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本セキュリティホワイトペーパーについて 
 

RICOH UCS Advancedサービス(以降、本サービス)は、ノルウェー Pexip社のビデオ会議プラットフォー

ムを利用し株式会社リコーが提供するサービスです。  

ビデオ会議のためのサービスプラットフォームは、全てPexip社またはPexip社が契約した第三社のもの

を利用します。 

 

本セキュリティホワイトペーパーは、Pexip社がそのサービスプラットフォームについて記述したものを、

リコーにて翻訳し、一部、加筆修正をしております。 

 

*Pexip社より提供している情報を中心に記載しているため、本書には株式会社リコーでは提供していな

いサービスが含まれています。 

 

*株式会社リコーで提供していない機能 

Microsoft Teamsブリッジ、およびGoogle Hangouts Meetブリッジ。 

 

*パートナーについて 

本書に記載されている「パートナー」とは株式会社リコーのことを指します。 

 

 

 

 

免責事項 
本文書は情報提供のみを目的として提供されています。 このホワイトペーパーの情報は、既存の契約

上の取り決めを変更するものでも、法律上の助言を構成するものでもありません。 その内容は時間の

経過とともに変わる可能性があります。  
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はじめに 
企業がビジネスツールのクラウドベースモデルへの移行を検討するにつれて、データセキュリティの問

題がしばしば提起されます。このような考慮事項には、クラウドサービスプロバイダーと共有する必要が

あるデータの種類の性質、データの転送方法、データの保管方法、および整合性を維持するためのデ

ータの保護方法が含まれます。本文書は、ビデオ会議を活用する手段としてPexipサービスプラットフォ

ームを評価する企業に対する、これらの懸念に対処することを目的としています。  

 

Pexip は、非常に安全で信頼性の高いクラウドサービス機能の開発に細心の注意を払ってきました。こ

の機能には、いくつかの異なるレベルのセキュリティを使用することによって提供され、クラウドでホスト

されているビデオデバイスに対する組み込みセキュリティ、およびエンドユーザーおよび再販パートナー

向けのセキュアポータルが含まれます。これらのレベルのいくつかは以下に説明されますが、機密保持

とセキュリティプロトコルの関係上、現在使用しているすべてのメカニズムを記述することはしません。 
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データの種類と保管について 
Pexip クラウドビデオサービスは、サービスネットワークを構成するグローバルに分散されたリソースネ

ットワークを介して展開されます。 サービスは、地理的に固有の PoP（Point-of-Presence）、およびグロ

ーバルに利用可能であるが一般的には最初にホスティング地域に関連付けられたクラウドベースのサ

ービス内でホストおよび保守されます。Pexip が採用しているさまざまなリソースが一体となって、サービ

スの加入者が信頼できる堅牢で可用性の高いサービスネットワークを提供します。 

Points of Presence（PoP） 
Pexip は現在、次の世界各地で PoP を運用しており、定期的に新たな PoP を追加しています。 

サンノゼ (米国カ

リフォルニア) 

トロント (カナダ) アッシュバーン(米

国バージニア) 

マイアミ (米国フ

ロリダ州) 

ロンドン (英国) 

アムステルダム

(オランダ) 

フランクフルト(ド

イツ) 

オスロ (ノルウェ

ー) 

ヨハネスブルグ

(南アフリカ) 

シンガポール 

香港 (中国) 東京 (日本) シドニー (オースト

ラリア) 

  

 

 

Pexip PoP は、Equinix、Q9、SoftLayer などのファシリティーサービスプロバイダーによって管理されてい

るデータセンターでホストされています。 各ファシリティーは、対人セキュリティ、防犯カメラ、写真付き身

分証明書へのアクセス、機器ラックへのキーアクセスなどを含む多要素セキュリティを備えています。各

施設は、SOC2、SSAE16、ISO 27001 などのよく知られたセキュリティコンプライアンス規格に準拠してい

ます。Pexip の中核 PoP は、ヨーロッパ、北米、中東、アジア、オセアニア各地のデータセンターで冗長

構成され、すべてのメディアデータおよびファイアウォールトラバーサル機能を処理します。 
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クラウドサービス 
Pexip は、特定の都市の場所に直接依存しないいくつかのサービスを提供しています。これらのサービ

スには、ビデオデバイスのプロビジョニング、アドレス帳サービス、エンドユーザー向け Web 管理ツール

のインターフェース、および請求に関する情報サービスが含まれます。これらのサービスは、Amazon 

Elastic Compute（EC2）クラウドや Linode などのクラウドサービスプロバイダー上にホストされます。これ

らクラウドサービスプロバイダーは世界規模で利用可能ですが、通常はそれぞれアイルランドと英国地

域が利用されています。 

情報収集とその利用 
Pexip は、クラウドビデオサービスに関連する以下の情報、ならびに Pexip プライバシーポリシー、

Cookie（クッキー）および Pexip Cookie ポリシーにある同様の技術を使用して収集、使用、保護、開示し

ます。 

格納データの種類 
Pexip はクラウドベースのビデオサービスを提供します。これにより加入者は、通話制御とルーティング、

およびビデオブリッジへのアクセスのために専用のビデオエンドポイントとソフトウェアクライアントをクラ

ウドに登録し、複数参加者のコラボレーションを促進できます。ビデオサービスは、参加者間のリアルタ

イムのビデオおよびオーディオトラフィック用の安全な通信手段としてのみ考慮されるべきであり、通話

のルーティング、維持、および終了通話処理を行う目的で参加者を一意に識別するために必要なもの

以外の参加者に関するデータを格納しません。Call Detail Record（通話詳細記録: 以降 CDR）はビデオ

サービスを使用した際に生成され、加入者とその組織が通話の利用状況を追跡し、適切な使用を確認

し、また正確な請求を可能にします。Pexip 自体は CDR をまとめて分析し、全体的な通話傾向を把握し、

提供するクラウドサービスを改善させて顧客のニーズを満たす方法を模索し、また必要に応じて特定の

通話に対して技術サポートを提供します。 

ユーザーがビデオサービスを利用するのに必要な環境を構築するため、ユーザーは通話処理および

個人アカウントのメンテナンスのためにサービス上で一意の ID を作成できるように、最小限の情報を提

供することが求められます。個人レベルでは、ユーザー情報には名前と電子メールアドレスが含まれま

す。組織レベルでは、情報にはサービス内容の通知、技術、請求の目的で Pexip とのやり取りを行う主

要な担当者の連絡先情報が含まれます。 

Pexip は、提供された情報を使用して個々のユーザーごとにビデオサービス のアカウント情報を生成し

ます。ユーザーがビデオサービスの使用を開始すると、ユーザーの資格情報、ユーザー設定、および

通話履歴が生成され、個人ごとの使用状況プロファイルが作成されます。ユーザーの固有 ID を確立し

た後にビデオサービス によって生成されたユーザー資格情報、設定、および詳細情報はサービス内で

のみ利用されます。これらデータへのアクセスは安全であり、ビデオサービスとその加入者をサポート

する権限のあるメンバのみ利用可能です。以下の情報は Pexip が要求するデータの概要です。クラウド

ビデオサービスを利用するユーザーがアクセス可能な追加データは CDR の形式であり、CDR は通信を

行っている外部接続者にも高レベルの可視性を提供することが可能です。 
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ユーザーを特定するためのデータ種別： 

• 姓、名 

• 電子メールアドレス 

• 電話番号（サービス、技術、請求に関わる特定の方のみ） 

• 希望のビデオアドレス 

ビデオサービス利用時に生成、格納されるデータ種別： 

• ビデオ機器の種類とソフトウェアバージョン 

• ビデオ機器に割り当てられたローカルおよびグローバル IP アドレス 

• ビデオ通話の開始・終了時刻 

• ビデオ通話先の情報 

• ビデオ通話のメディア情報統計（利用帯域幅、パケットロス、ジッター） 

• 通話確立と切断時のシグナリングおよびメディア経路情報 

 

データの暗号化と保持について 
Pexip の通信および加入者データ保存の基本的な考え方は、セキュリティと暗号化です。サービスとの

すべての Web ベースの通信では、安全な通信に広く利用されている通信プロトコルである HTTPS が使

用されています。HTTPS は、SSL/TLS プロトコルを利用するため、Pexip クラウドプラットフォーム上の

デバイス、ユーザー、およびその他のサービスと通信して管理する際に、SSL および TLS のセキュリテ

ィ機能が追加されます。プライバシーと機密性を確保するために、Pexip サービスの登録ユーザーは、

一意のユーザー名とパスワードを定義します。サインアップページは、ユーザーデータとパスワードが

中央サーバーに送信される前に確実に暗号化されるように、有効な証明書と HTTPS を使用した安全な

HTTP 接続でのみ利用可能です。ユーザーデータをさらに保護するため、Pexip はダイジェスト（MD5）と

SHA256 を使用して暗号化し中央サーバーに保存するため、ユーザーパスワードが人間またはコンピュ

ータによって読み取られることはありません。ユーザーパスワードを復元する唯一の方法は、承認され

たパスワード回復ツールを利用することのみで可能です。 

サービスを維持するために使用されるユーザーデータのストレージは、複数の Pexip PoP、および

Amazon EC2 と Linode クラウド内に分散されています。これら PoP、および Amazon EC2 と Linode クラ

ウドについては前述のとおりです。 

 

A. 顧客の個人情報 

o 連絡先情報（電子メールアドレス、電話番号、名前） 

o Web ツールのユーザーログイン資格情報 
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これら情報は次の地域のサーバーに格納されています。 

o Amazon EC2 クラウド − ダブリン（アイルランド） 

o Linode クラウド − ロンドン（英国） 

o Pexip データセンター（PoP）  − オスロ（ノルウェー） 

 

B. サービス加入者の詳細 

o 加入者の資格情報とアドレス 

o CDR と加入者情報の詳細 

これらの情報は次の地域の Pexip PoP に格納されています。 

o アムステルダム（オランダ） 

o アッシュバーン（米国バージニア） 

o フランクフルト（ドイツ） 

o 香港（中国） 

o ヨハネスブルク（南アフリカ） 

o オスロ（ノルウェー） 

o サンノゼ（米国カリフォルニア） 

o シンガポール 

o シドニー（オーストラリア） 

o 東京（日本） 

o トロント（カナダ） 

 

データのプライバシーと保護 
Pexip では、データのプライバシーと保護に対する個人の権利を常に真剣に受け止めてきました。 私達

はサービスの機能のために必要とされるもの以上の個人情報を処理することはありません。 

GDPR 
GDPR（General Data Protection Regulation）により、EU は EEA 諸国の居住者を含むすべての EU 居住

者のプライバシー保護の権利を保護しています。GDPRは、1995年 5月 25日から施行されている 1995

年 EU データ保護指令（European Directive 95/46/EC）に代わるものです。Pexip は、2018 年 5 月 25 日

現在、GDPR の義務を果たすことを約束しています。Pexip は各チャネルパートナーに対し、GDPR に自

主的に習熟することを奨励しています。 各パートナーは、自らの事業がその事業を行っている法域のプ

ライバシー法に準拠していることを確認する責任があります。サービスプロバイダーとして Pexip を利用

していても、パートナー自身がGDPRに準拠していることを保証するものではありません。GDPRは世界

的な影響を持っています。EU 圏外に居住しているパートナーであっても、その地域内で活動し EU 居住

者の個人データを処理している場合、GDPR の対象となる可能性があります。 
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コントローラー対プロセッサー 
GDPR は 2 つのデータプライバシーと保護の責任である、コントローラーとプロセッサーを定義します。 

• コントローラー − 個人データを処理する目的と手段を決定する担当者 

• プロセッサー − コントローラーに代わって個人データを処理する担当者 

Pexip パートナーは、顧客からお客様の情報をコントローラーとして収集し、Pexip がパートナーのプロセ

ッサーとして機能するか、または Pexip パートナーがそのコントローラーに代わってプロセッサーとして

機能し、次に Pexip がサブプロセッサーとして機能します。 

プライバシーポリシー 
Pexip プライバシーポリシーは GDPR の要件に準拠しており、分かりやすい言葉で説明しています。そ

れは、収集するデータの種類、収集したデータの使い方、個人データの保管、データと第三者、クッキー

および類似の技術、個人データの保護とセキュリティ、個人データへのアクセスと管理、です。 

Pexip サービスでパートナーを有効にする場合、パートナーは独自の利用規約およびプライバシーポリ

シー、または Pexip の利用規約およびプライバシーポリシーのどちらかを直接使用するか、またはホワ

イトラベルを付けるかを選択できます。個人データの処理は、ユーザーアカウントの有効化時に与えら

れたユーザー（「データ主体」）からの利用規約、およびプライバシーポリシーの受諾に基づいています。

パートナーが独自のポリシーを使用することを選択した際、パートナーが自身のポリシーが Pexip のポ

リシーに違反している場合は、両者がポリシーを確実に満たすようにするためにパートナーは Pexip と

合意する責任があります。パートナーのサービスで他のポリシーが有効になっていない場合、Pexip サ

ービスはデフォルトで Pexip 利用規約およびプライバシーポリシーに従います。 

データ処理契約 
ビデオ会議サービスに関する Pexip のデータ処理契約（Data Processing Agreement: 以下 DPA）は、

GDPR 義務に関する Pexip のパートナーへのコミットメントを明確に説明し定義しています。それには、

法律の遵守、個人データの処理、海外への個人情報の転送、サブプロセッサーの使用、セキュリティ対

策とアクセス制御、データ主体の権利、およびパートナー監査が含まれます。 

データ保持 
通話詳細記録（CDR）と契約終了したユーザーアカウントの個人データは、Pexip により Pexip ビデオ会

議クラウドシステム内に 2 年間保存されます。パートナーの指示があった場合、関連するデータ保持法

（簿記データに関する法律など）、あるいは政府の要求や調査により、個人データが長期間保存される

場合があります。パートナーが個人データをダウンロードしてローカルで処理する場合、パートナーはサ

ービスに使用されるデータ保持ポリシーを遵守する責任があります。 
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データ保護の影響評価 
Pexip は個人データが処理されている活動を評価し、そのような処理活動が個人のプライバシーの権利

に対して高いリスクをもたらす可能性がある場合にデータ保護影響評価（DPIA: Data Protection Impact 

Assessment）を実施する正式なプロセスを持っています。 

個人データ侵害の報告 
GDPR では、プロセッサーのセキュリティ被害に起因する個人データ侵害を認識した場合、プロセッサー

は遅滞なくコントローラーに通知する必要があります。 Pexip は、Pexip データ侵害ポリシーに従って、

影響を受ける個人が属するパートナーに通知します。 

データ主体の権利 
GDPR は、個人データがどのように処理されているかを管理するという個人の権利にすべて関係してい

ます。 データ主体が要求できる権利はいくつかあります。アクセス権、是正の権利、忘れられる権利、

処理を制限する権利、データの移植性に対する権利、反対する権利、適切な意思決定の権利、苦情を

申し立てる権利、です。Pexip は、処理の性質を考慮し、データ主体の要求に応じるというパートナーの

義務の履行を可能にするためにパートナーを支援します。 

データ保護責任者 
データ保護責任者（DPO: Data Protection Officer）の職務は、Pexip のプライバシーコンプライアンスを

管理する専用のリソースによって Pexip 内で管理されています。 

プライバシー保護法 
前述の個人データは、以下のプライバシー保護法に従って処理されます。 

• Pexip は、個人データおよび CDR の処理を伴うパートナー向けのサービスを提供し、それによ

り一般データ保護規則（EU 2016/679）（「GDPR」）第 4 条（8）に従ってデータプロセッサーとして

機能します 

 

• 個人データのいかなる処理に対しても、プライバシーに関する EU GDPR（EU 2016/679）および

2018 年 6 月 15 日のノルウェー個人データ法 38 番（「個人情報保護法」）に基づく当事者の義

務を確実にするものとします 

 

• 収集、登録、コロケーション、保管、開示、またはこれらの組み合わせ（プライバシーポリシーに

記載）を含む CDR には、ノルウェーの安全なデータセンターからアクセスします。アクセスは

GDPR およびノルウェーの個人情報保護法に準拠しています 
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データへのアクセス 
Pexip クラウドのインフラストラクチャーおよび生データへのアクセスは、Pexip 運用開発（DevOps）およ

びテクニカルサポートエスカレーションスタッフに限られています。 これらのスタッフは、まず VPN 経由

で Pexip サービスの要素にアクセスし、それ以降は SSH 経由の安全な端末セッション、および HTTPS

経由の Web ベースの UI セッションでアクセスします。 情報へのアクセスは、最小権限の原則によって

制御されます。これは、ユーザーが自分の責任を果たすために必要な最小限のアクセス権のみは必要

なことを意味します。 

これらの指定された担当者は、ユーザーの勤務先電子メールアドレスに関連付けられたクイックレスポ

ンス（QR）コードのスキャンと、30 秒ごとにランダムに生成される 2 ファクタ認証（2FA）メカニズムを利用

して、HTTPS による Web ベースの UI セッションを通じてデータにアクセスできます。このような安全なア

クセス手段を使用することで、許可された当事者だけがエンドユーザーの加入者データを認証しアクセ

スすることができるようになります。 

ユーザーデータにアクセスするための主なエンドユーザー向け管理インターフェースは、MyPages と呼

ばれる Web ベースのツールです。 このツールを使用して、エンドユーザーは自身のプロファイルと使用

履歴を確認することができます。また、組織全体の管理者権限が設定されている場合は、Pexip サービ

スの加入者全員のプロファイルと使用履歴を確認が可能です。 MyPages ツールは、HTTPS を介してそ

のようなデータへの認証済み（サインイン）ユーザーアクセスを提供します。 

 

MyPages Web ツールによるサインインは、シングルサインオン（SSO）機能もサポートします。この機能

では、エンドユーザーの電子メールアドレスまたはビデオアドレスを企業のアイデンティティプロバイダ

（IdP）に対して認証し、ユーザーにアクセス権があることを確認します。現在の SSO 機能は SAML 2.0

を基盤技術として使用しており、G-Suite、PingFederate、Azure AD、Shibboleth、および ADFS ID プロ

バイダーをサポートすることが実証されています。 
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ビデオ機器の登録 

SIP TLS と SRTP を使用した通信のプライバシー 
Pexip サービスは、複数のベンダーのソフトウェアベース（ソフトクライアント）およびハードウェアベース

（エンドポイント）のビデオデバイスの直接登録をサポートし、クラウドベースの通話制御、処理、そして

シグナリングおよびメディアの相互運用を提供します。本サービスで使用されるネイティブのシグナリン

グプロトコルは SIP であり、SIP TLS を介した暗号化されたシグナリングを要求することでセキュリティが

強化されます。ビデオおよびオーディオメディアの場合、ペイロードは AES-128 規格に暗号化されるた

め、SRTP メディアストリームが生成されます。 

TLS プロトコルを使用すると、クライアントサーバーアプリケーションは盗聴や改ざんを防ぐように設計さ

れた方法でネットワークを介して通信を行います。Pexip は、（デフォルトで）SIP TLS を使用した暗号化

シグナリングと、SRTPを使用した暗号化メディアを有効にすることによって、すべてのビデオおよびオー

ディオ通話のプライバシーを保証します。 

SIP TLS は、セキュリティで保護された Web メールアクセスまたはオンラインバンキングアクセスで毎日

使用されている HTTPS と同じように機能します。これは、SIP TLS の全体的なセキュリティモデルがデ

ジタル証明書検証プロセスに基づいているためです。 

Pexip サービス加入者は、X509v3 デジタル証明書（IETF 標準 5280）を使用することによって、TLS（IETF

標準 5246）保護ソケットを使用してエンドポイントを Pexip クラウドに接続することが可能です。 Pexip サ

ービスの顧客に対する正しい検証を保証するために、証明書は Pexip の従業員によってリリース、検証、

およびアップロードされます。 

TLS を介した SIP シグナリング通信は、不正な第三者からの機密情報へのアクセスを防止するという大

きな価値を提供し、またPexipサービスを使用して送信されるすべてのデータ（ビデオ、オーディオ、およ

びプレゼンテーション）のプライバシーを保証する SRTP メディア暗号化のための安全な鍵交換方式を

提供します。 

データフローの暗号化と復号において、機密性の提供のため、SRTP/SRTCP はデフォルトの暗号とし

て AES を使用しています。 

 

ファイアウォールトラバーサルのサポート 
セキュリティをより強固にすることを目的として、Pexip は、機器をサービス拒否攻撃（以下、「DoS 攻撃」

と記載します）やその他の許可されていないアクセスから保護するために、ファイアウォールの内側に

機器を設置して利用することを推奨します。 

Pexip 呼制御サービス(以下、「VccS」と記載します)は、インターネット上のさまざまな SIP 攻撃に対抗し、

Pexip サービス上で有効になっている機器をそのような攻撃から保護・フィルタリングするように設計さ
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れています。また、ネットワークトラフィックについても、不審なトラフィックやサービスへの脅威、ポリシ

ーに違反するものを特定できるように自動的に監視しています。 

Pexip サービスは、ソフトウェアクライアントとクラウドサービスに登録された端末に対して、ネイティブな

ファイアウォールトラバーサルをサポートします。そのようなビデオ端末は、ファイアウォールの内側から

でもシームレスに操作できるように構成されているため、機器をファイアウォールの外側に配置する必

要性はありません。 

 

 

安全なファイアウォールの内側で、ビデオ端末は侵入や DoS 攻撃から保護されます。利用者端末の複

雑性を軽減するため、VccS はリアルタイムの音声ならびに映像トラバーサルのための Traversal Using 

Relay NAT(以下、「TURN」と記載します)の動的な実装を実施しています。このことにより、安全にファイ

アウォール越えができるだけでなく、ソフトウェアクライアントやビデオ端末のソフトウェアに対する幅広

いバージョンのサポートも可能となります。VccS は、フルコーン NAT や制限付きコーン NAT、ポート制

限付きコーン NAT といった全ての主要なファイアウォールに対応できるように設計されています。 

Pexip サービスで利用されるポートやサービスに関する詳細については、最新のファイアウォールルー

ルを参照してください。ファイアウォールルールを参照する際は、次の点を考慮してください。 

a. Pexipのサービスネットワークとの通信の許可を明示的に設定しなくてはならないファイアウォー

ルについては、プライベートネットワークから Pexipクラウド方向(内側から外側)のみ設定する必

要があります。 Pexip サービスネットワーク側から一方的に機器に接続することはありませんの

で、外側から内側に向けたトラフィックの許可のためのルールを設定する必要はありません。両

ネットワーク間の通信経路は、プライベートネットワーク内から Pexip サービスネットワークに対

して確立され、キープアライブによって維持されます。 

b. Pexip サービスネットワークによって利用される接続先 IP アドレス範囲は、全て Pexip に属して

います。Pexip によって管理されている現時点のサービスだけでなく、今後追加される追加サー

ビスについても、この IP アドレス範囲内から提供されます。もし、ファイアウォールルールにある

全アドレス範囲を含んだファイアウォールルールが定義できれば、その組織は一度だけルール

を設定すればよく、将来の Pexip サービスネットワークの進化に伴う変化にも対応できます。 
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ビデオ機器のパラメータとファームウェア 
Pexip のサービスインフラは、登録ビデオ端末に対して、ビデオクラウド上で動作するために必要なパラ

メータのみを設定します。この設定情報には、サービスインフラ上で端末を特定するためのユニークな

ID や、呼制御情報を含みます。 設定するパラメータには以下を含みます。 

a. 端末名称 

b. SIP URI 形式のビデオアドレス 

c. サポートする暗号化方式 

d. 最大送受信サイズ 

e. コーポレートアドレス帳 

f. NTP サーバーアドレス 

g. 接続する PoP（SIP Proxy） 

h. 接続確認間隔（Heatbeat） 

Pexip のサービスインフラは、ビデオ端末のファームウェアの管理を利用者に任せています。そのため、

利用者は任意の UIを利用可能です。Pexip のサービスインフラでは、ビデオ端末は直接インフラに登録

するために必要なファームウェアの最低バージョンより新しいものでなくてはいけません。また、既知の

セキュリティの脆弱性を修正しているファームウェアを使用することを推奨しています。 

 

My Meeting Video ソフトウェアクライアントでのサインイン 
My Meeting Video (以下、「MMV」と記載します)は Pexip 社が開発した Pexip のビデオサービス専用ア

プリケーションです。対応 OS は、Microsoft Windows、Apple Mac OS、Android (Smartphone/Tablet)、

iOS(iPhone/iPad)です。Pexip の契約ユーザーは、登録したメールアドレスもしくはビデオアドレスとパス

ワードでサインインすることにより、サービスインフラ上でビデオ通話を発信したり受信したりすることが

できます。 
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MMV は、シングルサインオン（SSO）によるサインインをサポートしています。SSO では、契約ユーザー

のメールもしくはビデオアドレスを IdP(Identify Provider)に照会して、ユーザーが Pexip のサービスクラ

ウドへのビデオ登録を許可されているか検証します。現在の SSO は基盤技術として SAML2.0 を採用し

ており、G-Suite、PingFederate、Azure AD、Shibboleth、および ADFS IdP への連携を検証してあります。 

 

通話シナリオとセキィリティ体制 
外部のビデオ会議システムとの接続性は Pexip のビデオサービスのコアとなる強みであり、価値になり

ます。もっとも高い接続性を提供することを Pexip のビデオサービスの理念としています。この理念に沿

い、Pexip は、Pexip のサービスインフラ上にある暗号通信可能なビデオ端末が、Pexip のサービスイン

フラ外の機能上、あるいは制約上の理由により暗号化機能を持たないビデオ端末と通信することを許

可しています。さまざまな通話フローの可能性や、その結果起こりうる暗号化の状況について理解する

ことは重要です。 

 

 

ポイント・ツー・ポイント通話 
Pexip Service は、クラウドサービスに直接登録された加入者グループ間での、ポイント・ツー・ポイント

（以降 PtP）の通話、および加入者と外部の相手との通話をサポートします。 
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オンネット 
Pexip サービス網に直接登録されている加入者グループ間の PtP の通話に関しては、通話はエンドツ

ーエンドで暗号化されることが保証されています。これは、サービスネットワークに登録される映像通信

機器は SIP TLS 通信と SRTP の AES-128 暗号化スタンダードをサポートする、という要件に基づきま

す。 

オフネット 
外部の相手との PtP の通話に関しては、Pexip サービスは外部の SIP, H.323 映像通信機器と連携しま

す。SIP のみの通話は Pexip クラウド加入者が登録した SIP プロキシサーバー経由で接続します。SIP

から H.323 への通話は、Pexip クラウド加入者が登録した SIP プロキシサーバーと、SIP と H.323 の変換

を行う相互接続ゲートウェイを通じて接続されます。相互接続ゲートウェイは H.235のセキュアな信号通

信や、SRTP をサポートすることができます。外部の相手との PtP の通話をする際に、その相手が暗号

化に対応している場合は、その通話はエンドツーエンドで暗号化されます。外部の相手が暗号化に対

応していない場合は、接続することはできますが、その通話は暗号化されません。使用するデバイスの

UI を確認し、暗号化が有効になっているかどうかを把握したうえで、会話を進行させるかどうかを決定

することは、Pexip クラウドの加入者の責任において行う必要があります。通話の暗号化ステータスの

代表的な通知は、ディスプレイに表示される鍵マークや、デバイスの通信情報の統計ページで見ること

ができます。 
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仮想会議室通話 
映像通信機器のクラウドベースの登録に加えて、Pexip サービスは仮想会議室（VMR）としてクラウドベ

ースの映像ブリッジ機能も提供します。VMR は複数の参加者の交流とコラボレーションを可能にすると

ともに、H.323/SIP 利用者、Skype for Business（以降 S4B）利用者、WebRTC 利用者、一般の電話回線

利用者、外部音声ブリッジ利用者を含む、異なる映像・音声グループとの相互接続のためのプラットフ

ォームの役割も果たします。 

VMR の現在の方針では、相手が対応している場合は、参加者と暗号化についてネゴシエーションを行

うことになっています。VMR に接続しているそれぞれの相手は、VMR の通話処理を行う多拠点制御装

置(以下、「MCU」と記載します)との PtP 通話をしているとみなされます。よって、もし相手が暗号化をサ

ポートしていればその参加者と VMR の通話は暗号化されます。もし相手が暗号化をサポートしていな

ければ、接続することはできますが暗号化はされません。一般の電話回線からの参加者は、技術上暗

号化されない音声のみの参加者として VMR に参加することになります。 

VMR 通話のセキュリティ 
Pexip サービスは、VMR を管理する利用者用ツールを提供しています。My Pages と呼ばれるこのツー

ルは、アクティブな VMR セッション上で参加者リストをレビューするための認証された(サインインした)ホ

スト機能を有しています。また、個々の参加者を抽出する機能を提供し、新しい参加者が参加できない

ようにセッション全体をロックすることができます。VMR セッションの管理者は、参加者全員がセキュリテ

ィおよび会議の出席要件を満たすまで、参加者リストをレビューおよび操作することができ、またミーテ

ィングが終了するまでセッションをロックすることが可能です。 
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VMR はアクセス制限するために開催者およびゲスト PIN コードの設定もサポートしています。サポート

されている組み合わせを以下に提示します。 

ホスト PIN 設定 ゲスト PIN 設定 VMR へのアクセス 

未設定 未設定 誰でも直接 VMR への参加が可能 

設定 未設定 開催者が PIN コードを入力するまで、す

べての参加者は VMR の入口で待機 

設定 設定 参加者全員 PIN コードの入力が必要。ま

た、開催者が参加するまで VMR セッショ

ンはスタートしない 

 

VMR の管理者は、新しい VMR セッションがそれぞれ異なるホスト/ゲスト PIN プロファイルを持つことが

できるように、 MyPages ツールを利用して PIN コードを変更することができます。適切な PIN コードを知

っている参加者のみが VMR に入ることができ、そうでない場合は、有効な PIN の入力を要求する VMR

入室前ページが表示されます。有効な PIN が入力されない場合は、短い制限時間ののちに接続が切

断されます。 

 

 

0000000000 
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オンネットからの VMR 参加者 
Pexip サービスネットワークに登録された加入者同士の通話では、参加者からの VMR へのコールは、

エンドツーエンドで暗号化されることが保証されています。これはサービスネットワークに登録されたビ

デオデバイスが SIP TLS シグナリングと SRTP の AES-128 暗号化規格をサポートしていることを前提

としています。 

H.323/SIP を利用したオフネットからの VMR 参加者 
前述のように、外部との PtP コールの場合、Pexip サービスは外部 SIP および H.323 ビデオデバイスと

連携します。外部からの参加者が VMR へコールする場合は、外部参加者と VMR へのコールを操作す

る MCU リソース間の PtP コールとしてみなされます。外部参加者が暗号化をサポートできる場合は、こ

の VMR コールは暗号化されます。外部参加者が暗号化できない場合は、コールは接続できますが、こ

の VMR コールは暗号化されません。 

Skype for Business からの VMR 参加者 
Microsoft Skype for Business ユーザーは、相互接続ブリッジとして働く Pexip VMR の機能を利用するこ

とにより、Pexip クラウドサービス加入者と会議をすることが可能です。オンプレミスと Office365(クラウド

ベース)のいずれにおける S4B も、Pexip サービスによってサポートされています。外部の S4B ドメイン

が Pexip 独自の S4B 環境と連携するだけで、外部の S4B ユーザーは簡単な URI アドレスをダイヤル

し、VMR 上の他の参加者と会議をすることが可能です。オフネット通信を利用する他のケースと同様に、

VMR へのコールの暗号化ステータスは、S4B ユーザー側の暗号化機能に依存します。しかしながら、

最近の S4B では、通常暗号化をサポートしていることが確認されています。 
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Web ブラウザからの VMR 参加者 
Pexip クラウドサービスは、Web ブラウザベースでの参加を、複数のブラウザプラットフォーム上でサポ

ートしており、VMR コール上の他のユーザーと会議やコラボレーションすることを可能にします。Google 

Chrome、Mozilla Firefox、Opera Web ブラウザに関してはそれぞれが持ち合わせている WebRTC テクノ

ロジーのサポートを活用し、Microsoft Internet Explorer および Apple Safari に関しては Web ブラウザプ

ラグインを提供しています。エンドユーザー向け Web ブラウザビデオインターフェイスは、MyPages と呼

ばれる Web ツールを使用しています。これは、使用されている特定のブラウザに関係なく、共通の見た

目や使い心地を提供しています。Web ブラウザベースのビデオサービスは、Pexip によって作成された

Web ツールによって管理されるため、VMR へのこれらのコールは暗号化され、安全であることが保証さ

れています。 

PSTN ダイヤルイン参加と外部オーディオブリッジ 
Pexip サービスは、PSTN ダイヤルイン接続と、外部オーディオブリッジサービスへのダイヤルアウト接

続が可能です。この技術の従来の性質により、これらを介したトラフィックは暗号化されていません。

VMR の管理者は、参加者リストを見て、ダイヤルイン PSTN 参加者が VMR セッションに参加しているか

どうかを確認し、参加者の接続を維持するかどうかを判断する必要があります。外部オーディオブリッジ

接続の場合、この連携は VMR 管理者によるダイヤルアウト処理として開始されます。したがって、管理

者は接続を続行するかどうかを意識的に決定する必要があります。 

 

VMR 参加者の暗号化について 
以下の表で、参加者の接続タイプ毎に想定される暗号方式について記載します。 

参加者の接続タイプ 暗号化状態 暗号化方式 

オンネット: 登録端末(アプリおよび専用

ハードウェア) 

暗号化 SIP TLS シグナリング 

セキュア RTP (AES-128) 

オフネット: H.323/SIP で Pexip のサービ

スクラウド外から接続する端末(アプリお

よび専用ハードウェア) 

接続相手先の対応状

況による 

SIP TLS/H.323 H.235 シグナリン

グ 

セキュア RTP (AES-128) 

Microsoft Skype for Business 暗号化 SIP TLS シグナリング 

セキュア RTP (AES-128) 

Web ブラウザ(WebRTC 対応、プラグイ

ンを導入しているもの) 

暗号化 セキュア HTTP シグナリング 

セキュア RTP (AES-128) 

PSTN および外部オーディオブリッジ 非暗号化 適用外 
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ワンタイム利用 VMR（ダイナミック会議 ID） 
Pexip の VMR サービスはワンタイム利用 VMR の作成もサポートしています。この場合、VMR の会議 ID

は動的に生成されるため、会議に招待されていない参加者によって事前に予測することはできません。

会議の招待状が作成される時点で、Pexip サービス加入者には、通常の VMR のダイヤルイン情報を使

用して招待状を作成するか、ワンタイム利用のダイヤルイン情報を作成するかを選択できます。それぞ

れのワンタイム利用 VMR は、ダイヤルイン情報を知らない参加者にとっては未知の会議室であるため、

非公開の会議室と同等に使用できます。会議の管理者は以前と同様に会議中にワンタイム利用 VMR

をロックでき、参加者リストを確認して個々の参加者を退席させることができます。 
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Pexip クラウドトラフィックの地理的横断 
ビデオ会議の制御信号や、映像データといった映像系サービス、およびアドレス帳や設定情報、課金情

報や監視機能などといった非映像系サービスのため、Pexip のクラウド型ビデオサービスは、PoP 間を

結んだグローバルネットワーク上で展開されています。堅固で可用性が高く、高品質なサービスを世界

各地の加入者に対し提供するために、これらの映像系サービスや、非映像系サービスは一体として構

築されています。通信は国境をまたがる可能性があるため、さまざまなトラフィックフローや地理的事情

を理解することが重要です。 

 

 

 

メディア系サービス 
Pexip の PoP は世界中に設置されており、端末登録、呼制御信号の中継、PtP 接続や VMR 接続にお

ける映像/音声データ処理、異なるビデオ会議システムとの相互接続などさまざまな機能を提供してい

ます。PexipのPoPは EquinixやQ9、Softlayerなど実績のあるデータセンターに設置、運用されており、

PoP間はジッターや遅延、パケットロスなどを低減するQoS付の専用線で接続されています。各施設は

入館に対し、対人セキュリティや、カメラ、写真付 ID カード、ラックへのアクセスキーなど複数のセキュリ

ティ対策が取られています。また、各施設はセキュリティ規格としてよく知られる SOC2 や SSAE16, 

ISO27001 に準拠しています。Pexip の中核となる PoP は、ヨーロッパや北米、中東、アジアやオセアニ

ア地区で冗長構成をとっています。堅牢で可用性の高いサービスを提供するためデータセンター（中核

となる PoP）は完全冗長構成をとるため単独、あるいは複数での運用を可能としています。 
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非メディア系サービス 
データ処理時間の制約が厳しくない非映像/音声系のサービスを提供するためも、Pexip は特定の PoP

に集中させるのではなく、可用性の高いクラウド上に展開された情報システムを構築しています。それ

らの情報システムには、エンドポイントやソフトクライアントのプロビジョニング、アドレス帳、アカウント管

理のためのさまざまな Web ベースのポータルサイトや課金システムを含みます。それらのサービスは

Amazon EC2 や Linode のクラウド上にあるサーバー上で提供しています。これらの情報システムは

Amazon EC2 の 2 つの Availability Zone と Linode クラウドを組み合わせた 3 重の冗長構成をとってい

ます。すべてのサービスは同期され、ホットスワップ可能となっています。 

 

一般的なトラフィックフロー 

ビデオ機器の登録 
ビデオ専用端末またはソフトウェアクライアントは、Amazon EC2 および Linode クラウド上にある Pexip 

プロビジョニングサービスに接続して、登録プロセスを開始します。プロビジョニングサーバーは、着信

要求を処理すると、最も近くの PoP を決定し、クラウドビデオサービス上で一意のプロファイルをビデオ

端末に提供します。その後、ビデオ端末は適切な PoP に接続し、自身を認証し、登録します。ビデオ端

末は、キープアライブの交換を介して PoP との接続を維持し、プロビジョニングサービスに定期的にチェ

ックインして、適用されるプロファイルに変更があるかどうかを判断します。 
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上記のプロセスより、クラウドビデオサービスに登録されるビデオ専用端末またはソフトウェアクライア

ント間のトラフィックに関して、以下のことが言えます。 

a. プロビジョニングリクエストは、ビデオ端末と Amazon EC2 および Linode クラウド上にあるプロビ

ジョニングサーバー間で行われます。この 2 つのクラウドサービスは、西ヨーロッパにあります。 

b. 端末登録およびキープアライブは、ローカルのビデオ端末と、最も近い PoP との間で交換され

ます。米国やカナダなどのような大きな国にあるビデオ端末に関しては、このデバイスと PoP は

同じ国内にある可能性があります。他の国のユーザーの場合、最も近い PoP が 1 つ以上の国

境をまたがった先にある可能性があります。 

 

ポイント・ツー・ポイント通話 
Pexip クラウドビデオサービス上に登録された 2 つのビデオ端末間の通話は、ひとつ、もしくは複数の機

器をまたがる制御信号の中継か、あるいはひとつ、もしくは複数の PoP への映像/音声の転送によって

行われます。この通話について以下に説明します。 

a. 最初の SIP シグナリングは、発信者と着信者側の PoP との間で発生します 

b. 最初の SIP シグナリングの中継は着信者側の PoP から最寄りの上流の SIP 中継ノード間で発

生します 

c. SIP 中継ノードは、着信側が前回最後に接続していた PoP に SIP シグナルをリダイレクトします 

d. SIP シグナリングシーケンスの最後のステップで、着信側に通知します。 これは、着信者と着

信者側の PoP との間で行われます  

e. 応答は、ステップ (a)-(d) で示されるように、同じ経路に沿って逆方向に信号を送ります 

f. 映像/音声データは、PoP 間を繋ぐ帯域保証された QoS ネットワーク上を直接流れます 

通話の場所によっては、制御信号と映像/音声のトラフィックは、国境を越えることがあります。複数の

PoP が存在する米国やカナダのような大きな国であれば、制御信号と映像/音声の通信は国内にとど

まります。通話シナリオに関するセクションで前述したように、この通話フローは On-Net と見なされ、暗

号化テクノロジーをエンド・ツー・エンドで使用することが保証されます。 

Pexip クラウドビデオサービスに登録されているビデオ端末と外部の相手との直接通話は、直接登録さ

れた２つのビデオ端末と同様に行われます。しかし、プロトコル変換が必要な場合には、第 2 の PoP の

代わりに、サービスネットワーク内の相互接続ゲートウェイによって、制御信号および映像/音声の処理

をすることができます。Pexip サービスが最適な映像、音声品質を提供する経路を最適化するため、外

部の相手に最も近い場所の相互接続ゲートウェイが呼び出され、制御信号と映像/音声は国境を越え

る可能性があります。通話シナリオに関するセクションで前述したように、この通話フローは Off-Net と

見なされ、外部の相手が暗号化をサポートする限り、エンドツーエンドで暗号化テクノロジーを使用しま

す。外部の相手が暗号化をサポートしていない場合、Pexip サービスネットワーク内では制御信号と映

像/音声フローは暗号化されますが、外部の相手と、相手から最も近い PoP または相互接続ゲートウェ

イまでの制御信号と映像/音声は暗号化されません。 
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VMR 通話 
VMR で行われる多拠点ビデオ通話は、参加者のビデオ端末から多地点制御装置（Multipoint Control 

Unit: 以降 MCU）への複数の PtP 通話とみなすことができます。これらの PtP 通話は Pexip サービスネ

ットワーク上で束ねられ、1つのブリッジ(VMR)として提供されます。VMRの全体的なセキュリティは参加

者の接続方法に依存します。 

a. Pexip に直接登録されているビデオ端末同士が通話する場合、すべてのビデオ端末は、安全な

通話のために制御信号と映像/音声を暗号化されます。 

b. デバイスの制限や設計によって暗号化できないビデオ端末がいる通話の場合、暗号化できな

い端末と VMR との間の通話は暗号化されません。 

c. STN ダイヤルイン端末がいる場合、この技術は暗号化をサポートしていないため、この通話は

暗号化されません。 

VMR セッションの制御信号と映像/音声フローは、対象の参加者や地域を確認することによって分析で

きます。複数の国から参加している通話では、制御信号と映像/音声トラフィックが国境を越えることは

明らかです。全ての参加者が米国やカナダなどの大きな国にいる VMR セッションについては、制御信

号と映像/音声が国内に留まります。 

「通話シナリオ」 および 「VMR コールのセキュリティ保護」 セクションで前述したように、利用者向けツー

ルである My Pages 上で VMR のセッションを管理することができます。ツールでは適切な参加者のみが

会議に参加していることを確認できます。VMR 管理者は、会議参加者のリストを確認し、参加すべきで

ない参加者を削除し、新しいユーザーが参加できないように VMR セッションをロックすることができます。 
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ライブストリーミングと録画機能 
Pexip の VMR サービスは、外部のサードパーティ製ストリーミングおよび録画サービスとの統合を構成

するための機能を提供します。この機能を使用して、VMR 会議管理者は、会議のコンテンツを大量の

視聴者に効率的に配信したり、アーカイブ目的で記録して配布したりできます。このストリーミングおよ

び録音機能のセキュリティ体制に関心がある企業内のセキュリティコンプライアンスグループに対して、

次のことを保証できます。 

(1) Pexip のストリーミングおよび録画機能は、ユーザーが Pexip 仮想会議室（VMR）から、互換性

のあるストリーミングサービスに対しメディアトラフィックを送信し、一般に配信するためのメカニ

ズムとして機能します。サービスが録画もサポートしている場合は、ストリーミングおよび録画機

能を使用して VMR 会議セッションを記録およびアーカイブすることもできます。 

 

ストリーミングおよび録画機能を使用する前に、個々の VMR 所有者は、ストリーミングおよび録

画統合をサポートするストリーミングサービスに手動で設定する必要があります。 

ストリーミングおよび録画機能が進行中の VMR 会議で開始されると、会議参加者全員のセッシ

ョンがストリーミングされ、また録画されていることを認識できるように、VMR セッション自体に明

確な視覚的表示（アイコン）がされます。 

ストリーミングおよび録画機能が有効になっていて、VMR 所有者がストリーミングサービスを設

定している場合、VMR所有者は手動で、またはスケジュールを指定してストリーミングセッション

の開始と停止時間を設定することができます。ストリーミングセッションの予定された開始時間

になっても、VMR 所有者はストリーミングセッションを確認し開始するためにボタンを押さなけれ

ばなりません。ストリーミングセッションが自動的に開始されることはありません。 

(2) Pexip ストリーミングおよび録画機能は、Pexip VMR サービスをサポートする MCU プラットフォー

ムを使用して、リアルタイムメッセージングプロトコル（RTMP）またはセキュア RTMP（RTMPS）ト

ラフィックを使用して、互換性のあるストリーミングサービスに送信します。 

 

(3) Pexip のストリーミングと録画機能の最も密接な統合方法は YouTube Live とのものです。これ

は、Google が所有する YouTube に対し、その使用方法に精通している非常に多くの人々に馴

染みがあり、ストリーミングおよび録画のための使用方法について十分にドキュメント化されて

いるためです。 

Pexip MyPage と YouTube Live のストリーミングと録画の統合は、記録された YouTube ビデオ

のプライバシー設定を限定公開にします。つまり、VMR 会議セッションのコンテンツ所有者は、

動画を目的の視聴者に配布するための YouTube の URL を持つことになります。所有者が後で

動画を一般公開することを決定しない限り、YouTube での検索で動画を見つけることはできま

せん。所有者には、YouTube にサインインして動画を完全に非公開にするか、YouTube に保存
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されないように録画した動画をダウンロードしてから削除することもできます。その後、所有者は

ダウンロードした録画ビデオを必要に応じアーカイブ/配布できます。 

 

(4) 上記のセクション（2）で参照した一般的なストリーミングサービスのいずれもが受け入れられな

い場合、エンドユーザーは、独自で管理し直接制御するストリーミングインフラストラクチャーを

使用することもできます。ストリーミングおよび録画機能を使用しているエンドユーザーが、テス

ト済みでサポート可能なクラウドベースのオプションの 1 つではなく、独自のストリーミングサー

ビスを提供したい場合、MyPages とそのストリーミングおよび録画機能を設定できます。インタ

ーネットを介して公に到達可能である限り、メディアストリームを VMR から企業のプライベートス

トリーミングサービスに送信します。エンドユーザーは、プライベートストリーミングサービスを指

定するように、MyPagesでカスタムストリーミングおよび録画プロファイルを手動で設定する必要

があります。 
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Microsoft と Google ゲートウェイサービス 
*注：Microsoft Teams ブリッジ、および Google Hangouts Meet ブリッジはリコーで提供しておりません 

Pexip サービスは、Microsoft および Google のビデオ環境用のビデオゲートウェイサービスを提供しま

す。これにより、両社にネイティブではないビデオテクノロジーを使用した外部の通話者が会議に参加

できるようになります。つまり、Microsoft Skype for Business または Teams ブリッジ、または Google 

Hangouts Meet ブリッジで会議の開催中に、従来の標準ベースの SIP/H.323 ビデオ機器を使用して同

会議に参加できるようにしたい場合は、Pexip サービスを使用して相互接続を実現することができます。

このワークフローでは、Pexip サービスが、ゲートウェイ機能として単に情報交換のための安全なパイプ

として提供され、通話が終了した後も機密情報が保持されることはないという理解の下で動作します。 

(1) 収集または生成される唯一のデータは、このホワイトペーパーの「データの種類と保管につい

て」のセクションで説明されているガイダンスに従います。 

 

(2) 発信側の暗号化ステータスは、このホワイトペーパーの「通話シナリオとセキュリティ体制」の

「ポイント・ツー・ポイント通話」で説明されているガイダンスに従います。つまり、発信側がオン

ネットで Pexip サービスに登録されている場合、暗号化が実施され保証されます。オフネットの

場合、発信側が暗号化をサポートおよびネゴシエーションする場合、ゲートウェイサービスはそ

れを尊重します。オフネットで発信側が暗号化機能をサポートしていない場合でも、ゲートウェイ

サービスは引き続き通話を接続しますが、エンドツーエンドの接続は安全ではありません。 

 

(3) シグナリングおよびメディアが通過する地域に関するガイダンスは、このホワイトペーパーの

「Pexip トラフィックの地理的横断」のセクションの説明に従います。詳細は以下のとおりです 。 

 

ゲートウェイサービスタイプ 発信側の要件 シグナリングとメディア処理 

Microsoft Skype for 

Business 

Pexip サービスに登録されて

いるエンドポイント 

エンドポイントのシグナリング

とメディアは、このホワイトペー

パーの「Pexip トラフィックの地

理的横断」のセクションのガイ

ダンスに従います。 

ゲートウェイトランスコーディン

グリソースは「データの種類と

保管について」で説明した

Pexip PoP にあります。 
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ゲートウェイサービスタイプ 発信側の要件 シグナリングとメディア処理 

Microsoft Teams 

Pexip サービスに登録され

ているエンドポイントまた

はソフトクライアント 

エンドポイントのシグナリングと

メディアは、このホワイトペーパ

ーの「Pexip トラフィックの地理

的横断」のセクションのガイダン

スに従います。 

 

Microsoft では、Teams コネクタ

を Azure に配置する必要があり

ます。現在 Pexip では、Teams

コネクタとゲートウェイトランスコ

ーディングリソースは次の場所

にあります。 

 

• 西ヨーロッパ（アムステルダ

ム） 

• US East 2（バージニア州） 

• オーストラリア東部（シドニー

近郊のニューサウスウェー

ルズ） 

• 東南アジア（シンガポール） 

 

これらは既存の Pexip PoP の

場所であるため、Pexip サービ

スネットワークを Azure にブリッ

ジするネットワークパスの露出

は最小限に抑えられます。 

 

シグナリングおよびメディアトラ

フィックは、最も近い地理的な

PoP および Azure リソースを使

用します。 

Microsoft Teams 
独自の通話制御サービス

を利用する外部利用者 

外部の発信者は、ゲートウェイ

サービスにアクセスするため

に、最も近い Pexip PoP から

Pexip サービスネットワークを利

用します。 

その後、Microsoft Teams への

ゲートウェイサービスをサポート

する最も近い Azure リソースに

アクセスする際に、Pexip で保護

された QoS ネットワークを経由

します。 
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ゲートウェイサービスタイプ 発信側の要件 シグナリングとメディア処理 

Google Hangouts Meet 

Pexip サービスに登録され

ているエンドポイントまた

はソフトクライアント 

エンドポイントのシグナリングと

メディアは、このホワイトペーパ

ーの「Pexip トラフィックの地理

的横断」のセクションのガイダン

スに従います。 

 

ゲートウェイトランスコーディン

グリソースは、Microsoft Teams

ゲートウェイサービスで使用さ

れている Azure の場所と同じ

Google Cloud Platform（GCP）の

場所にあります。 

これらは、既存の Pexip PoP の

場所であるため、Pexip サービ

スネットワークを GCP にブリッ

ジするネットワークパスは、オー

プンインターネット上での露出が

最小限に抑えられます。 

 

シグナリングおよびメディアトラ

フィックは、地理的に最も近い

PoP および GCP リソースを使

用します。 

Google Hangouts Meet 
独自の通話制御サービス

を利用する外部利用者 

外部の発信者は、ゲートウェイ

サービスにアクセスするため

に、最も近い Pexip PoP から

Pexip サービスネットワークを利

用します。 

その後、Google Hangouts Meet

へのゲートウェイサービスをサ

ポートする最も近い GCP リソー

スセットにアクセスする際に、

Pexip で保護された QoS ネット

ワークを経由します。 
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開発と品質保証の理念 
グローバルサービスにおける最も重要な要素の一つに、サービスの新規開発や保守を管理するプロセ

スがあります。このプロセスは、サービスの信頼性や機能の継続性だけでなく、セキュリティにも影響を

与えます。サービスの機能を開発・進化させながら、あらゆる努力によって新たな脆弱性の発生や既存

セキュリティ対策の低下を防いでいます。 

 

開発プロセス  
Pexip は開発プロセスの向上に自動化は欠かせないと考えています。いかなる新機能、改善、変更、あ

るいはバグ修正も、その動作を検証するための複数のテストが書かれ、機能とともに開発環境に正しく

反映された時に初めて完成形とみなされます。つまりコードの中で認識・解決されているバグも、再発を

確実に防止するためのテストケースとコード修正が正しく書かれるまで、完全に修正されたとはみなさ

れません。このような取り組みは、ソフトウェアの品質を損なうことなく開発環境をダイナミックに変化さ

せることができます。 

新しいコードがソフトウェアのコードベースに反映されると、自動的にテストが行われ、そのコードが期待

通り動作することの検証と、Pexip 社のプラットフォーム内の他のコンポーネントに影響を与えないことを

確認します。そのテストでエラーが確認された場合、その問題にはすぐにフラグが立てられ、そのコード

の開発担当者に調査依頼が通知されます。これらのテストの結果はすべて Pexip 社内のダッシュボー

ドに公開され、実行中のすべてのテストに関する現在の状況、待機中のすべてのテスト、そして最新の

テスト中に発生した問題がわかるようになっています。 

Pexip インフィニティソフトウェアは、毎晩、ビルドプロセスを実行し、Pexip 社内の開発、品質保証、試験

用プラットフォームにデプロイされます。ここではキャパシティテストやスケールテスト、通話品質テスト、

接続性テストを含むさまざまな自動テストが夜間に行われます。翌日には Pexip の技術チームは、構

築されたプラットフォームを社内会議で使用し、これらのテスト中に問題が発生すると、対応を優先付け

するため、適切な開発者あるいはチームに自動的に報告されます。 

Pexip プラットフォームのビルドは週次で自動で行われ、その際に長時間のパフォーマンステストやスケ

ールテストを行っています。Pexip プラットフォームの継続的で安定的な稼働を保証するために、何千回

もの通話接続や、数日間にわたり通話を継続するテストが含まれています。これまでと同様に、これら

のテスト中に発生したエラーや問題は、速やかに対応の優先付けをするため、適切な開発者やチーム

に自動的に報告されます。 

Pexip は今後のソフトウェアのリリースに向け、できる限り頻繁に、月に 1～２回を目安としてベータ版を

公開しています。ベータ版はお客様向けのデモ環境に取り込まれますが、社内の検証環境やテスト環

境、本番サービスに取り込まれることはありません。デモシステムを使った社内のビデオ通話、お客様

へのデモなどでは、ベータ版を実際使うネットワーク環境下で使用します。現実的な環境で使用するこ

とで、Pexip 社の検証環境では再現できない、あるいは再現不可能な問題を特定することができます。
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問題が発見された場合は Pexip 社内のバグ追跡システムを通じて報告され、修正のため適切なエンジ

ニアやチームが決められます。 

サービスのリリースと保守プロセス  
Pexip の DevOps チームは Pexip クラウドサービスの運用・保守を担当しています。Pexip インフィニティ

ソフトウェアのプラットフォームを開発するチームとは異なった独立した管理体制を持つ組織になりま

す。  

Pexip クラウドサービスへの変更・新機能の実装プロセスは、サービス品質を保つため厳重に行われま

す。すべての変更に対する実施と検証は、アルファ版とベータ版の 2 つの品質保証環境の中で、本番

サービスへの移行前に行われなければなりません。アルファ版のテストに合格すると、ベータ版のテス

ト環境に移行し、新たな評価が行われます。この段階でテスト不合格となった場合、変更には見直しと

修正のフラグが立てられ、アルファ版での再テストがスケジュールされます。アルファ版とベータ版の両

方のテストに合格した場合のみ、Pexip の本番サービスへのデプロイの候補となります。本番サービス

への実装プロセスと結果は、ドキュメント化され、承認されますが、それらの処理は別々の人物によって

行われます。メンテナンス時間中に実装が行われると、その変更に対し、正常動作を確認するためのテ

ストが行われます。その後はお客様の利用状況とテクニカルサポートのチケットを厳密に監視します。

もし優先度の高い問題が発生し、それが新しい変更との関連が考えられる場合は、緊急変更プロセス

にしたがって元の状態に戻されます。 

 

サービスの変更と停止はオンラインで Pexip ステータスページ（https://status.pexip.com）にすべて記

録されます。投稿された内容は、お客様とパートナーの連絡先に基づいてお客様・パートナー・ Pexip 

内部にメールで通知されます。 

 

 

 

 

 

サービスネットワークの監視と保守 

ネットワークセキュリティと侵入検知システム 
Pexip サービスネットワークは、OSSEC と Suricata の侵入検知システム（IDS）ソリューションを世界中

に展開されたインフラストラクチャーを維持する戦略の一環として採用しています。 OSSEC はサーバー
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上で各 PoP ロケーションのホストデバイスを監視するために使用され、Suricata はネットワークを監視

するために使用されます。 

Pexip サービスネットワークのインフラストラクチャーを構成する Pexip の物理サーバーと仮想サーバー

は、実績のある安全性の高いサードパーティのデータセンターにインストールされています。 Pexip PoP

に関しては前項のセクションで説明したように、データセンターベンダーには、Equinix、Q9、SoftLayer な

どの有名なプロバイダーが含まれています。キャリアに依存しないサービスプロバイダー、キャリアニュ

ートラルなデータセンター、Equinix などのインターネットエクスチェンジャーを使用することにより、世界

各地の通信者や ISP にピアリング(プロバイダ間の相互接続)が提供され、お客様の拠点から当社サー

ビスへ可能な限り高品質な「ラストマイル」接続性が担保されます。 

これらのデータセンターベンダーは、物理アクセスを制限するだけでなく、SOC2、SSAE16、および

ISO27001 といった最高レベルのセキュリティ認証を維持し、99.9999％以上の平均稼働時間の動作信

頼性を提供する最高のセキュアな環境を保証します。 

各データセンター内で、Pexip は PoP を管理および保護するための他のデバイスとともに、さまざまなサ

ービスをホストする物理サーバーと仮想サーバーを管理しています。各 PoP 内のサービスとデバイス

は、トラフィック量の追跡、ビデオデバイスの登録状況、使用パターンなど、運用チームによって 24 時間

365 日監視されています。サービスネットワークを、使用量と契約者数の増加に対応できるように進化さ

せるため、トレンドパターンは記録及び調査されます。過去の負荷パターンに対して疑わしい変化は、

サービスに対する潜在的な問題と脅威を特定するために、追跡および詳細調査します。 操作の監視と

ロギングには、各種ツールへのアクセスのようなアクティビティの詳細監視、サブスクリプションの作成/

変更/終了、PoP デバイスのトラフィック負荷、システム CPU 負荷、ディスク I / O 率なども含まれます。 

設定されたしきい値を超えたイベントが発生すると、Pexip の技術スタッフにアラートが送信されます。利

用可能な監視情報は集約され、自動ツールを介してアクセスすることができます。それらの監視情報は、

異常なアクティビティが検出されたときにセキュリティ監査の一部として使われます。ログは、Pexip サー

ビス内のすべてのプロダクションデバイス用に毎日生成されます。 
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セキュリティパッチ 
Pexip クラウド内のサービスは、さまざまなオペレーティングシステムプラットフォーム上で実行され、社

内で作成されたアプリケーションと、ハードウェアベンダーによって提供されるアプリケーションで構成さ

れています。すべてのサーバーは、インターネットからサービスネットワークを保護するファイアウォー

ルの内側にあります。アンチウイルスおよびマルウェア検出ソフトウェアは常に最新の状態に保たれて

います。Pexip は、トラフィックスパイク、デバイス登録数の大幅な変更、疑わしいアクセスなど、異常な

アクティビティに対してサービスネットワーク内のデバイスとリソースを詳細に監視します。インフラストラ

クチャーへのアクセスは、DevOps とテクニカルサポートエスカレーションを担当する少数の人に限られ

ており、全てフルタイムの Pexip 社の従業員です。 

Pexip は、ソフトウェアまたはサードパーティのサービスコンポーネントの潜在的な脅威を常に把握する

ため、既知の情報セキュリティ上の脆弱性および脆弱性の参照方法を提供する Common 

Vulnerabilities and Exposures（CVE：共通脆弱性識別子）システムを採用しています。 CVE は、脆弱性

情報データベースであり、Pexip はこのデータベースと共通リストを使うことにより、各々の脆弱性リスク

のあるツール群（ツール、リポジトリおよびサービス）から横断的データを収集することを簡単にします。

CVE と互換性のあるツール、サービス、およびデータベースを使用することで、Pexip のカバレッジが向

上し、他社機接続をより簡単にし、セキュリティが強化されます。 

Pexip は、CVE 通知を監視するだけでなく、Pexip サービスネットワークに展開されているソフトウェアお

よび機器ベンダーからのセキュリティアナウンスを監視します。さまざまなベンダーからセキュリティ通

知が開示されると、Pexip は脅威と露出レベルを評価し、問題を解決するための適切な措置を取ってい

ます。 

実績のあるセキュリティ業界の情報源やベンダーから脆弱性が報告されると、サーバーにセキュリティ

更新プログラムが適用されます。 脆弱性は危険度と可能性の面でランク付けされ、この評価に基づい

てパッチが適用されます。 緊急パッチの場合、全 Pexip 契約者への影響を最小限に抑えることができ

る時間枠で、可能な限り迅速に是正措置が取られるように、メンテナンスウィンドウがスケジュールされ

ます。 この時間枠は、通常、可能な限り多くのグローバルオフィスの通常営業時間外になるように選択

されます。 緊急性の低いパッチは、定期的にスケジュールされたメンテナンスウィンドウに投入されます。 

メンテナンスウィンドウは一般公開の Web サイトで情報公開され、Pexip のパートナー一同が適切な手

配ができるようになります。 
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まとめ 
Pexip クラウドビデオサービスは、グローバルの全契約者へプライバシーへの配慮および個人データ保

護を提供するため、セキュリティ上十分な対策を考慮し設計構築されています。Pexip は契約者の通信

やデータを細心の注意を払って保護しているため、安心してご利用いただけます。またこのことが基本

的な目標であり、同時に本サービスを維持・成長させることに繋がると考えています。Pexip は引き続き

契約者のセキュリティに関するご要望を受け入れつつ、継続的にサービスを改善していきます。そのた

めに、通信の完全性とプライバシーに対する信頼を高め、追加のセキュリティ機能を提供していきます。 

 

 

 

参考サイト 
 マイページ（利用者用ツール） https://adv.ucs.ricoh.com 

 

最新のファイアウォールルール 

 

https://adv.ucs.ricoh.com/test/firewall 

 

サービス稼働状況(全情報) https://status.pexip.com 

 

国内メンテナンス・障害情報 https://blog.ricoh.co.jp/ucsa/maintenance/ 

 

 

 

https://adv.ucs.ricoh.com/
https://adv.ucs.ricoh.com/test/firewall
https://status.pexip.com/
https://blog.ricoh.co.jp/ucsa/maintenance/
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問い合わせ先 

ご購入前の問い合わせ 
リコーテクニカルコールセンター 

0120-892-111 

 

    平日（月～金） 9 時～17 時（土日、祝祭日および弊社休業日を除く） 

    ＊ご利用の際には電話番号を良くお確かめの上、お間違えないようお願いいたします。 

    ＊リコーテクニカルコールセンターの電話番号はフリーダイヤルです。 

    ＊お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさ

せていただいております。 

    ＊お問い合わせ内容は、品質向上のためリコーグループ関係部門で共同利用させていただきます。 

    ＊受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承

ください。 

 

ご購入後の問い合わせ 
リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター 電話 

0120-220-838 

 

平日（月～土曜日） 8 時～18 時（日曜日・祝日および弊社休業日を除く） 

 

リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター メール 

https://webform.ricoh.com/form/pub/e00037/ucs_02?_ga=2.5389747.1277133618.1568704589-

1494428548.1560758223 

 

 

改訂履歴 
2018/2/10 Ver.1.0.0 初版発行 

2019/9/20 Ver.1.2.0 新機能の記載を追加 

2020/07/10 Ver.1.3.0 PoP の追加・削除、開発と品質保証の理念を追加、図を一部変更 

                     

 

https://webform.ricoh.com/form/pub/e00037/ucs_02?_ga=2.5389747.1277133618.1568704589-1494428548.1560758223
https://webform.ricoh.com/form/pub/e00037/ucs_02?_ga=2.5389747.1277133618.1568704589-1494428548.1560758223
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