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Cisco UCM Cloud  
このプライバシーデータシートでは、Cisco UCM Cloud による個人データ（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。 
 
Note: 本文書は「Cisco Unified Communications Cloud (UCMC) 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 UCM Cloud の概要  
Cisco UCM Cloud（以下「サービス」といいます）は、シスコとその再販パートナーおよびサービス プロバイダ 
パートナー（以下「パートナー」といいます）が、許可されたユーザー（以下「ユーザー」といいます）のために同
サービスを購入する会社（以下「お客様」といいます）に提供する、クラウドベースのビジネス電話サービスです。
このサービスは、シスコのクラウドでホストされるユニファイド コミュニケーション機能のフルスイートを提供し
ます。本サービスの詳細については、こちら [英語] を参照してください。 
 
以下に、本サービス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移転、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。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。 
 
UCM Cloud は、シスコの呼制御エンジン（CUCM）が装備された、シスコのクラウド コーリング ポートフォリオ
の一部です。UCM Cloud は、 Cisco Collaboration Flex が提供するオファーの一部としてバンドルされています。
これらのオファーには、Webex App や Webex Meetings など、市場投入プランと共通サブスクリプションプラン
を促進するシスコの主要な商用ツールおよび管理ツールが含まれています。 

 

2. 個人データの処理 
お客様が本サービスのユーザーである場合、本プライバシーデータシートに記載されている情報は、以下に示すよう
に、お客様、パートナー、シスコがアクセス可能であり、また、本サービスに関連する情報へのアクセス、使用、監
視、削除、保存およびエクスポートに関してお客様のポリシーの適用を受けます。シスコは、お客様が他のユーザー
と共有した情報のプライバシーをコントロールせず、プライバシーについての責任を負いません。サービスから情報
が削除された後でも、ユーザーまたはお客様が他者と共有した範囲内において、情報のコピーが他の場所で閲覧可能
な状態になっている場合があります。 
 
以下の表には、本サービスでサービス提供のために利用する個人データと、そのデータを当社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  

直接個人を特定できる情報 • お客様のデータ 
• 直通電話番号（携帯） 
• 直通電話番号（勤務先） 
• 氏名（姓、名、ミドルネーム） 
• ユーザーのログイン情報 
• ユーザー名 
 

当社は、直接個人を特定できる情報を以下の目的で利用します。 
• 本サービスへのアクセスの認証と許可 
• 電話サービスおよびそれに関連する機能の提供 
• 他のユーザーへのアイデンティティの表示 

 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet&search_keyword=UCMC#/1572970864004787
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/unified-communications-manager-cloud/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collaboration/webex-call-message-meet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/conferencing/web-conferencing/index.html#%7Estickynav=1
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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 • 管理者ログイン情報 
• 会社または組織の電子メールア

ドレス 
• 会社または組織のタイムゾーン 
• 会社または組織のアカウント ID 
• 社名または組織名 
• 会社または組織の電話番号 
• 会社または組織の所在地 
• デバイス アクティベーション 

コード 
• エンドユーザーのログイン情報 
• ログイン ID またはエイリアス ID 
• SIP 識別子 
• ユーザーの電子メールアドレス 
• ユーザーのプロフィール写真 
• ボイスメールボックス番号 
• ボイスメールの PIN 
 

当社は、登録情報を以下の目的で利用します。 
• 本サービスの運用サポートの配信および提供  
• サービスのステータスおよび可用性に関するお客様との

やり取り  
• 他のユーザーへのアイデンティティの表示 
• お客様への機能と更新の通知 
• 請求関連  
• カスタマーコンタクトの有効化、インシデント対応、

顧客関係管理 
• シスコ マーケティング コミュニケーションの送信 
• 本サービスへのアクセスの認証と許可 

 
 

 
 
 
 

ホストおよび使用状況のデータ • 実行されたアクション 
• CallManager 構成 
• CallManager データベース 
• クライアントバージョン 
• Cookie 
• デバイス情報 
• エンドユーザーの IP アドレス

（個人デバイス） 
• エンドユーザーの MAC アドレ

ス （個人デバイス） 
• 位置情報 
• ログイン時刻 
• MAC アドレス（非個人デバイス） 
• オペレーティングシステム（種

類とバージョン） 
• システムログ 
• ユーザーエージェント識別子 
  

当社は、ホストおよび使用状況情報を以下の目的で利用します。 
• サービスの使用方法の把握 
• サポートリクエストへの対応と問題の診断 
• 分析の実施と統計分析の集約 
• サービスおよびその他のシスコ製品やサービスの改善 
• 位置情報は、 場所の詳細を IP フォンなどのデバイスに

割り当て、適切なシスコ インフラストラクチャを通じて
コールをルーティングするために使用されます。 

サポート情報  • 連絡先名（姓と名） 
• お客様のケースの添付書類 
• カスタマーサポートチケット番号 
• 組織名または社名 
 

当社は、サポート情報を以下の目的で利用します。 
• 本サービスの運用サポートの配信および提供 
• 技術的問題の診断 

 

システム生成データ  • コールデータのレコード 
• コールの詳細 
• デバイスアクセス情報 
 

当社は、システム生成データを以下の目的で利用します。 
• お客様による課金情報の生成、トラフィック分析の実行、

デバイス使用状況の把握を可能にするため 

ユーザー生成データ  • インスタントメッセージ、
チャット、会話 

• ボイスメッセージ 
 

 

当社は、ユーザー生成情報を以下の目的で利用します。 
• 異なる場所のユーザーによるコラボレーションを可能に

するサービスの提供 
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お客様は、オンプレミスデバイス（電話など）を通じて、コールログなどの情報を収集することもできます。この情
報は、お客様のポリシーに従って管理および保持されます。 
 
Cisco Collaboration Flex  
Flex Plan なら、ビジネスの規模とニーズに基づいて適切なサブスクリプションを選択できます。サブスクリプショ
ンには Webex Teams や Webex Meetings が含まれ、それぞれのサービスを提供するために個人情報を収集して処
理します。Webex App および Webex Meetings の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
理について記載されています。 
 
テクニカル サポート アシスタンス 
お客様が問題の診断および解決のために Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡すると、Cisco TAC は 
本サービスから個人データを受信して、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ついて記載されています。 
 

3. 越境データ移転  
シスコは、独自の Cisco Webex データセンターからサービスを提供します。これらの事業体は、現在以下の国に所
在しています（データセンターの場所は随時変更する可能性があります。変更があった場合、本プライバシーデータ
シートは更新されます）。 
 

シスコデータセンターのロケーション 
ロサンゼルス（カリフォルニア州、米国） 
レストン（バージニア州、米国）  
サンノゼ（米国カリフォルニア州）  
ダラス（米国テキサス州）  
ロンドン（英国）  
アムステルダム（オランダ）  
シンガポール 
東京（日本） 
メルボルン（オーストラリア） 
シドニー（オーストラリア） 

 
 
発注プロセス中にパートナーがシスコに提供する情報は、お客様の本店所在地に最も近いデータセンターに保存され
ます。TAC 情報は、シスコのデータセンターに保存されます。 
 
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。主要なものは以下のとおりです。 

 
• 拘束的企業準則 [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 域内の個人データ越境移転ルール [英語] 
• EU 標準契約条項 [英語] 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-teams-privacy-data-sheet1.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet&search_keyword=webex%20meetings#/1554085468927155
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/services/cisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/services/cisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/services/cisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf
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
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
http://www.cbprs.org/
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://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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4. アクセス制御 
 
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 エンドユーザーポータルを用いる
ユーザー 

情報の変更、管理、および削除 

管理者ポータルを用いるお客様と
パートナー 

• お客様のポリシーに従ったユーザーの管理およびサービス
の管理 

• 情報の変更、管理、および削除 
シスコ シスコのデータアクセスとセキュリティ管理プロセスに従った

本サービスのサポート 
ホストおよび使用状況情報 管理者ポータルを用いるお客様と

パートナー  
• お客様のポリシーに従ったユーザーの管理およびサービス

の管理 
• コール記録情報の表示 

シスコ • シスコのデータアクセスおよびセキュリティ管理プロセス
に従った、本サービスの配信、サポートおよび改善  

ユーザーにより生成される
情報 

エンドユーザーポータルを用いる
ユーザー 

ユーザーは、お客様の個人データポリシーに従って生成または
受信したコンテンツにアクセス、変更、または削除することが
できます。 

管理者ポータルを用いるお客様と
パートナー 

機能および電話番号割り当ての変更、制御および削除 

シスコ シスコは、コールの参加者間で音声およびビデオコールのコン
テンツと画面共有コンテンツをルーティングしますが、かかる
コンテンツを保持または保存しません。 

 

5. データポータビリティ  

個人データは、コール詳細レコード（CDR）を通じて、マシンで読み取り可能な形式で使用できます。上記のいず
れのデータも、お客様はパートナーにリクエストを送信することにより取得できます（パートナーはシスコにリクエ
ストを送信する必要があります）。データの可用性には、下記セクション 6 に記載されている削除および保持のポ
リシーが適用されます。 

 

6. データの削除および保持 
お客様は、要求をパートナーに送信することで、本サービス上で保持されている個人データの削除を要求できます。
パートナーは TAC リクエストを開いて、シスコに連絡する必要があります。お客様が削除の要求を行った場合、適
用法に基づき、またはシスコの正当な事業目的のためにデータの保持が必要でない限り、シスコは要求されたデータ
を 30 日以内にそのシステムから削除するよう努めます。シスコが特定のカテゴリのデータを保持する必要がある場
合、保持の理由および期間は以下の表のとおりです。 

 
個人データのカテゴリ  保持期間 保持の理由 

登録情報 サービス終了後 3 ヵ月以内
に削除 

シスコの財務デューデリジェンスの一環としてお客様が提供した情報を含
め、登録時に収集したデータは、シスコのビジネスレコードを構成し、シ
スコの財務および監査ポリシー、および税に関する要求事項に従って保持
されます。 
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個人データのカテゴリ  保持期間 保持の理由 

ホストおよび使用状況情報 • 通信トラフィック
データを含むログ
ファイルは、7 年後ま
たはサービス終了時
に削除  

• コールの詳細情報
は、13 ヵ月後に削
除、またはサービス
終了時に要求に応じ
て削除 

• その他のホストおよ
び使用状況に関する
情報は、サービス終
了後 3 ヵ月以内に 
削除 

本サービスの使用および運用を通じて作成される計測およびロギングシス
テムにより生成された情報は、シスコのサービス提供、シスコの財務およ
び監査ポリシーの遵守、ならびに税に関する要求事項の記録の一部として
保持されます。 

ユーザーにより生成される
情報 

• ユーザーが生成した
情報は、お客様また
はユーザーの裁量で
削除可能  

• サービス終了後 3 ヵ
月以内に削除  

 

• 記録はサービスを提供するために保持されます  
• お客様は、音声通信記録の全社的な保持期間を設定することができ

ます 
 

 

7. 個人データのセキュリティ 
 
当社の暗号化アーキテクチャに関する追加情報を、以下に要約します。 

 
個人データのカテゴリ  暗号化の種類 

登録情報 • 移送中および保管中に暗号化します。 
• すべての認証パスワードは、暗号化またはハッシュアルゴリズムにより保護されて

います。 
ホストおよび使用状況情報 • 移送中および保管中に暗号化します。 
ユーザーにより生成される情報 • 移送中および保管中に暗号化します。 

 
 

8. サードパーティのサービスプロバイダー（副処理者）  
シスコはサプライヤを使用して、マネージドサービスの提供を支援します。シスコのサプライヤ契約では、個人デー
タに関して、シスコとほぼ同レベルのデータ保護と情報セキュリティが求められます。さらに、UCM Cloud は請負
業者を使用して現在のスタッフを増強しています。シスコの請負業者は、ほぼ同様のセキュリティおよびプライバ
シー管理を提供し、通常、シスコのテクノロジー、ツール、およびプロセスを使用することが求められます。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 サービスタイプと追加のセ
キュリティ情報 

データセンターの場所 

ServiceNOW お客様の連絡先情報（名前、
電話、電子メール）、IP ア
ドレス、デバイス名 

運用能力：  
 
https://www.servicenow.com/co
mpany/trust.html# 

グローバル 

ScienceLogic IP アドレス、デバイス名 サービスパフォーマンス：  
 
https://sciencelogic.com/produc
t/resources/sciencelogic-
platform-security-posture 

グローバル 

Splunk IP アドレス、デバイス名 サービスパフォーマンス：  
 
https://www.splunk.com/en_us/l
egal/splunk-data-security-and-
privacy.html  

グローバル 

 

9. 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。 
 
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。 
 

10. 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。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。 
 
シスコは複数の法域における合法的なデータの利用に関連する、以下の個人データ移転メカニズムを活用しています。 

 
• 拘束的企業準則 [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] 

https://www.servicenow.com/company/trust.html
https://www.servicenow.com/company/trust.html
https://sciencelogic.com/product/resources/sciencelogic-platform-security-posture
https://sciencelogic.com/product/resources/sciencelogic-platform-security-posture
https://sciencelogic.com/product/resources/sciencelogic-platform-security-posture
https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-data-security-and-privacy.html
https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-data-security-and-privacy.html
https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-data-security-and-privacy.html
http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
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
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
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• APEC 域内の個人データ越境移転ルール [英語] 
• EU 標準契約条項 [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。本サービスは次の認証を受けています。 
• ISO 27001 
• SOC 2 Type II 
• SOC 3  

 
11 一般情報と GDPR  
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 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。 
  
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。 

http://www.cbprs.org/
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://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
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html



