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Cisco Webex Contact Center Enterprise 
 

このプライバシーデータシートでは、Cisco Webex Contact Center Enterprise 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 Webex Contact Center Enterprise 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 Contact Center Enterprise 機能の概要 
 

Cisco Webex Contact Center Enterprise (「Webex CCE」または「サービス」) は、ユニファイドソリューション
により組み合わされたテレフォニーとマルチチャネル自動コール配信機能に対して、インテリジェントなコンタク
トルーティングを提供します。本サービスは、許可されたユーザ（「ユーザ」または「エージェント」）が本サー
ビスを使用するために購入した企業または個人（「お客様」）、および本サービスにより有効になったコンタクト
センターにアクセスできるユーザを対象に、シスコから提供されます。お客様は、シスコパートナー (「パート
ナー」) を通じて本サービスを購入することができます。 
 
Webex CCE ソリューションは、コールトリートメント、ネットワークとデスクトップ間のコンピュータ テレフォ
ニー インテグレーション（CTI）、および IP インフラストラクチャを介したマルチチャネル コンタクト マネージ
メントによって実現されます。Webex CCE は、コンタクトセンターとユニファイド コミュニケーション（UC）向
けのシスコのコラボレーションソリューションの機能を利用しています。提供される主要なサービスは、サービス
としてのコンタクトセンター（CCaaS）と、サービスとしてのユニファイドコミュニケーション（UCaaS）です。
Cisco Unified Communications Manager（CUCM）は、Cisco Unified Communications システムの中核となる呼
処理ソフトウェアです。 
 
本サービスは、音声による会話やテキストを通じてユーザ間のコラボレーションを可能にします。そのため本サー
ビスの利用に伴って個人データが保存されます。以下では、サービスの提供に関連する個人データのシスコによる
処理と、それらの個人データの保存場所と転送、およびプライバシーの原則、法令、規制に従ってデータを保護す
る方法について説明します。お客様が本サービスを購入する場合、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、このプライバシーデータシートに沿って個人データを使用します。
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。 

 
 

2. 個人データの処理 
 

本サービスにより、お客様のエージェントとエンドユーザは、IP 電話、チャット、および発信用電子メールでや
り取りできます。本サービスは、Webex CCE のインストール中および使用中に提供される個人データを処理しま
す。Webex CCE は、品質管理とシステムトレーニングを目的として、個人データを音声録音とチャット記録に保
存できます。 

 
このプライバシーデータシートには、これらのサービスに関連して収集、処理される可能性のある個人データが含
まれます。下の表には、本サービスで使用される個人データのカテゴリと、当社がそれらのデータを処理する目的を
記載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-contact-center-enterprise-privacy-data-sheet.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
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表 1 Webex Contact Center Enterprise（Webex CCE） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.-越境転送 
 

シスコは独自のデータセンターを活用して、本サービスをグローバルに提供しています。Webex CCE は世界中の
データセンターに配置されていて、データを可能な限り地域単位で保持しています。Webex CCE のデータセン
ターは、現在以下の国に置かれています（データセンターの所在地は随時変更され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ここに更新されます)。 

 
 

個人データ収集 個人データの種類 処理の目的 

ユーザまたはエージェントの情報 • 名前  
• ユーザ名 
•  電子メールアドレス 
• パスワード 
•  IP アドレス 
•  電話番号  
•  アクティブディレクトリ情報 

（オプション）  

ユーザエージェント情報を次のように使用します。 
• 本サービスの提供  
• Webex CCE の登録 
• 本サービスを改善する  
• Webex CCE へのアクセスの認証と認可 
• 運用サポートの提供  
• 本サービスの使用方法の把握  
• ルートコール  
• 他のエージェントに情報を表示する  
• 機能と更新の通知  

エンドユーザ情報 • 名前  
• 電子メールアドレス  
• 電話番号  
• ユーザ ID または表示名  
• その他/カスタマイズされたデータ

（これはお客様によって定義およ
び設定されており、個人データが
含まれている場合があります）  

• IP アドレス  
• デュアルトーン多重周波数

（DTMF）によりエンドユーザが
提供するデータ 

エンドユーザの情報を次の目的で使用します。 
• 本サービスの提供  
• サービスを改善する  
• 運用サポートの提供  
• 本サービスの使用方法の把握  
• ルートコール  
• 他のエージェントへの情報の表示  

 
 

ホストおよび使用状況情報 •  エージェント ID 
•  クライアントバージョン 
•  デバイス情報（例：電話タイプ 

など）   
•  MAC アドレス  
•  ソフトウェアバージョン 
•  コール情報（期間、保留時間、 

電話番号、通話番号、時刻、 
日付など）  

• メッセージログ  

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。 
•  本サービスの使用方法の把握 
•  お客様のサポート要求への対応 
• 技術的問題の診断  
• 本サービスの提供   
• サービスの向上  

ユーザ生成情報 •  通話録音 
•  通話の録音の音声転写 
•  チャット記録 
• スクリーンキャプチャ 
• 電子メール  

当社は、ユーザ生成情報を以下の目的で利用します。 
• 本サービスの提供  
• 品質とトレーニングの確保  
•  技術的問題の診断  
• 本サービスの向上  

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-tac-delivery-services-privacy-data-sheet.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html#%7Eprivacydatadocs
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ユーザが生成した情報は、お客様の所在地に最も近いデータセンターに保存されるか、または登録時にお客様が
定義した方法で保存されます。他のすべてのデータは、システムとセキュリティの監視のために MPLS 回路を介
してテキサス州とコロラド州に送信されます。 
 
Webex CCE ソリューションで使用される導通構成は、インターネット、データセンター間（DC-to-DC）およびカ
スタマー接続の 3 種類です。DC から DC への接続は、SDWAN オーバーレイを備えた MPLS 回路を介して行われま
す。カスタマー接続は、プライベートおよび専用アクセスでのみ発生します。カスタマーインターフェイスへのイン
ターネットアクセスは許可されていません。インターネット回線により、VPN およびジャンプボックスを介したシス
コソリューションのシスコサポートが可能になります。インターネットに直接アクセスすることはできません。 

 
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] 
• APEC プロセッサー向けプライバシー識別 
• EU 標準契約条項 [英語] 

シスコデータセンターのロケーション 

アムステルダム（オランダ） 
米国コロラド州 

テキサス（米国） 

英国サリー州 

シンガポール（シンガポール） 

将軍澳（香港） 

シドニー（オーストラリア） 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&amp;status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&amp;status=Active
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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4. アクセス制御 
 

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

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
お客様がパートナーを通じて本サービスを購入した場合、本プライバシーデータシートに記載されている情報のい
ずれかまたはすべてを、本サービスをサポートする上でパートナーと共有する場合があります。同様に、お客様が
サービスとともに使用できる補足的なサードパーティサービスを購入した場合、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情報の一部を共有して、そのサードパーティサービスのプロビジョニングと機能を有効に
する場合があります。 

 
5. データポータビリティ 

 
ユーザが生成した情報を一括エクスポートできるのは、シスコ認定管理者のみです。お客様は、シスコまたはシス
コにリクエストを送信する必要があるパートナーからのエクスポートをリクエストできます。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。上記の表 1 で定義されている
ように、お客様は通話情報をエクスポートすることもできます。 
 
すべての通話およびチャットのエクスポートでは、AES 256 ビット暗号化が使用されます。個々のエージェントの
履歴 Webex CCE に関連する統計情報は、Webex CCE のレポートプラットフォームを通じてお客様がエクスポー
トできます。 

 
6. データの削除および保持 
 
お客様は、privacy@cisco.com にリクエストを送信するか、TAC サービスリクエストを開くことにより、Webex 
CCE プラットフォーム上に保持されている他の個人データの削除を要求することができます。また、シスコの正
当な事業目的のために個人データを保持する必要がある場合を除き、シスコは 30 日以内に、要求されたデータを
自社のシステムから削除するよう努めます。次の表は、保持期間とシスコが個人データを保持するビジネス上の
理由を示しています。 
 
Webex CCE プラットフォームに保持されている個人データの削除を求めるユーザは、雇用主のサイト管理者に削
除をリクエストする必要があります。Webex CCE プラットフォームで保持されている個人データの削除を求める
エンドユーザは、お客様から直接削除を要求する必要があります。 
 

個人データのカテゴリ アクセス権者 アクセスする目的 

ユーザまたはエージェントの
情報  

シスコ  
 

お客様が使用するシステムを設定します。 
 
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
従って、サービスをサポートします。 

顧客  ユーザのアクセス、管理、編集、表示を行います。 

エンドユーザ情報  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 

顧客  本サービスをアクセス、管理し、およびその使用を表示し
ます。 

ホストおよび使用状況情報  シスコ  本サービスのサポートと改善 

顧客  本サービスの使用状況と設定情報にアクセスして表示します。 
ユーザにより生成される情報 シスコ  

 
シスコが本サービスを提供している間、お客様がシスコと共
有していない限り、シスコは本データにアクセスせず、シス
コのデータアクセスおよびセキュリティ管理に従ってのみア
クセスします。 

顧客 お客様の個人データポリシーに従ってアクセス、表示、変
更、制御、および削除を行う 

mailto:privacy@cisco.com
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お客様が本サービスで使用できる追加のサードパーティサービスを購入した場合、それらのサードパーティ サービ
ス プロバイダーとお客様が共有するデータには、該当するサードパーティのプライバシー、セキュリティ、および
保持ポリシーが適用されます。 
 
 

7. 個人データのセキュリティ 
 

本サービスでは、法の要求に従い、承認されていないアクセス、使用、または開示からお客様の個人データを保護
するため、技術的および組織的なセキュリティ対策を採用しています。当社の暗号化アーキテクチャに関する追加
情報は、下の表および次項以降のとおりです。 
 

 
個人データのカテゴリ 暗号化のタイプ 

ユーザ情報  転送中および保管中に暗号化します 

エンドユーザ情報  転送中および保管中に暗号化します 

パスワード 移送中および保管中に暗号化とハッシュ化を適用します。 

ホストおよび使用状況情報 転送中および保管中に暗号化します  

ユーザにより生成される情報 ユーザが生成したすべての情報は、転送中および保管中に暗号化されます。 
 
プライベートまたはローカルの保護されたネットワーク上で送信される Real Transfer 
Protocol トラフィックのデータは暗号化されない場合があります。 

 
保管中のデータの保護 
本サービスは、AES 256 ビットキー強度を使用して、自己暗号化ドライブとトランスペアレントデータ暗号化
（TDE）を使用することで、上記の参照データを残りの部分で暗号化します。保管中に暗号化されていないデータ
は、安全性の高いデータセンターの保護メカニズムと運用手順によって保護されています。Webex CCE のデータ
センターは、業界トップクラスのパフォーマンス、統合、柔軟性、拡張性、可用性を備えた通信インフラストラク
チャを備えています。 

 
Webex CCE による暗号化 
Webex CCE のプラットフォームでは、TLS 1.2 を使用して転送中の情報が暗号化されます。 

 

個人データのカテゴリ 保持期間 保持の理由と条件 

エージェントまたはユーザ
情報  

シスコはお客様がアクティブなサブスクリプ
ションを持っている限り、この情報を保持しま
す。お客様がサービスを終了すると、エージェ
ントまたはユーザの情報は 28 日以内に削除さ
れます。 

本サービスを提供します。 
 
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。 

エンドユーザ情報  シスコはお客様がアクティブなサブスクリプ
ションを持っている限り、この情報を保持しま
す。お客様が本サービスを終了した後、エンド
ユーザ情報は 28 日以内に削除されます。 

本サービスを提供します。 

ユーザにより生成される
情報 

シスコはお客様がアクティブなサブスクリプ
ションを持っている限り、この情報を保持しま
す。お客様が本サービスを終了した後、ユーザ
情報は 28 日以内に削除されます。 

本サービスを提供します。 

ホストおよび使用状況情報 シスコはお客様がアクティブなサブスクリプ
ションを持っている限り、この情報を保持し 
ます。 
 
お客様が本サービスを終了した後、通話情報は 
60 日以内に削除されます。その他のホストおよ
び使用状況に関する情報は、1 年後に保持およ
び削除される場合があります。 

本サービスの使用および提供中に作成された計測および
ロギングシステムが生成する情報は、シスコのサービス
提供記録の一部として保持されます。分析およびパ
フォーマンスの統計的測定のために使用される使用状況
情報は保持されますが、仮名化されます。 
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8. サードパーティ サービス プロバイダー（サブプロセス） 
 
本サービスの提供と改善を支援するために、サービスプロバイダー、請負業者、またはその他の第三者と個人デー
タを共有する場合があります。共有データには、総統計または仮名化データが含まれる場合があります。すべての
情報共有はシスコのプライバシーポリシーに従って行われます。当社は、お客様がシスコに期待できるものと同等
のレベルのデータ保護および情報セキュリティを提供できるサードパーティのサービスプロバイダーと契約しま
す。次の表は、本サービスの現在のサブプロセッサを示しています。このリストは随時変更される場合がありま
す。このプライバシーデータシートは、適宜更新されます。 
 

副処理者 個人データ サービスタイプ 

Webtext • 電話番号  
• カスタマー調査回答  

調査管理  

 

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 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。アクセスレベルは、お客様のシスコとの関係によって決まります。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。 

 
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 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。本サービス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。 

 
シスコの厳格な社内標準規格に準拠するとともに、次の認定を取得しています。 

• ISO 27001      
• PCI-DSS 
• SOC 2 タイプ II アテステーション   
• SOC 1 タイプ II アテステーション 
• HIPAA 認証  

 

 

https://tools.cisco.com/security/center/resources/cisco_emergency_response.html
https://tools.cisco.com/security/center/resources/cisco_emergency_response.html
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11 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 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://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/data-privacy.html

