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Cisco Unity Connection 
本プライバシーデータシートでは、個人を識別できる情報（「個人データ」）が Cisco Unity Connection（CUC）
サービスでどのように処理されるかを説明します。 
Note: 本文書は「Cisco Unity Connection 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 Unity Connection 機能の概要 
 
Cisco Unity Connection（「CUC」または「サービス」）は、堅牢なユニファイドメッセージングおよびボイス
メールソリューションです。これにより、ユーザはメッセージにアクセスする際に柔軟なオプションを利用できるよ
うになり、IT 部門は管理を簡素化できます。シスコは、その許可されたユーザ（「ユーザ」または「エンドユー
ザ」）が使用するために本サービスを購入した企業または個人のお客様（「お客様」）が本サービスを利用できるよ
うにします。Cisco Unity Connection を使用すると、お客様とユーザは、受信トレイ、Web ブラウザ、Cisco 
Jabber、Cisco Unified IP Phone、スマートフォン、またはタブレットからメッセージにアクセスして管理できるよ
うになります。Unity Connection は、音声コマンドや音声文字変換のサポートを含む、柔軟なメッセージアクセス
および配信フォーマットオプションも提供します。Cisco Unity Connection のコア機能の詳細については、「Cisco 
Unity Connection」を参照してください。 
 
シスコは、お客様に代わって本製品をホストまたは運用しません。そのため、シスコは、このプライバシーデータ
シートに記載されている個人データを、テクニカルサポートが必要としない限り、処理またはホストしません。 

2. 個人データの処理  
 

下記のテーブルには、Cisco Unity Connection によって処理される個人データのカテゴリおよびタイプと、このよ
うなデータを処理する理由が記載されています。 
 
個人データのカテゴリ  個人データの種類 処理の目的  

エンドユーザ情報  
 

• 名前（名、姓、イニシャル） 
• タイトル   
• エイリアス/ログイン ID 
• 企業の電子メール ID  
• 会社の電話番号とディレクトリ 

URI  
• 部門とマネージャ 
• 請求 ID、従業員 ID 
• SMTP アドレス、表示名 
• オフィスの住所とタイムゾーン 
• 言語 
• 拡張 
• ログインパスワード/PIN 
• 通知設定 
• ユーザのグリーティング 
• 音声名 
• 最後のログイン IP アドレス 

 

• 名前に基づく簡単なディレクトリ検索 
• 認証および認可  
• ユーザはエイリアスを使用して Cisco Personal 

Communications Assistant（ユーザセルフケアポータ
ル）にサインインします  

• 管理者はエイリアスを使用して Cisco Unity Connection 
管理（Web ベースの管理ポータル）にサインインします  

• 本サービスの提供  
• 電話ユーザインターフェイス（TUI）を介したログイン

の代替内線としてのディレクトリ URI、企業の電話番号 
• 課金およびアカウンティングの目的 
• SMTP 対応クライアントでユーザを識別するための 

SMTP アドレス。ユーザの音声名が録音されていない場
合、表示名は着信側に対して再生されます。 

• ベンダーの Web ポータル/TUI を介してボイスメールへ
のアクセスを認証するためのログインパスワード/PIN 

• 新しいボイスメールの SMTP および HTML 通知を含む
サービス通知 

• 発信者に対して再生されるグリーティング 
• ロギングとデバッグの目的 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-unity-connection-privacy-data-sheet.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unity-connection/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unity-connection/index.html
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ボイスメール情報 • 録音されたボイスメール 
• ボイスメールのトランスクリプ

ション 

• 本サービスの提供  

 
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 [英語] 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. 国を跨ぐデータ転送  
 

Cisco Unity Connection はシスコによってホストまたは運用されていません。したがって、シスコは、お客様に代
わって Cisco Unity Connection をホストまたは運用するために、個人データにおける越境転送を行いません。 
 
 

4. アクセス制御  
 

下の表で説明するように、お客様とユーザは本サービス上の個人データにアクセスできます。 

 
個人データのカテゴリ アクセス権者 アクセスする目的 
エンドユーザ情報  Cisco Unity Connection 管理者 

（お客様） 
• 管理者は、名前、ID、電子メール ID、会社の電話番号、マ

ネージャの電子メール ID、部門、ディレクトリ URI、内線
番号および言語など、すべてのユーザの設定情報を追加、
削除、編集、表示できます。 

• 管理者は、ユーザを追加し、既存の設定を更新することも
できます。 

• 管理者は、ログインクレデンシャル、音声グリーティング、
音声名などのユーザ設定を表示、編集、維持できます。 

ユーザ • エンドユーザは、セルフケアポータルを通じて自分のユー
ザ情報を表示および管理できます。ただし、他のユーザの
設定情報を表示することはできません。 

• ユーザは、ログインクレデンシャル、音声グリーティン
グ、および音声名を表示して管理できます。 

ボイスメール情報 Cisco Unity Connection 管理者 
（お客様） 

 

• 管理者は、ユーザアカウントを削除することができ、その
ユーザに対して削除されたメッセージを表示することがで
きます。 

• 管理者は、ボイスメールの時間ベースによる消去を設定で
きます。 

ユーザ  • ユーザは、ボイスメールとトランスクリプションのアクセ
ス、表示、再生、削除を行うことができます。 

 

5. データポータビリティ  
 

本サービスにより、管理者はすべてのエンドユーザおよびボイスメール情報をインポートおよびエクスポートできます。 
 
 
 

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
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6. データの削除および保持 
 

本サービスによって収集された個人データの保持期間を次の表に示します。 
 
個人データのカテゴリ  保持期間 保持の理由 
エンドユーザ情報  

 

Cisco Unity Connection  
管理者（お客様）によって
設定  

管理者は、お客様のポリシーおよび法的ビジネス要件に従って、エンド
ユーザ情報を一定期間保持します。 

ボイスメール情報 Cisco Unity Connection  
管理者（お客様）によって
設定  

管理者は、お客様のポリシーおよび法的ビジネス要件に従って、ボイス
メール情報を一定期間保持します。 

 
 

7. 個人データのセキュリティ  
 

本サービスによって収集された個人データに対するセキュリティ対策は、次の表に記載されています。 
 
個人データのカテゴリ  個人データのセキュリティ 

エンドユーザ情報  ロールとアクセス コントロール グループの割り当てにより、管理者は Cisco Unity 
Connection 内のエンドユーザ情報にアクセスできるようになります。 

ボイスメール情報  ロールとアクセス コントロール グループの割り当てにより、ユーザは Cisco Unity 
Connection 内のボイスメール情報にアクセスできるようになります。 

暗号化に関するその他の情報については、次の表にまとめています。 

個人データのカテゴリ  暗号化のタイプ 
エンドユーザ情報（以下で説明する PIN と
パスワードを除く）  

移送中は暗号化しますが、保管中は暗号化しません。 

ボイスメール情報  
デフォルトでは、エンドポイントと CUC サーバ間のトラフィックは、転送中または保存
中に暗号化されません。ただし、お客様は設定を変更でき、このデータが転送中に暗号化
されるようにすることができますが、保存されている間は暗号化できません。 

* ユーザプロファイルがお客様の Active Directory から本サービスに同期されている場合、本サービスではパスワー
ドは保存されません。代わりに、お客様の Active Directory または IdP サーバを使用して、サービスのエンドユー
ザを認証します。お客様がユーザを直接 CUC に追加する場合、そのユーザのパスワードはハッシュされ、CUC 
サーバのローカルに保存されます。エンドユーザも作成できる PIN もハッシュされ、CUC サーバのローカルに保存
されます。 

8. サードパーティのサービスプロバイダー（副処理者） 
 
Cisco Unity Connection はシスコによってホストまたは運用されていません。したがって、シスコは、お客様が 
Cisco Unity Connection を運用するために利用するサードパーティ サービス プロバイダーに対して責任を負いません。 
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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  
Cisco Unity Connection はシスコによってホストまたは運用されていません。したがって、情報セキュリティイン
シデント管理は、シスコではなくお客様の責任となります。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）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の脆弱性の受領、調査、および
パブリックレポートを管理します。チームは、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。Cisco 緊急対応は、セキュリティインシデントを報告するプロセスを詳しく説明しています。 
 
 

10. 認証およびプライバシー保護法の遵守  
 
シスコは、グローバルな ISO 9001 の認証および ISO 14001 の登録を取得し、品質管理プロセスおよび環境責任を
確実なものにするためのポリシーを策定および維持する、企業の品質コンプライアンスおよび認証プログラムによっ
て管理しています。 

これらのコンプライアンス認証の範囲を把握し、より多くの情報を確認するには、当社の品質認証ページをご覧くだ
さい。 

 

11. 一般的な情報とプライバシーに関する FAQ  
 
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。 
 
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://tools.cisco.com/security/center/resources/cisco_emergency_response.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/approach-quality.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html

