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 セキュリティとプライバシーについてのホワイトペーパー

ロジクール® Syncは、会議室やロジクールのデバイスを簡単かつ直感的に管理するためのプ
ラットフォームです。安全なクラウドベースのアーキテクチャ上に構築されたSyncを利用
すれば、ビデオ会議を大規模に導入、管理できます。本ホワイトペーパーでは、お客様デー
タ、ファームウェアリリース、ソフトウェア開発に関するセキュリティとプライバシーが、
ロジクール Syncにおいてどのように取り扱われるかをご紹介します。

ロジクールは、ハードウェア、ソフトウェア、サービス
ソリューション開発の世界をリードする企業として、人
々をその関心の中心となるデジタル体験につなげること
に取り組んでいます。そのため、使いやすいさまざまな
コラボレーションツールを提供しています。仮想的なチー
ムがより効果的に働けるように、ビデオコラボレーショ
ン ソリューションの監視、管理、インサイトを得ること
ができる使いやすいソフトウェアの提供も行っています。

当社のビデオコラボレーション ソリューションに欠かせ
ないのが、クラウドベースのデバイス管理プラットフォ
ーム、ロジクール Syncです。Syncを導入すれば、IT部門
はロジクールの会議室用デバイスを大規模に監視、管理
することができます。Syncは、会議室のコンピュータ上
またはビデオアプライアンス デバイス上で実行されるロ
ジクール Syncアプリと連携します。

Syncは、ハードウェアデバイスから送られてくるデー
タや情報を処理して、監視、管理、会議室に関するイン
サイトについての実用的なデータをIT管理者に提供しま
す。ユーザーは簡単にログオンできる専用のウェブポー

タル（sync.logicool.co.jp）で、ロジクールのデバイスを
管理できます。

この新しい手法でリモートでの監視とデバイス管理を行
えば、ファームウェアの更新や機能の有効化といったタ
スクがシンプルになります。また、APIと先進的なアーキ
テクチャによって、新たなインサイトや連携の強固な基
盤が確立されます。

ITリーダーは当然、データやソフトウェアの更新を扱う
際にセキュリティとプライバシーについて考慮する必要
があります。そこでロジクールは、セキュリティとプラ
イバシーの課題への対処に役立てていただくために、本
ホワイトペーパーを作成しました。本書では、ロジクー
ル Syncにおける個人データの取り扱いやファームウェ
アリリースの配信についてご紹介します。ロジクールで
は、個人データをロジクール プライバシーポリシーおよ
び利用規約に則って使用しています。

注：本ホワイトペーパーの最新版は、ロジクールウェブ
サイトで公開されています。

はじめに

http://sync.logitech.com/
https://www.logitech.com/en-us/legal/product-privacy-policy.html
https://sync.logitech.com/terms-of-service
http://www.logitech.com/vc
http://www.logitech.com/vc
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 セキュリティとプライバシーについてのホワイトペーパーデータセキュリティ

ロジクールのセキュリティガバナンス 

ロジクールでは情報セキュリティプロセスのベストプラ
クティスを確立、実践しているため、お客様は安心して
当社製品をご利用いただけます。すべてのビデオコラボ
レーション ソフトウェア開発におけるセキュリティプロ
トコルで、NIST 800-53とISO/IEC 27001:2013を指針とし
て採用しています。 当社のセキュリティプロセスは、セ
キュアソフトウェア開発ライフサイクル（SSDLC）の中
核をなす活動原則としてこのセキュリティ標準を適用す
る、製品管理部門やエンジニアリング部門といったさま
ざまな関係者によって管理されています。

継続的インテグレーションとデリバリー
ロジクールでは、実績のある継続的インテグレーションと
デリバリー（CI/CD）のパイプラインを導入しています。
このパイプラインでは、新たな変更が本番環境に反映され
る前に、ソフトウェアの品質を確保するための厳格なエ
ンジニアリング要件が適用されます。このプロセスによっ
て、機能テスト、セキュリティテスト、連携テスト、すべ
ての関係者からの変更承認を含む（ただし、これらに限定
されない）品質保証の効率化を実現しています。このよう
にロジクールでは、サービスの可用性に影響を与えること
なく、新たなソフトウェアリリースをシームレスに配信で
きる導入プロセスを実施しているのです。

アプリケーションのセキュリティテスト
ロジクールは、脆弱性を特定するため、外部のセキュリ
ティコンサルタントによるセキュリティテストを行っ
ています。このような静的アプリケーションセキュリテ
ィテスト（SAST）、動的アプリケーションセキュリテ
ィテスト（DAST）、クラウドサービス設定評価で、オ
ープン ウェブアプリケーション セキュリティ プロジェ
クト（OWASP）およびMITREの共通脆弱性タイプ一覧
（CWE）で概説されている一般的なセキュリティ上の脆
弱性などに対応していますが、これらに限定されるもの
ではありません。テスト中に脆弱性が見つかった場合、
ロジクールは外部コンサルタントが特定したすべてのセ
キュリティ問題を修正します。外部によるセキュリティ
評価はメジャーリリース時に行われますが、ロジクール
では開発サイクル中でもSASTとDASTを実施しています。

ユーザーの認証と承認
Syncユーザーがロジクールデバイスを管理するためにウ
ェブポータルにログインする際、Sync ポータルでは、ト
ークンベースかつロールベースのアクセスメカニズムに
よってユーザーの認証とアクセス権限の範囲の承認が行
われます。ユーザーはシステム内で割り当てられたロー
ルに基づいてデータを閲覧、変更します。各セキュリテ
ィトークンはセッションベースであり、一定時間有効で
す。トークンの有効期限が切れた際には、ユーザーは資
格情報を再入力してアクセスし直す必要があります。こ
の仕組みによって、システムの安全性が保たれます。

シングルサインオン（SSO）連携
ロジクール Sync ポータル認証サービスはシングルサイン
オン（SSO）に対応しており、Azure Active Directoryや
Oktaといった標準的なSAML2.0アイデンティティプロバ
イダー（IdP）と連携可能です。これらのアイデンティテ
ィプロバイダーをSync ポータルで利用することで、Sync
プラットフォームにアクセスしている間、個々の資格情
報を管理することなく、企業の資格情報でユーザーを認
証することができます。

転送中のデータ
ロジクール Syncは2つの要素で構成されています。会議
室内のハードウェア上で実行されるデスクトップSyncア
プリケーションと、クラウドベースのSync ポータルで
す。インストールと認証が完了すると、Syncアプリケー
ションはSync ポータルと直接通信して、リモート管理、
監視機能、会議室の利用状況とパフォーマンスに関する
さまざまなインサイトの生成を有効化します。

クラウドベースのロジクール Sync ポータルとSyncアプ
リケーション間の通信1はすべて、HTTPSおよびMQTTネ
ットワークプロトコルを利用して行われます。どちらの
プロトコルを利用する場合でも、トラフィックはトラン
スポートレイヤーセキュリティ（TLS）バージョン1.2以
上とAES-128/256ビット暗号スイートで認証、暗号化さ
れます。これにより、インターネット上での機密性とデ
ータの完全性が保証されます。
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 セキュリティとプライバシーについてのホワイトペーパーデータセキュリティ

保管中のデータ

Syncのバックエンドサービスでは、お客様のデータ
は極めて強度の高いAES-256ビット暗号化規格で保
護されて、データベースに保存されます。また、暗
号化キーはさらに暗号化され、AWSのデータサービ
スで一元管理されるため、データ漏洩からお客様の
データを守ることができます。

サービスの可用性と災害復旧

24時間365日利用し続けられるように、ロジクール 
Syncは耐障害性（フォールトトレラント*）のあるソ
フトウェアアーキテクチャとインフラストラクチャ
で設計されており、高い可用性を備えています。こ
の高可用性（HA）は、拡張性が高く負荷分散に対応
したコンピューティングリソースによって実現して
います。最新のデータは米国西海岸にあるサーバー
でホストされ、データは継続的にデータセンター内
でバックアップされます。緊急事態が発生しても、
ロジクール Syncはいつでもどの地域でも、過去35日
間のサービスを中断することなく復旧できます。
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 セキュリティとプライバシーについてのホワイトペーパーデータプライバシー

データの収集とプライバシー

プライバシー・セキュリティポリシーで
は、Logicoolが収集するデータの種類、データの使
用方法のほか、製品、サービス、アプリ、ソフト
ウェアを通じて収集した個人情報の保護方法を説
明しています。Logicoolは、Logitech International 
S.A.を親会社とする企業のグループであり、ロジク

データ収集のソース 収集するデータの種類 データ収集の目的 データス
トア

Sync ポータル（登録、
アカウント作成）

• �電子メールアドレス
• �パスワード 
• �名
• �姓
• �組織名

ユーザー認証と個人用アカウント作成。 AWS

Sync ポータル（ユーザ
ー提供の補足情報）

• 会議室名
• 座席数
• グループ名

Syncでの会議室の識別とグループ化。
座席数は、会議室の座席使用率メタデータと併せて、
座席の使用状況を計算するために使用。

AWS

Syncアプリ（会議室PC
またはロジクールRally 
Barなどのアプライアン
スにインストール）

• デバイス名
• デバイスの固有ID
•  デバイスのファームウェ
アバージョン

•  デバイスのシリアルナン
バー

• Syncアプリバージョン
• コンピュータのOSタイプ 
•  コンピュータのOSバー
ジョン

• IP/MACアドレス
• �コンピュータの仕様のメ
タデータ

• �会議室の座席使用率（メ
タデータのみ）

情報はSync ポータルを介した監視、管理、分析機能の
提供に使用。

AWS

ールはその日本法人です。お客様の個人データを管
理するロジクール企業は、お客様と当社との関係 
（ユーザーがお客様、パートナー、請負業者、そ
の他の関連する関係性のいずれであるか）によっ
て異なります。会議室の音声、ビデオ、静止画を
Logitechがクラウド上に記録、保存することは一切
ありません。以下の表1.1に、当社が収集するデータ
とその使用方法を一覧化しました。

https://www.logitech.com/en-us/legal/product-privacy-policy.html


 セキュリティとプライバシーについてのホワイトペーパーデータプライバシー

サービスとお客様データへのアクセス

ロジクールはAWSとプラットフォームと契約の上
で、ソフトウェアサービスとユーザーデータをホス
トしています。AWSは厳格な運用ガイドライン、何
重もの保護レイヤー、監視を実装しており、データ
センターにアクセスできるのは承認された従業員の
みです。

ロジクール社内では、サービスの維持とサポートを
担う承認された少人数の従業員グループのみが、お
客様のデータベースやサービスの設定にアクセスで
きます。

データの保持と削除

ロジクール Syncにサインアップすると、定期的に収
集されたすべてのユーザーデータおよびデバイスデ
ータは、お客様がサービスのオプトアウトを決定す
るまでサービス内に保持されます。サービスを終了
するには、support.logicool.co.jp/response-center
のウェブフォームに必要事項を入力してリクエスト
を送信します。その後、ロジクールはお客様と一緒
に削除プロセスを実施します。アカウントが削除済
みとしてマークされると、製品ログを除くすべての
お客様データがただちに完全に削除されます。

セキュリティインシデントへの対応

ロジクールは安全な製品とサービスの提供に尽力し
ており、独立した研究者、業界団体、ベンダー、お
客様などからのセキュリティに関する報告を歓迎し
ています。ロジクールでは、セキュリティ上の脆弱
性を、「製品、ソフトウェア、サービスの完全性、
可用性、機密性の侵害を攻撃者に許すおそれのあ
る、製品に存在する意図しない弱点」と定義してい
ます。

ロジクールのセキュリティ部門は、さまざまなメト
リクスを導入して、トラフィックのレイテンシー、
しきい値、エラー率を監視し、不審なアクティビテ
ィを検知しています。また、外部ベンダーによるメ
ジャーリリースの定期的なセキュリティテストを実
施して、製品の安全性を保証しています。脆弱性が
あればそれに応じて対処します。

ユーザーが問題に遭遇した場合、製品チームがロジ
クールのセキュリティ部門と連携し、報告された異
常および疑われるセキュリティ侵害を、迅速に全社
規模で調査します。セキュリティに関する懸念や、
発見した脆弱性は、脆弱性の開示ページまたはバグ
報奨金制度ページから、ロジクールのセキュリティ
部門に提出することができます。

1 比較的新しいデバイスであるロジクールMeetup、Rally、Rally カメラ、Tap、 
Swytchで完全な暗号化を設定できるようになるファームウェアの更新が、2021
年内にリリース予定です。

このホワイトペーパーは、情報提供のみを目的としています。ロジクールでは、
このホワイトペーパーに記載された情報に関して、明示または黙示または法定を
問わず、いかなる保証も行いません。このホワイトペーパーは「現状有姿」で提
供され、ロジクールによって随時更新される可能性があります。最新版はロジク
ールウェブサイトでご覧ください。
©2021 Logitech, Inc.All rights reserved.

発行：2021年6月

販売代理店または当社 
（www.logicool.co.jp/vcsales） 
までお問い合せください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/
ja-jp/video-collaboration/help/
contact-sales.html

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/

https://www.logitech.com/en-us/legal/security-vulnerability-reporting.html
https://hackerone.com/logitech?type=team
https://hackerone.com/logitech?type=team
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products/sync.html

