション
（https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_tetration_saas_offer_description
.pdf）を参照してください。 
 
以下において、Cisco Tetration SaaS 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、法令および規制に従った当該データに関する安全管理措置を記載しています。 
また、Cisco Tetration SaaS ソリューションで使用されている非個人データの例も示されています。このようなデータ
は、特定の状況で個人データとの関連付けが行われる場合があります。 
 

2. 個人データの処理  
以下の表には、Cisco Tetration SaaS がサービスを提供するために利用する個人データの一覧と、シスコが各データを
処理する理由を記載しています。 

個人データのカテゴリ 個人データの種類 処理の目的  

アカウントおよび登録データ • 姓、名 
• 電子メールアドレス 
• ユーザ ID とログイン情報 

• アカウントの作成 
• サービスのアクティベーション 
• 課金情報/請求書の送付 
• Tetration SaaS サービスへの認証/承認/アクセス 
• 機能/アップデートの今後の通知 
• アップグレード/メンテナンス/インシデントを含

むサポート通知 
• サポートケースのオープンと管理 
• Remote Access のサポート 

エンドポイントの可視性
（オプションの AnyConnect 
および ISE と Tetration との
統合） 

 
 

• AnyConnect フローテレメトリ：  
• フロー/送信元の接

続先 IO アドレス、
プロトコル、ポー
ト 
 

• デバイス名と OS バージョン：  
• エンドポイントデ 

バイス（joesmith-
Win および OS= 
Windows 10 など） 

 
• ISE データには次のものが含

まれる場合があります。 
• SGT とユーザ名 
• デバイスタイプ

（IP Phone、 
プリンタなど） 

• デバイスライブラ
リのバージョン、
ウイルス対策、 
スパイウェア対策
パッケージ 

• 場所 
• ポスチャ（ジェイ

ルブレイク、OS の
パッチ適用済みな
ど） 

 

• エンドポイントの可視性が有効になっている場
合、Anyconnect および/または ISE エージェントを
使用する Cisco Tetration は、ポリシーを適用する
ためのデバイスと個人を識別するためにこれらを
収集します。 

• Network Visibility Module（NVM）データは、お客
様が可視性を有効にしている場合にのみ使用でき
ますAnyconnect エージェント統合のためのエンド
ポイントの可視性には、NVM が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_tetration_saas_offer_description.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_tetration_saas_offer_description.pdf
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• AnyConnect Network Visibility 
Module データ 
 
•  ユーザ ID および/または

ユーザ名 
•  エンドポイントの IP  

アドレス 
•  ホスト ID 
• MAC アドレス 
• ユーザパスワード 
•  該当するファイアウォー

ルの宛先ホスト名 
•  DNS 情報 
•  ネットワークログに含ま

れる追加のネットワーク
アクティビティ（ユーザ
がアクセスした URL など） 

 
これらのソリューションに関
する追加情報については、
AnyConnect および ISE のド
キュメントおよび/またはプ
ライバシーデータシートを参
照してください。* 

 
* 注：Anyconnect と ISE の管理者
は、Tetration プラットフォームに
アクセスするユーザテレメトリを
オフにすることができます。 

 
以下の表で特定された「その他のデータ」は、特定の人物に関連する個人情報である可能性がありますが、その大部
分はデータセンターのサーバのみに関連付けられ、個人との関連はないと考えられます。たとえば、お客様が割り
当てたデバイス名には、設定に応じて PII が含まれる場合があります。このタイプのデータの例を以下に示します。 
 
その他のデータ その他のデータの例 処理の目的  

展開された各種センサーを
通じて収集されたデータ 

• 送信元/接続先 IP アドレス  
• パケット間の変動 
• TTL 
• プロトコル 
• ポート 
• TCP/IP フラグ 
• フローの継続時間、長さ、 

バイト数、時間 
• プロセス ID 
• プロセスの開始および停止 

時間 
• OS 
• インストール済みソフトウェ

アパッケージ（publisher バー
ジョン付き） 

• アセットタグ（ユーザにより
アップロードまたはオーケス
トレータにより統合された） 

• 追加のパケットデータ 

• ポリシーの開発および管理のために、お客様のアプ
リケーション依存関係に関する情報を提供します。 

• カスタマーデータセンターでゼロトラストモデル
の実装を有効にします。 

• Tetration SaaS ワークロード保護機能に必要です。 
• マルチクラウド データセンターでの顧客のワーク

ロードのセキュリティを確保し、保護します。こ
の情報は、次をサポートします。 

o ホワイトリストまたはゼロトラストポ
リシーの生成  

o 動作のベースライン設定、分析、およ
びプロセスの逸脱の特定 

o サーバにインストールされたソフト
ウェアパッケージに関連した、一般的
な脆弱性とエクスポージャーの検出 
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エンドポイントの可視性
（オプションの AnyConnect 
または ISE と Tetration との
統合） 
 
 
 

• プロセスの詳細：プロセス 
ID、プロセスバイナリハッ
シュなどを含む、プロセス情
報（chrome .exe）をキャプ
チャします。 

• エンドポイントに関連付けら
れた FQDN とフロー 
 
これらのソリューションに関
する追加情報については、
AnyConnect および ISE のド
キュメントおよび/またはプラ
イバシーデータシートを参照
してください。* 
 

* 注：Anyconnect 管理者は、
Tetration プラットフォームにアク
セスするユーザテレメトリを無効

にすることができます。 
 

• エンドポイントの可視性が有効になっている場
合、Anyconnect および/または ISE エージェントを
使用する Cisco Tetration は、ポリシーを適用する
ためのデバイスと個人を識別するためにこれらを
収集します。 
 

 
 
オプションの統合および個人データ 
 
Tetration ユーザは、ファイル経由で直接、またはオーケストレータ統合（AWS、vCenter、Kubernetes など）を介して
識別タグをアップロードでき、Tetration アプリケーションと API を使用して Tetration とシスコおよび/またはサード
パーティ アプリケーションを統合することもできます。admin/Tetration ユーザがタグ内の個人データ（資産、IP ア
ドレス、またはプロセスに関連付けられた個人の名前など）を追加したり、将来の Tetration アプリケーション、API 
またはその他の統合を使用して Tetration データに個人を特定できる情報を含めたりすることは可能ですが、推奨は
されません。 
 
シスコは、Tetration からシスコ以外の製品に移行した後は、お客様のデータについて責任を負いません。該当する
サードパーティシステム内のデータの保護は、該当する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。 
 

3. 国をまたぐデータ転送 
 
お客様が米国外から Cisco Tetration SaaS に接続するか、テレメトリをストリーミングした場合、米国への国境を越え
た転送が発生します。Cisco Tetration SaaS は世界中で利用可能ですが、すべてのデータは米国またはヨーロッパに存
在します。現時点では、お客様はデータを常駐させる地域を選択できません。また、お客様が指定した地域に基づい
て、すべてのデータが米国またはヨーロッパに存在することを認識する必要があります。 
 
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、
Cisco Tetration SaaS プラットフォーム に送信されます。 
 
Tetration SaaS サービスは、SOC-II、ISO27001 に準拠した施設で提供されます。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。 
 
接続先  

米国 アリゾナ州フェニックスおよびバージニア州アッシュバーン 

ヨーロッパ ドイツ、フランクフルトおよびオランダ、アムステルダム  
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シスコは、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。 
 

• 拘束力のある企業ルール [英語]  
• 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] 
• APEC クロスボーダー プライバシー ルール [英語] 
• EU 標準契約条項 [英語] 

 
4. アクセス制御 
Cisco Tetration SaaS は、Cisco Tetration オペレーションズおよびサポートチーム、そして顧客のアクセスに必要な一連
のセキュアなアクセス方法やインターフェイスを提供します。これらのアクセス制御は、ロールと最小特権アクセス
の原則に従って用意されます。Cisco Tetration SaaS オペレーションズチームおよびカスタマーサポートのスタッフ
は、システムを管理するために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。 
 

個人データのカテゴリ アクセス権者 アクセスする目的 

アカウントおよび登録の詳細 お客様 ソリューションの利用：サービスを設定、
管理、および操作するため 

Cisco Tetration SaaS オペレーションズチー
ムおよび TAC 

サービスのカスタマーサポート、維持、
アップグレードおよび改善（1. 処理の目的
の章を参照） 
 
注：これは、プラットフォームへアクセス
するためのみです。問題のトラブルシュー
ティング中に、お客様から明確に付与され
ていない限り、シスコチームは、お客様の
データ、フローまたはポリシー情報へのア
クセス権を保持することはありません。こ
れは、TAC サポートチケットにおいて文書
化され、サポートチケットのクローズ後、
お客様のメタ データおよびポリシーへのア
クセス権が取り消されます。詳細について
は、カスタマーサポートへのアクセスに関
する説明を参照してください。 

エンドポイントの可視性 お客様 Tetration クラウドのワークロード保護の
ユースケース。Tetration オペレーションズ
チームと Cisco TAC は、このデータへのア
クセス権を保持しません。 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
http://www.cbprs.org/
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. データの削除および保持 
 
削除 
Cisco Tetration サポートまたは privacy@cisco.com 宛てに、個人を特定できる情報を構成するアカウントおよび登録
データの削除要求があった場合、シスコは、商業的に合理的な努力を払って、該当するデータを非アクティブ化し
た後に削除します。上記の表で特定された「その他のデータ」は、選択的に削除することはできません。ただし、
Tetration SaaS サブスクリプションの失効または終了に際し、これらの「その他のデータ」（お客様のプラット
フォームデータ、ポータルアカウントデータ、ポリシーおよびアプリケーションフローのカンバセーションに関連
したデータ、他のすべてのメタデータなど）は、失効または終了から30日以内にサービスから消去されます。 

 
Cisco Tetration SaaS は次の保持ポリシーに従っています。 
個人データの種類 保持期間 保持の基準 

アカウントおよび登録データ お客様のアカウントの有効期限また
は終了まで 

サービスとサポートを維持するために必須 

エンドポイントの可視性 お客様のアカウントの有効期限また
は終了まで 

サービスとサポートを維持するために必須 

 
フローメタデータおよびその他のデータ 
Tetration は、アプリケーション依存関係マップ、ホワイトリストポリシーの生成、およびセキュリティ フォレ
ンジック ポリシー用を含む、ワークロードの保護機能を提供するために、パケットヘッダーメタデータ、OS 

レベルの情報、上記の表で特定された「その他のデータ」を収集します。Tetration ソフトウェアによって収集
された「その他のデータ」は、製品が主要な機能を提供するために必要となります。この情報は、お客様のア
プリケーションがどの程度「おしゃべり」かと共に、購入したライセンスのボリュームに応じて一定の期間保
存されます。（たとえば、より「おしゃべり」なアプリケーション、より多くパケットを生成するアプリケー
ションを使用しているお客様は、すぐに割り当てられたストレージを使い果たしてしまいます。）このデータ
は、割り当てられている容量に基づき、循環ベースで、ビッグデータ プラットフォームから自動的に削除され
ます。 

 
6. 個人データのセキュリティ 
 
個人データ 暗号化のタイプ 

アカウントおよび登録データ データは転送中に暗号化されます（TLS 1.2 以降）。 
エンドポイントの可視性 データは転送中に暗号化されます（TLS 1.2 以降）。現在、いか

なる秘密も 3 通りの方法で、システム全体にわたって暗号化さ
れ分割されます。IaaS の環境への物理的なアクセスは非常に制
御されており、誰もお客様データへアクセスできないように、
セキュリティー対策が講じられています。 

 
Tetration フローメタデータおよびその他の相関データは、転送中に暗号化されます（TLS 1.2 以降）。現在、いかな
る秘密も 3 通りの方法で、システム全体にわたって暗号化され分割されます。IaaS の環境への物理的なアクセスは非
常に制御されており、お客様データへのアクセスを防ぐために、セキュリティー対策が講じられています。 
 

mailto:privacy@cisco.com
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7. サードパーティのサービスプロバイダー（副処理者）  
 
シスコには、お客様がシスコに期待できる水準と同一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
ている特定のサービスプロバイダーとパートナー関係を築いています。 

 
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 
Okta アカウントおよび登録データ 

（上記の個人データ処理の
表を参照） 

シングルサインオンおよび認証 米国 

Infrastructure as a Service（IaaS; 
サービスとしてのインフラスト
ラクチャ）プロバイダー 

なし IaaS プロバイダー 米国、EMEA 

 

8. 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 Security & Trust Organization 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。 
 
シスコ通知サービスに登録することで、重要度が「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、お客様のシスコのセールス担当者にお問い合わせください。 

 

9. 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 オーガニゼーション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。シスコおよびその基になるプロセスは、EU 一般データ保護規則および世界中の他
のプライバシー保護法上のシスコの義務を満たすように設計されています。 
 

http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
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シスコは複数の管轄区域における合法的なデータの利用に関連する、以下のプライバシー転送メカニズムを活用して
います。 
 

• 拘束力のある企業ルール [英語] 
• 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] 
• APEC クロスボーダー プライバシー ルール [英語] 
• EU 標準契約条項 [英語] 

 

10. 一般情報と GDPR に関するよくある質問 
 
シスコのセキュリティ コンプライアンス プログラムおよびシスコの GDPR の準備に関連する一般情報ならびに FAQ
（よくある質問）については、Cisco Trust Center をご確認ください。 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
http://www.cbprs.org/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
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