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Cisco Umbrella 
このプライバシーデータシートでは、Cisco Umbrella における個人データ（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 Umbrella は、Cisco Umbrella クラウド サービス サブスクリプションを取得した企業や個人向けに提供され
るクラウドベースのセキュリティソリューションです。 
 
シスコは、本プライバシーデータシートに従って、Cisco Umbrella の個人データを処理します。データ管理者と
データ処理者を区別する法域では、シスコ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デー
タ管理者となり、Cisco Umbrella 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データ処理者となります。 
 
Note: 本文書は「Cisco Umbrella 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. 概要  
Cisco Umbrella は、複数のセキュリティサービスを単一のクラウドベースの製品に統合することでインターネット
へのアクセスを保護し、ネットワーク、ブランチオフィス、ローミングユーザーによるクラウドアプリケーションの
使用を管理するクラウド セキュリティ プラットフォームです。Cisco Umbrella はパッケージおよび導入モデルに応
じて、セキュア Web ゲートウェイ、クラウド提供型ファイアウォール、DNS レイヤセキュリティ、クラウドマル
ウェア対策、アプリケーション検出、データ損失防止（DLP）、リモートブラウザ分離（RBI）などの機能を統合
し、ユーザーがどこにいても効果的に保護します。ユーザーがオンラインの接続先に接続する前の段階でインター
ネットへのセキュアなインターフェイスとして機能し、詳細な検査機能と制御機能で効果的に脅威をブロックしてコ
ンプライアンスに対応します。世界最大の脅威インテリジェンスチームの 1 つである Cisco Talos によってサポー
トされており、Cisco Umbrella Investigate を通じて脅威インテリジェンスにインタラクティブにアクセスできるた
め、インシデント対応と脅威調査に役立ちます。Cisco Umbrella Investigate では、悪意のあるドメイン、IP、ネッ
トワーク、およびファイルハッシュに関するシスコの特定の脅威インテリジェンスにアクセスできます。シスコは、
日々発生する数十億もの DNS 要求に基づく多様なデータセットを活用し、インターネット上の異なるネットワーク
間の接続をリアルタイムに確認しながら、統計モデルとヒューマンインテリジェンスを適用して攻撃者のインフラス
トラクチャを特定しています。技術仕様、設定要件、および機能の詳細については、Umbrella のドキュメンテー
ションを参照してください。 
 
Cisco Umbrella は、パッケージや導入状況に応じて DNS トラフィック、Web トラフィック、フルトラフィックを
処理、保存、分析し、必要な場合は識別情報を処理して保存します。これが、このサービスによって保護されている
管理ユーザーとその他のユーザーの特定の個人データを Cisco Umbrella が処理する目的です。こうして処理された
データは、サービスの設定と提供、レポートの提供、脅威インテリジェンス セキュリティ調査の実施、製品の改善、
およびこのプライバシーデータシートに記載されているその他の目的で使用されます。シスコのセキュリティ調査で
は、脅威を追跡および予測するために処理済みのデータを集約したり、お客様に脅威インテリジェンスの予測を提供
するためにそれらのデータを使用したりすることがあります。このプライバシーデータシートでは、シスコがサービ
スを提供するために処理する個人データ、その保存場所、ならびにプライバシーの原則および法令に従った安全管理
措置について説明します。 
 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?search_keyword=Cisco%20Umbrella%20Privacy%20Data%20Sheet#/1552559092863133
https://docs.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
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選択的 Web プロキシ（別称インテリジェントプロキシ）やフルプロキシ機能搭載の Cisco Umbrella パッケージ、
または Cisco Umbrella クラウドマルウェア対策機能を使用している場合、Cisco Umbrella は、マルウェア分析や
脅威インテリジェンスのさらなる調査のため、Cisco Umbrella に送信されたファイルハッシュやファイルを Cisco 
Secure Malware Analytics クラウドサービスに送信する場合があります。Cisco Secure Malware Analytics クラウ
ドサービスによる個人データ処理の詳細については、Cisco Trust Portal にある Cisco Secure Malware Analytics 
クラウドサービスを参照してください。 

  
お客様の Cisco Umbrella 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 プラットフォームである Cisco 
SecureX へのアクセス権が含まれています。Cisco SecureX には脅威インテリジェンスの集約、さまざまなシスコ
製セキュリティ製品とサードパーティ製セキュリティ製品における可視性の統合、ワークフローの自動化などの機能
があります。さらに、Cisco Umbrella は Cisco SecureX Sign-On によるシングルサインオン機能も提供します。
Cisco SecureX および Cisco SecureX Sign-On による個人データ処理に関する詳細は、Cisco Trust Portal にある
それぞれのプライバシーデータシートを参照してください。 

  
Umbrella は、上に挙げたようなさまざまなシスコクラウドサービス（ただしこれらに限定されません）と統合され
ています。Cisco Umbrella と別のシスコクラウドサービスまたは機能との統合を有効化または利用する場合、Cisco 
Trust Portal にアクセスし、当該クラウドサービスまたは機能のデータシートも確認し、当該クラウドサービスまた
は機能によって収集、処理、保存される個人データに関する詳しい情報を入手するようお勧めします。Cisco 
Umbrella は、さまざまなサードパーティシステムとも統合できます。お客様は、データの送信先として選択した
サードパーティとの間で適切なデータ保護契約を締結する責任があります。Cisco Umbrella の詳細については、
https://umbrella.cisco.com/ を参照してください。Cisco Umbrella パッケージで使用できる機能を確認するには、
https://umbrella.cisco.com/products/umbrella-enterprise-security-packages を参照してください。 
 

2. 個人データの処理  
以下の表には、Cisco Umbrella 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。処理されたデータのうち、保持されるのは特定のデータのみです。「処理される個人データの種類」列
には、処理されるすべてのデータを記載していますが、処理後にそのすべてがシスコによって保持されるわけではあ
りません。保持される個人データとその保持期間の詳細については、このプライバシーデータシートのセクション 7 
を参照してください。 
 
表 1 

個人データのカテゴリ 処理される個人データの種類 処理の目的 
アカウント/連絡先情報 • ダッシュボード/コンソールユーザーの電子メール

アドレスと名前 
• 会社のアカウント情報（会社名、番地、市区町村、

都道府県、国、電話番号、一意の数値のアカウン
ト ID） 

• 請求先担当者名 
  

• サービスの有効化 

• 請求処理 

• 機能/アップデートの今後の通知 

• サポート 

• 認証/承認 

• サブスクリプション利用権の管理 

• 更新 
• DNS クエリデータに含まれている個人データ（IP 

アドレス/発信元 IP、宛先ドメイン名） 
• DNS ログに含まれている個人データ（IP アドレス/

発信元 ID、宛先ドメイン名、DNS レコードタイプ、
DNS レスポンス） 

• デバイス ID 

• DNS クエリデータを処理する当初の目的は、ク
エリ対象のドメインにエンドユーザーを誘導す
ること、DNS レイヤのセキュリティとコンテン
ツを（お客様のポリシーに基づいて）分類およ
びフィルタ処理すること、使用するアプリケー
ションを決定すること、お客様向けのレポート
を生成することです。 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency
https://umbrella.cisco.com/
https://umbrella.cisco.com/products/umbrella-enterprise-security-packages
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DNS レイヤセキュリティ 1  
使用状況およびイベン
トデータ  

• ユーザーまたはデバイスに関連付けられているクラ
ウドアプリ 
 
  

• 分析と統計解析を実行し、結果を集約して、脅威
を追跡および予測します。また、社内でセキュリ
ティを調査して、お客様の利益になるよう製品を
改善します。 

• シスコの脅威インテリジェンス調査チームがグ
ローバルに脅威インテリジェンスを調査し、製
品を改善します（ただし、データの保存場所と
して EU を選択したお客様の DNS レイヤセキュ
リティの使用状況データとイベントデータを除
きます）。 

DNS ブロックページを使用する場合： 
• HTTP/HTTPS ヘッダー情報と URL（HTTP/HTTPS 

の本文を除く）  

• URL レベルおよびファイルレベルできめ細かく
保護します。 

• シスコの脅威インテリジェンス調査チームがグ
ローバルに脅威インテリジェンスを調査し、製
品を改善します（ただし、データの保存場所と
して EU を選択したお客様の DNS レイヤセキュ
リティの使用状況データとイベントデータを除
きます）。 

オプションの選択的プロキシ機能を使用する場合：  
• 選択的プロキシによって傍受およびプロキシされる 

Web トラフィック（特定の未分類のドメインや危
険なドメインに関連付けられている HTTP/HTTPS 
トラフィック）に含まれている個人データ。たとえ
ばヘッダー、URL、本文（ファイルなど）に含まれ
ている個人データ  

• プロキシログに記録されている個人データ。たとえ
ば送信元および宛先 IP アドレス、タイムスタンプ、
プロキシ固有のヘッダー、URL（ただし、クエリパ
ラメータは、HTTP トラフィックの場合のみ記録さ
れ、HTTPS トラフィックの場合は記録されません）2 

• ユーザーまたはデバイスに関連付けられているクラ
ウドアプリ 
 

 

URL レベルおよびファイルレベルできめ細かく保
護し、お客様のポリシーを導入します。以下のとお
りです。 
• ヘッダーは、プロキシ固有のヘッダーを識別す

るために処理されます。 
• URL は、悪意のある URL や、お客様の URL 宛

先または本文カテゴリブロックリストに一致す
る URL を識別するために処理されます。 

• 本文は、マルウェアの有無を検査するために処
理されます。 

• Cisco Umbrella に送信されたファイルは、マル
ウェア分析と脅威インテリジェンス製品機能を
提供するために検査されます。 

• シスコの脅威インテリジェンス調査チームがグ
ローバルに脅威インテリジェンスを調査し、製
品を改善します（ただし、データの保存場所と
して EU を選択したお客様の DNS レイヤセキュ
リティの使用状況データとイベントデータを除
きます）。 

 

 
1 シスコは、アイデンティティデータ（Active Directory、ユーザー名、ユーザー ID、「設定情報」に記載されているその他のアイデン
ティティ情報など）を、DNS レイヤセキュリティまたはセキュア Web ゲートウェイの使用状況およびイベントデータとともに保存してい
るわけではありません。Reporting API を使用してレポートを作成するために Cisco Umbrella ダッシュボードに表示する際や、使用状況お
よびイベントデータをお客様固有の AWS S3 バケットにエクスポートする際に、それらのアイデンティティデータを使用状況およびイベ
ントデータとペアリングします。お客様は、使用状況およびイベントデータのログを、シスコが管理する S3 バケットにエクスポートする
か（最大 30 日間）、お客様が管理する S3 バケットにエクスポートするかを選択できます。 
2選択的プロキシの場合、デフォルトではすべてのリクエストがログに記録されます。ただし、お客様はすべてのリクエストのロギングをオ
フにすることができます。ロギングの対象をセキュリティイベントに限定することも可能です（参照：
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/log-management）。 

https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/log-management
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セキュア Web ゲート
ウェイ 1 の使用状況
データとイベントデータ 
  

• Web トラフィック（HTTP/HTTPS）に含まれてい
る個人データ。たとえばヘッダー、URL、本文
（ファイルなど） 

• プロキシログに記録されている個人データ。たとえ
ば送信元および宛先 IP アドレス、タイムスタン
プ、プロキシ固有のヘッダー、URL（ただし、クエ
リパラメータは、HTTP トラフィックの場合のみ記
録され、HTTPS トラフィックの場合は記録されま
せん）3 

• ユーザーまたはデバイスに関連付けられているクラ
ウドアプリ   

URL レベルおよびファイルレベルできめ細かく保
護し、お客様のポリシーを導入します。以下のとお
りです。 
• ヘッダーは、プロキシ固有のヘッダーを識別す

るために処理されます。 
• URL は、悪意のある URL や、お客様の URL 宛

先または本文カテゴリブロックリストに一致す
る URL を識別するために処理されます。 

• 本文（ファイルなど）は、マルウェアの有無の
確認と DLP のために検査されます。 

• シスコの脅威インテリジェンス調査チームがグ
ローバルに脅威インテリジェンスを調査し、製
品を改善します（ただし、データの保存場所と
して EU を選択したお客様のセキュア Web ゲー
トウェイの使用状況データとイベントデータを
除きます）。 

クラウド提供型ファイ
アウォール 
使用状況およびイベン
トデータ 

• ポートとプロトコルのメタ情報に含まれているすべ
ての個人データ。たとえばパケットの内容、送信元
の IP とポート、宛先の IP とポート、アプリケー
ション（Webex など）、日付、タイムスタンプ 4 

• URL レベルおよびファイルレベルできめ細かく
保護します（ただし、クラウド提供型ファイア
ウォールは暗号化されたパケットの内容を復号
しません）。 

クラウドマルウェア対策 
使用状況およびイベン
トデータ  

• ユーザー ID や電子メールアドレス 
• ユーザーの氏名 
• エンドユーザーの IP アドレス 
• 該当するクラウド環境に保存されているために、 

マルウェアの有無を検査される可能性のあるその他
の個人データ 

• 該当するクラウド（SaaS）環境でお客様のユー
ザーによってファイルやアプリケーション
フィールドに保存されたマルウェア（個人デー
タを含む）を検出、監視、制御、および対処し
ます。 

データ損失防止使用 
状況およびイベント
データ  

• SaaS API ベースの DLP およびリアルタイム DLP 
の場合 

• ファイル名（個人データを含む場合） 
• DLP の検査対象となるファイルやメッセー

ジなどのコンテンツに含まれている個人
データ 

• ポリシー違反のスニペットとその周囲のテ
キスト（ポリシー違反が検出された場合） 

• SaaS API ベースの DLP の場合：  
• 当該サービスで監視されるお客様のクラウ

ド（SaaS）環境を利用するユーザーの電子
メールアドレスと表示名 

• 変更されたファイルの共同利用者の電子
メールアドレスと表示名 

• データ違反が検出されたファイルのファイ
ル ID 

• リアルタイム DLP の場合：セキュア Web ゲート
ウェイからの Cisco Umbrella アイデンティティ
データを利用します（「設定情報」を参照） 

• Cisco Umbrella サービス（リアルタイム DLP の
場合）および該当するクラウド（SaaS）環境
（SaaS API ベースの DLP の場合）から転送中
のファイルやメッセージなどの内容に含まれる
機密情報（個人データなど）を検出、監視、制
御、および対処（ブロックするなど）します。 

• クレジットカード番号やソーシャルセキュリティ
番号のパターンや表記と一致するものを探すポリ
シーなど、お客様が選択または定義したポリシー
を使用して機密情報を検出します。ポリシーに
従って潜在する違反が識別された（つまり一致し
た）場合、レコードが作成されます。 

• DLP によって検査されたコンテンツがすべて保
存されるわけではありません。シスコが提供す
るポリシーにより、重要な機密コンテンツが編
集され（クレジットカードの下 4 桁のみが提供
されるなど）、セクション 7 にあるようにポリ
シー違反のスニペットとその周囲のテキストの
みが DLP イベントデータの一部として保存され
ます。 

 
3 セキュア Web ゲートウェイ（フルプロキシ）の場合、デフォルトではすべてのリクエストがログに記録されます。ただし、お客様はロ
ギングをオフにすることができます。セキュリティイベントのみをログに記録することも可能です（参照：
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/manage-your-logs） 
4 クラウド提供型ファイアウォールの場合、デフォルトではロギングがオフになっていますが、お客様が有効にできます（参照：
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/add-a-firewall-policy） 

https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/manage-your-logs
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/add-a-firewall-policy
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リモートブラウザ分離 • セッション ID（数値セッション ID） 
• ブラウザの設定（ブラウザの種類、バージョン、

ローカル設定、ウィンドウサイズ、オペレーティン
グシステムなど）  

• 分離プラットフォームでのユーザー入力（キーボー
ドストローク、マウスクリック、ウィンドウサイズ
変更イベントなど） 

• 分離プラットフォームでのユーザー要求またはユー
ザー入力に含まれるその他の個人データ 

• プラットフォームによって分離されたページに存在
するその他の個人データ 

• ユーザー設定（ブラウザの設定情報を保存するため
に永続的な Cookie によって収集されたランダムな
数値の識別子とその他のブラウザ情報） 

• 本サービスへのアクセスを認証し、承認します。 
• リクエストの送信元を特定します。 
• ネイティブなブラウジング エクスペリエンスを

確保しつつ、安全な方法で Web サイトのコンテ
ンツへのアクセスを提供します。 

• 潜在的または実際の申し立て、負債、禁止行為、
セキュリティリスク、犯罪活動に対して防止、
検出、対応、保護します。 

設定情報 
  

• 監査ログ（管理者名） 
• ポリシー設定（管理者名、IP アドレス） 
• オブジェクトラベル（ネットワーク、ローミングコ

ンピュータ、モバイルデバイス名などのオブジェク
トラベル） 

• Chromebook クライアント ID（電子メール ID）  
• 一意のアカウント ID 

• 設定情報は、導入されたポリシーや変更された
ポリシーと、変更を行ったお客様の管理者をロ
グに記録するために処理されます。 

• アカウントに関する情報を提供します。 

SaaS API ベースの DLP の場合：  
• アクセスを承認した管理者のユーザー名と

パスワードが含まれている OAuth キー5 
• 当該サービスで監視されるお客様の SaaS 

環境を利用するすべてのユーザーの電子
メールアドレスと表示名 

• DLP のためにスキャンされるクラウド
（SaaS）環境を認証および承認します。 

• Cisco Umbrella では、該当するクラウド環境
に保存されているファイルのファイルメタ
データと内容を検査し、SaaS API ベースの 
DLP に設定されている DLP 基準に従って違反
を評価できます。 

クラウドマルウェア対策の場合：アクセスを承認した
管理者のユーザー名が含まれている OAuth キー5 

 

• 該当するクラウド環境をスキャンするために 
Cisco Umbrella クラウドマルウェア対策を認
証および承認します。 

• Active Directory またはクラウド ID プロバイダー
（IdP）統合アドオンを使用している場合：ユー
ザーのアイデンティティ（氏名、ユーザー名、表示
名、電子メール、グループ名） 

• Active Directory アドオンを使用している場合：デ
バイス ID、デバイス名、ユーザー ID、グループ ID 

• ユーザーまたはデバイスごとにポリシーを管理
し、アクティビティを特定します。  

ダッシュボード アク
ティビティ情報 
  

• ダッシュボードユーザーの氏名、電子メールアドレ
ス、IP アドレス、ユーザー ID、国、都道府県、市
区町村、ロール 

• ダッシュボードユーザーのデバイス情報：デバイス
名、デバイスの種類  

• ダッシュボード アクティビティの使用状況メト
リック 

• 組織 ID 

• 機能の使用状況と製品の機能の分析 

サポート情報 
  

• 氏名 
• 電子メールアドレス 
• サービスリクエストをオープンする担当従業員の電

話番号 
• お客様のアカウント情報：（会社名、番地、市区町

村、都道府県、国、一意のアカウント ID） 

• リモートアクセスサポート 
• サポートサービスの品質のレビュー 
• トラブルシューティング 
• サービスの分析 

 
5 お客様は、OAuth キーを取り消すことができます。 
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ビジネスおよび製品の
使用状況分析 
  
  

製品の使用状況、連絡先、ユーザー情報（この中に
は、ダッシュボードユーザーの次のような個人データ
が含まれることもある） 
• 氏名  
• 役職名 
• Cisco Umbrella サービス内でのロール 
• 会社名 
• 住所（番地、市区町村、都道府県、国） 
• 電子メールアドレスおよび対応する一意のアカウン

ト ID（数値） 
• ユーザー名やユーザー ID 
• IP アドレス 
• 電話番号 
• デバイスの種類とデバイス名  
• ログインのタイムスタンプ 

• ビジネスと製品に関してデータに基づいた意思
決定を促進するための、社内向けのビジネスお
よび製品の分析とレポート 

• ユーザー ID と IP アドレスは、Walkme を通じ
て製品の使用方法に関する手順を追ったツアー
やガイダンスをユーザーに提供するために使用 

• 製品使用状況分析、導入支援、セールスサポート、
更新サポート、マーケティング/インシデント対
応業務電子メールセグメンテーション 

 

3. データセンターの場所 
シスコは、コロケーション施設とサードパーティのインフラストラクチャ プロバイダーを活用して、本サービスを
グローバルに提供します。 
 
データの保存： 
お客様が EU 地域を選択した場合、お客様の DNS レイヤセキュリティ、セキュア Web ゲートウェイ、クラウド提
供型ファイアウォール、およびリアルタイム DLP の使用状況データとイベントデータは、Cisco Umbrella EU デー
タウェアハウスに保存されます。 
 
他のすべての保存データは、米国に保存されます（ただし、セクション 8 で説明しているように、プロキシログに
ついては、該当するエッジデータセンターで一時的に最大 2 時間保存されます）。個人データカテゴリ別の保持
データの保存場所については、セクション 7 を参照してください。シスコは、データの保存に AWS を使用してい
ます。脅威インテリジェンス調査チームが処理した使用状況データとイベントデータは、米国のデータセンターに保
存されます。Cisco Umbrella のすべてのお客様がこうした脅威インテリジェンスの恩恵を受けていますが、EU の
データ保存場所に保存されている DNS レイヤセキュリティとセキュア Web ゲートウェイの使用状況ログとイベン
トログは脅威インテリジェンス調査チームに提供されません。 
 
データ処理： 
お客様の Web トラフィック（DNS や HTTP/HTTPS）は、以下の表 3 に示したサービス機能と接続タイプに応じて、
Cisco Umbrella のいずれかのグローバル エッジデータセンターに転送できます。ただし、トラフィックは通常、
サービスに対応している場所のうち、DNS や HTTP/HTTPS クエリを開始した個人、または選択した Cisco Umbrella 
IPSec トンネルに物理的に最も近い場所に転送されます。Web トラフィックの検査は、該当する Cisco Umbrella 
グローバル エッジデータセンターで行われます。SaaS API ベースの DLP およびクラウドマルウェア対策による該
当するクラウド環境のスキャンは、米国にある AWS データセンターで行われます。 
 
表 1  
データの保存に使用する Umbrella データセンター 
 
場所 プロバイダー 

 
米国、ドイツ、アイルランド AWS 
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表 3 
Cisco Umbrella グローバル エッジデータセンター 
 
場所 プロバイダー 

 
アムステルダム（オランダ） Interxion 
アッシュバーン（バージニア州） Equinix6 
アトランタ（ジョージア州） Digital Reality 
ブカレスト（ルーマニア） NX DATA 
ケープタウン（南アフリカ） Teraco 
シカゴ（イリノイ州） Equinix 
コペンハーゲン（デンマーク） Interxion 
ダラス（テキサス州） Equinix 
デンバー（コロラド州） CoreSite 
ドバイ（アラブ首長国連邦） Equinix  
ダブリン（アイルランド） Interxion 
フランクフルト（ドイツ） Equinix 
香港 Equinix 
ヨハネスブルグ（南アフリカ共
和国） Teraco 

ロンドン（英国） Equinix6 

ロサンゼルス（カリフォルニ
ア州） Equinix6 

マドリッド（スペイン） Interxion 
マルセイユ（フランス） Interxion MRS2 
メルボルン（オーストラリア） NextDC 
マイアミ（フロリダ州） Coresite 
ミラノ（イタリア） Equinix            
ムンバイ（インド） STT 
ニューヨーク市（ニューヨー
ク州） Coresite 

大阪（日本） Equinix 
パロアルト（カリフォルニア州） Equinix   
パリ（フランス） Equinix 
プラハ（チェコ共和国） CECOLO 
ケレタロ市（メキシコ） Equinix 
レストン（バージニア州） Coresite 
リオデジャネイロ（ブラジル） Equinix6 

サンノゼ（カリフォルニア州） Equinix 
サンパウロ（ブラジル） Equinix6 

シアトル（ワシントン州） Equinix 
シンガポール Equinix6 

ストックホルム（スウェーデン） Equinix 
シドニー（オーストラリア） Equinix 
東京（日本） Equinix 
トロント（カナダ） Equinix 
バンクーバー（カナダ） Cologix 
ワルシャワ（ポーランド）  EdgeConneX 

 

 
6 これらのデータセンターでは、必要に応じて、対応する AWS リージョン（米国、ヨーロッパ、中南米、アジア太平洋地域）にある AWS 
に処理をオフロードできます。 
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表 3 に示したデータセンターはコロケーション施設です。プロバイダーは副処理者ではなく、情報の提供のみを目
的としています。詳細については、https://umbrella.cisco.com/why-umbrella/global-network-and-traffic を参照
してください。 
 
表 4 
脅威インテリジェンス データセンター 
 
場所 プロバイダー 

米国 AWS 
アッシュバーン（バージニア州） Equinix 
サニーベール（カリフォルニア州） Equinix 

 
表 5 
リモートブラウザ分離のデータセンター7 
 
場所 プロバイダー 

米国、英国、ドイツ、シンガポール、日本、オース
トラリア、ブラジル、バーレーン、南アフリカ 

AWS 

 
ユーザーのブラウザセッションが分離されると、ユーザーの場所に基づき上記の表 5 に示したいずれかのグローバ
ルデータセンターでブラウザセッションが実行されます。以下のセクション 7 に記載されているセッション ID およ
びユーザー設定データを除き、データは保持されません。この保持データは、米国の AWS データセンターに保存さ
れます。 

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] 

 
Cisco のデータ保護基本契約書（MDPA）は、リクエストに応じてすべてのお客様に提供されます。MDPA には、
新しい標準契約条項と、シスコの該当する技術的および組織的な保護措置が含まれています。Cisco の MDPA のサ
ンプルについては、MDPA を参照してください。 

 
5. アクセス制御  
以下の表には、Cisco Umbrella がサービスを提供するために利用する個人データ、データへのアクセス権者、デー
タにアクセスする目的を記載しています。 
 

 
7 シスコの副処理者である Menlo Security を通じて提供されます。セクション 9 を参照してください。 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
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
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/dataprotection/cisco-master-data-protection-agreement.pdf
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表 6 
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/連絡先情報 お客様の管理者 特定の管理者情報の変更および制御 

ビジネス、サポート、運用の役割を持つ承
認されたシスコの従業員 

お客様へのアカウントの提供、請求処理、
該当するデータアクセスおよびセキュリ
ティ制御に従ったサービスのサポート 

DNS レイヤセキュリティ  
使用状況データとイベントデータ 

承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者  お客様のネットワークポリシーの設定、お客
様のネットワークの監視 

セキュア Web ゲートウェイ  
使用状況データとイベントデータ 

承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者  お客様のネットワークポリシーの設定、お客
様のネットワークの監視 

クラウド提供型ファイアウォール 
使用状況データとイベントデータ 

承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

クラウドマルウェア対策 
使用状況およびイベントデータ 

承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者 マルウェアとアラートの表示、アクションの
実行  

データ損失防止 
使用状況およびイベントデータ 
  

承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者 DLP インシデントの表示 

リモートブラウザ分離 
 

承認された Cisco Umbrella の従業員 8 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者 ポリシーとブラウザの設定、利用状況の確認 

設定情報 承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

お客様の管理者 アカウントの管理と設定 

 
8 リモートブラウザ分離に関しては、「承認された Cisco Umbrella の従業員」にシスコの副処理者である Menlo Security の従業員が含ま
れます。 
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ダッシュボード アクティビティ情報 承認された Cisco Umbrella の従業員 該当するデータアクセスとセキュリティ制御
に従ったサービスの提供、サポート、維持、
改善 

サポート情報 承認された Cisco Umbrella の従業員 サービスのサポート、お客様が抱える問題
のトラブルシューティング 

お客様の管理者 フィードバックの提供、技術的な問題の指摘 

ビジネスおよび製品の使用状況分析 承認されたシスコの従業員 ビジネスおよび製品の使用状況データの整
理、分析、レポートと、サービスの改善 

 
お客様情報へのアクセスは、シスコのアクセス管理ポリシーの対象になります。アクセスは、認証と承認の複数のメ
カニズムによって保護されます。シスコにはアカウント管理アプリケーションがあり、一元管理されたアクセスポイ
ントから管理機能をリクエストして実行し、複数のプラットフォームで使用されるアカウントをリクエストするよう
になっています。すべてのリソースに所有者が存在し、誰に自身のリソースへのアクセスを許可するかを決定する責
任があります。リソースへの特権アクセスが付与されるのは、そのアクセスが業務上必要であり、ロールと職務に基
づいた最小権限と職務分掌という考えに合致する承認済みのユーザーに限られます。共有アカウントは禁止されて
います。いずれのユーザー名も、特定の人間のユーザーまで追跡可能です。ユーザーアクセスが承認されなくなると
（シスコの雇用が終了するなど）、ユーザーアクセスログイン情報はすぐに削除されます。 
 
シスコの担当者によるリモートユーザーアクセスは、多要素認証（MFA）が求められるセキュアな仮想プライベー
トネットワーク（VPN）接続を介して行われます。VPN 外から実稼働リソースにリモートアクセスする必要がある
場合は、TLS 暗号化接続と MFA が必要です。 
 
Cisco Umbrella を利用した論理アクセスプロセスの詳細については、Cisco Trust Portal にある Cisco Umbrella 
SOC 2 レポートと Cisco Enterprise Services SOC 2 レポートを参照してください。 
 

6. データポータビリティ  
ポータビリティ要件は、Cisco Umbrella に適用されません。 
 

7. データの削除と保持  
次の表には、Cisco Umbrella 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、
および保存場所を記載しています。 

 
本プライバシーデータシートのセクション 12 に記載しているように、リクエストを送信することにより、データ主
体は自身の個人データの削除を要求できます。 
 
データの削除を要求する場合は、Cisco Umbrella サポート（umbrella-support@cisco.com）までチケットを送信
してください。お客様が削除を要求した場合、シスコは、適用法が要求する範囲内で、当該データをシスコのシステ
ムから消去します。また、シスコは正当な業務上の目的のために必要な管理データ（例：請求記録）を保持すること
ができます。 
 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=SOC
mailto:umbrella-support@cisco.com


プライバシーデータシート Doc タイプ 

Cisco public 

 

   

     

        

©2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.    バージョン 7.5、2022 年 9 月 23 日  

表 7 
個人データのカテゴリ 個人データの種類 保持期間 保持の目的 
アカウント/連絡先情報 
（米国に保存）  

• ダッシュボード/コンソールユー
ザーの電子メールアドレスと名前 

• 会社のアカウント情報（会社名、番
地、市区町村、都道府県、国、電話
番号、一意のアカウント ID） 

• 請求先担当者名 

要求に応じて削除。 正当なビジネス目的（請求、通
知、サポート、利用権と更新の
管理など）で記録しておく必要
がある管理データの保持  

DNS レイヤセキュリティ  
使用状況データとイベン
トデータ 
（デフォルトでは米国に
保存されます。お客様は
保存場所としてヨーロッ
パを選択できます） 
  

• DNS ログに含まれている DNS クエ
リデータ（ドメイン、DNS レコー
ドタイプ、DNS レスポンス、IP ア
ドレス/発信元 ID） 

• デバイス ID 
• ユーザーまたはデバイスに関連付け

られているクラウドアプリ 

12 か月 • 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供 

• グローバル脅威インテリジェ
ンスと製品の改善 

DNS ブロックページを使用する場合： 
• HTTP ヘッダーと URL 情報。ただ

し、HTTP 本文と HTTP クエリパラ
メータを除く 

12 か月 • 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供 

• グローバル脅威インテリジェ
ンスと製品の改善 

オプションの選択的プロキシ機能を使
用する場合：  
• プロキシログに記録されている個人

データ。たとえば送信元および宛先 
IP アドレス、タイムスタンプ、プロ
キシ固有のヘッダー、URL（ただし、
クエリパラメータは、HTTP トラ
フィックの場合のみ記録され、HTTPS 
トラフィックの場合は記録されませ
ん）。本文は保持されません。 

• ユーザーまたはデバイスに関連付け
られているクラウドアプリ  

Cisco Umbrella サービスの場合は 
60 日   
グローバル脅威インテリジェンス
調査については、下記を参照して
ください。 

• 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供 

• グローバル脅威インテリジェ
ンスと製品の改善 

セキュア Web ゲートウェイ  
使用状況データとイベン
トデータ 
（デフォルトでは米国に
保存されます。お客様は
保存場所としてヨーロッ
パを選択できます） 
 
  

• プロキシログに記録されている個人
データ。たとえば送信元および宛先 IP 
アドレス、タイムスタンプ、プロキシ
固有のヘッダー、URL（ただし、クエ
リパラメータは、HTTP トラフィック
の場合のみ記録され、HTTPS トラ
フィックの場合は記録されません）。
脅威インテリジェンス調査の対象とな
るファイル（以下で説明）を除き、 
本文は保持されません。 

Cisco Umbrella サービスの場合は 
60 日 
グローバル脅威インテリジェンス
調査については、下記を参照して
ください。  

• 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供 

• グローバル脅威インテリジェ
ンスと製品の改善 

分析のために Cisco Umbrella に送信
されるお客様のファイルに含まれる
データ 

保持期間は、ファイルの検査方法
によって異なります。Cisco 
Umbrella では、ファイルは一時
的に保持されるだけで、Cisco 
Umbrella によるスキャンが終わ
ると消去されます。ただし、
Secure Malware Analytics の検査
対象でもあるファイルについて
は、Cisco Trust Portal にある 
Secure Malware Analytics プライ
バシーデータシートを参照してく
ださい。 

• 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供 

• グローバル脅威インテリジェ
ンスと製品の改善 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency
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クラウド提供型ファイア
ウォール 
使用状況データとイベン
トデータ 
（デフォルトでは米国に
保存されます。お客様は
保存場所としてヨーロッ
パを選択できます） 

• ポートとプロトコルのメタ情報に含
まれているすべての個人データ。た
とえば送信元の IP とポート、宛先
の IP とポート、アプリケーション
（Webex など）、日付、タイムス
タンプ 

• 処理後も保持されるのは、IPS ルー
ルをトリガーしたパケットの内容の
みです。 

12 か月 履歴データへのアクセスが重要
になる機能の使用状況とレポー
トの継続的な提供 
 
  

クラウドマルウェア対策 
使用状況およびイベント
データ 
（米国に保存） 

ユーザー名、電子メールアドレス、ク
ラウドベンダーのユーザー ID  

要求に応じて削除 
  

• 履歴データへのアクセスが重
要になる機能の使用状況とレ
ポートの継続的な提供  

• ユーザー名、電子メールアド
レス、クラウドベンダーの
ユーザー ID を除き、検査対象
のファイルのすべての内容は
一時的にしか保持されませ
ん。一時的に保持する目的
は、さらなる検査に使用する
ハッシュを計算することです。 

アクセスを承認した管理者のユーザー
名が含まれている OAuth キー 

データは要求に応じて削除されます。 
お客様は取り消すことができます。 

マルウェアをスキャンするクラ
ウド環境への認証 

データ損失防止 
使用状況およびイベント
データ 
（SaaS API ベースの 
DLP イベントデータ
は、米国に保存されま
す。リアルタイム DLP 
イベントデータはデフォ
ルトでは米国に保存され
ますが、お客様は保存場
所としてヨーロッパを選
択できます）。 

「DLP イベントデータ」には、次のも
のが含まれています。 
• お客様の DLP ポリシー違反をトリ

ガーしたコンテンツのポリシー違反
のスニペット（たとえばクレジット
カード番号の下 4 桁）とその周囲の
テキスト 

• リアルタイム DLP の場合、
DLP イベントデータには
ファイルの名前が検出され
ればそのファイル名が含ま
れ、さらにリアルタイム
ルールに照らして Web リ
クエストにポリシー違反が
含まれていると判断されれ
ば、そのリクエストを送信
したユーザーの Umbrella 
アイデンティティ（Active 
Directory、IdP、Active 
Directory アドオン アイデ
ンティティ データなど）が
含まれます。 

• SaaS API ベースの DLP の
場合、DLP イベントデータ
にはファイル名、SaaS ベ
ンダーが生成したファイル 
ID（数値）、そのファイル
の所有者と共同利用者（ク
ラウドに保存されている、
DLP SaaS API ルールと検
出スキャンに違反している
ことが検出されたファイル
に関連付けられたユー
ザー）の電子メールアドレ
スと表示名が含まれます。 

データは要求に応じて削除されます。 
  

• サービスの配信、サポー
ト、維持、および改善  

• お客様は、データがデータ
保護ポリシーに違反してい
ることを可視化できます。 

• お客様は、組織内にデータ
インシデントがないか調査
し、あれば必要な修正を施
すことができます。 
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リモートブラウザ分離 
（米国に保存） 

• ブラウザの設定 
• 分離プラットフォームでのユーザー

入力 
• 分離プラットフォームでのユーザー

要求またはユーザー入力に含まれる
その他の個人データ 

• プラットフォームによって分離され
たページに存在するその他の個人
データ 

一時的 該当なし 

セッション ID 24 時間後に削除されます。 該当なし 

ユーザー設定 データは要求に応じて削除されます。 該当なし 

設定情報 
（米国に保存） 

• 監査ログ（管理者名） 
• ポリシー設定（管理者名、IP アド

レス） 
• オブジェクトラベル（ネットワー

ク、ローミングコンピュータ、モバ
イルデバイス名などのオブジェクト
ラベル） 

• Chromebook クライアント ID 
（電子メール ID）  

• 一意のアカウント ID 

データは要求に応じて削除されま
す。データによっては、削除要求
から削除が完了するまで最大 60 
日かかる場合があります（クラウ
ド ID プロバイダーのアイデン
ティティデータなどの場合）。 

 
  

履歴データへのアクセスが重要
になる機能の使用状況とレポー
トの継続的な提供 

• SaaS API ベースの DLP の場合：  
• アクセスを承認した管理者

のユーザー名とパスワード
が含まれている OAuth キー 

• 当該サービスで監視される
お客様の SaaS 環境を利用
するすべてのユーザーの電
子メールアドレスと表示名 

データは要求に応じて削除されます。 
お客様は、自分の裁量でいつでも 
Oauth キーを取り消すことができ
ます。キーを取り消すと、Cisco 
Umbrella から該当するクラウド
環境にアクセスできなくなります。 
 

• DLP のためにスキャンされ
るクラウド（SaaS）環境を
認証および承認します。 

• Cisco Umbrella では、該当
するクラウド環境に保存さ
れているファイルのファイ
ルメタデータと内容を検査
し、SaaS API に設定され
ている DLP 基準に従って
違反を評価できます。 

• Active Directory またはクラウド ID 
プロバイダー（IdP）統合アドオン
を使用している場合：ユーザーの 
アイデンティティ（氏名、ユーザー
名、表示名、電子メール、グルー 
プ名） 

• Active Directory アドオンを使用し
ている場合：デバイス ID、デバイ
ス名、ユーザー ID、グループ ID 

データは要求に応じて削除されま
す。データによっては、削除要求
から削除が完了するまで最大 60 日
かかる場合があります（クラウド 
ID プロバイダーのアイデンティ
ティデータなどの場合）。 
 

履歴データへのアクセスが重要
になる機能の使用状況とレポー
トの継続的な提供 

ダッシュボード アク
ティビティ情報 
（米国に保存） 

• 表 1 を参照 データは要求に応じて削除されます。 機能の使用状況の継続的な分析 

サポート情報 
（米国に保存）  

• 表 1 を参照  データは要求に応じて削除されます。 サポートとサービス品質の継続
的な分析 

ビジネスおよび製品の
使用状況分析 
（米国に保存）  

• 表 1 を参照 
  
  

データは要求に応じて削除されます。 継続的なビジネスと製品の使用
状況   
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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。 

 
Cisco Umbrella のデータ セキュリティ プログラムの追加情報については、以下のセクション 10 を参照してください。 

 
表 8 
個人データのカテゴリ 個人データの種類 セキュリティ制御と対策 

（用語の定義については、表 8 の下に
記載している注記を参照*） 
 

アカウント/連絡先情報  表 1 を参照  転送中および保管時の暗号化 

DNS レイヤセキュリティ 
使用状況およびイベントデータ 

表 1 を参照 
 

転送中および保管時の暗号化 

セキュア Web ゲートウェイ  
使用状況およびイベントデータ  

表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化  
 

クラウド提供型ファイアウォール 
使用状況およびイベントデータ 

表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化  
 

クラウドマルウェア対策  
使用状況およびイベントデータ 

表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

データ損失防止 
使用状況およびイベントデータ 

表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

リモートブラウザ分離 表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 
設定情報 表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

• クラウドマルウェア対策の OAuth キー
（アクセスを承認した管理者のユーザー
名など） 

• SaaS API ベースの DLP の OAuth キー
（アクセスを承認した管理者のユーザー
名とパスワードなど） 

 

• 転送中および保管時の暗号化  
• OAuth キーに対するフィールドレベル

の暗号化  
• お客様は、OAuth キーを取り消すこと

ができます。これにより、シスコから
該当するクラウド（SaaS）環境へのア
クセスが終了します。 

ダッシュボード アクティビティ情報 表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

サポート情報 表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

ビジネスおよび製品の使用状況分析 表 1 を参照 転送中および保管時の暗号化 

 
*注記： 
転送中のデータ：転送中の暗号化とは、インターネット経由で転送する際、Cisco Umbrella データセンター間で
データが暗号化されるということです。お客様が HTTPS または別の暗号化通信方式（Umbrella SIG トンネルや 
DNScrypt など）を使用している場合は、ユーザーから Cisco Umbrella エッジデータセンターに転送する際、デー
タが暗号化されます。データによっては、同じデータセンター内の Cisco Umbrella サービス間で転送する際に暗号
化されない場合があります。 
 
保管データ：この段落で説明されている場合を除き、Cisco Umbrella によって保存されたすべてのデータ（バック
アップを含む）が保管時に暗号化されます。パフォーマンス確保とトラブルシューティングの目的で、Cisco Umbrella 
によって生成されたプロキシログが該当するエッジデータセンターで最大 2 時間保管されますが、このとき暗号化
は行われません。また、Cisco Umbrella Investigate 調査チームは、引き続き保管時の暗号化プロジェクトを進めて
います。現在一部の環境では、ログの保存場所として EU を選択したお客様を除き、お客様の DNS クエリログは暗
号化されません。こうしたクエリログには、送信元 IP とタイムスタンプが含まれています。 
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エッジでのアクティブな処理：ファイルとその他のトラフィックコンテンツは、エッジデータセンターで検査を完了
してポリシーを適用する場合にメモリ内で暗号化されずに処理されます。一部の Cisco Umbrella パッケージでは、
エッジデータセンターで暗号化が解除されないようにトラフィックを設定することもできますが、この復号化を行わ
ないと、セキュリティは IP アドレスとドメインのメタデータに基づいて適用できるだけとなり、お客様は Cisco 
Umbrella の十分なセキュリティの恩恵が受けられません。また、選択的プロキシおよびセキュア Web ゲートウェ
イの場合、お客様は Cisco Umbrella の選択的復号化機能を使用して、特定の信頼できるドメイン（Cisco Umbrella 
が処理目的で復号することのできないドメイン）を識別できます。 
 
グローバル脅威インテリジェンス調査：信頼が置かれているシスコのグローバル脅威インテリジェンス調査チーム
は、Cisco Talos など信任を得たシスコのセキュリティ担当者とサポート担当者で編成されています。シスコの製品
ポートフォリオを継続的に保護するために、一部のシスコ製品はグローバル脅威インテリジェンスチームとデータを
共有しており、グローバルな脅威インテリジェンスと製品改善の目的でチームがデータを処理します。脅威インテリ
ジェンスチームがデータに悪意はないと判断した場合、そのデータはこのプライバシーデータシートのデータ削除と
保持セクションに記載されているスケジュールに従って削除されます。悪意があると判断されたデータのほか、集約
データと非特定化されたデータが、脅威インテリジェンスチームによって保持されます。脅威インテリジェンスチー
ムによって保持されているすべてのデータが保管時に暗号化されるわけではありませんが、当該データはすべて厳格
なアクセス コントロール ポリシーの対象になります。 

 
AWS：セキュリティおよびデータ保護を維持するために、AWS は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 報告書には、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。 

 

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。本サービスの副処理者
の現行リストを以下に示します。 
 
表 9 
副処理者  個人データ サービスの種類 データセンターの場所 

AWS 表 1 に記載されている個人
データのうち、サポート情
報とビジネスおよび製品分
析以外 

クラウド インフラストラクチャ 
プロバイダーCisco Umbrella 
データウェアハウス 

AWS 米国、ドイツ、アイルラ
ンド 

Salesforce アカウント/連絡先とサ
ポート情報（表 1 を参照） 

サービスのプロビジョニングとサ
ポートの提供 

ダラス（米国テキサス州）  
フェニックス（米国アリゾナ州）  

Zendesk サポート情報（表 1 を参照） サポートの提供 米国西海岸、バックアップサイ
トは米国東海岸  

Amplitude ダッシュボードユーザーの
ユーザー ID、ロール、ダッ
シュボード アクティビ
ティ使用状況メトリック、
および組織 ID 

機能の使用状況と製品の機能を
分析 

米国  

https://aws.amazon.com/jp/compliance/
https://aws.amazon.com/jp/security/
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Intercom ダッシュボードユーザーの
ユーザー ID、組織 ID、 
およびフィードバック 

機能使用状況と製品機能の分析に
役立つユーザー体験のフィード
バックを得る 

米国  

Datadog Datadog で保存される管理
サービスレベルのログに個
人データが含まれる場合あ
り（例：発信元 ID、URL） 

インフラストラクチャとサービス
アクティビティを監視し、管理ロ
グを集約し、サービスのトラブル
シューティングと診断を実行 

AWS 米国    

Grafana Labs Grafana Labs で保存され
る管理サービスレベルのロ
グに個人データが含まれる
場合あり（例：発信元 ID、
IP アドレス、URL） 

インフラストラクチャとサービス
アクティビティを監視し、管理ロ
グを集約し、サービスのトラブル
シューティングと診断を実行 

米国 

Databricks プロキシおよび DNS ログ
の個人データ（EU 地域を
選択したお客様のログは含
まない） 

ログデータの分析 米国  

Menlo Security リモートブラウザ分離  
（表 1 を参照） 

リモートブラウザ分離機能の
有効化 

AWS 米国 

Snowflake（クラウド向けデー
タウェアハウス ソリューション） 

ビジネスおよび製品分析
（表 1 を参照） 

ビジネスインテリジェンス デー
タウェアハウス 

AWS 米国  

Walkme ユーザー ID 
IP アドレス 

製品の使用方法に関する手順を
追ったツアーやガイダンスを提供 

AWS 米国  

Sparkpost 電子メールヘッダーデータ  
電子メール本文 
 

パスワードのリセットやアカウン
トプロビジョニングの電子メール
など、製品内の自動送信メール  

AWS 米国 

Kentik IP アドレス ネットワークアナライザ 米国 
Skilljar 
 

管理者の登録情報 
 

統合トレーニング プラット
フォーム 

米国 

 

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 & トラスト部門内の情報セキュリティチームは、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（別
称セキュリティ ビジビリティ インシデント コマンド）、およびアドバンスド セキュリティ イニシアチブ 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。 

 

http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
http://tools.cisco.com/security/center/emergency.x?i=56
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11. 認証およびプライバシー要件の遵守  
セキュリティおよび信頼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] 
 
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。 
 

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ーには、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、または削除を要求する権利があります。 
 
シスコは、要求に対応する前に、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は、その理由を提示します。ユーザーの雇用主がお客様/管理者で
ある場合は、応答を得るためにユーザー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。 
 
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 における主たる監督機関は、Dutch Autoritiet Persoonsgegevens（オランダデータ保護機関）となります。 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://privacyrequest.cisco.com/
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
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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 Portal にアクセスしてください。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet|Privacy%20Data%20Map#/customer_transparency

