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2020 年 7 月 14 日に、独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター（IPA）によりリリースされました「Web

会 議 サ ー ビ ス を 使 用 す る 際 の セ キ ュ リ テ ィ 上 の 注 意 事 項 」

（https://www.ipa.go.jp/security/announce/webmeeting.html）に対しまして、当社シスコシステムズが提供する

「Webex Meetings※」がどのように適合しているか、当該注意事項の内容を基に Q＆A 形式にてご説明いたします。 

※「Webex Meetings」とは「Webex Meetings/Events/Training/Support」全てのサービスを指します。

Q. データセンターはどこに設置されていますか？海外に設置されている場合、その国の法に基づきデータが強制収容さ

れるリスクはありますか？

A. 「Webex Meetings」のデータセンターは、2020 年 7 月現在、日本を含む世界 12 箇所に設置されており、負荷分散

しながら安定性の高いサービス提供を実現しています。「Webex Meetings」のご利用にあたっては、準拠法は「日

本法※」、管轄裁判所は「東京地方裁判所」であることが シスコユニバーサルクラウド契約 に定められており、海外

の政府当局によりデータが強制収容されるリスクは極めて低いと言えます。※準拠法の詳細条件についてはシスコユ

ニバーサルクラウド契約に規定されていますので、当該ドキュメントをご確認下さい。

★当該注意事項 3.1 に対する適合状況



 

図１. Webex Meetings データセンター配置図     

Q. クラウドに保存されたデータは復元不可能な形で完全削除できますか？ 

A. 「Webex Meetings」の利用においてクラウドに保存されたデータは、お客様の任意のタイミングで削除でき、削除

されたデータは復元不可能です。                                                                   

★当該注意事項 3.1 に対する適合状況 

 

Q. 会議中の通信やデータは暗号化されますか？ 

A. 「Webex Meetings」では、デフォルトで エンドツーエンド暗号化 の利用オプションが付与されます。「Webex 

Meetings」のエンドツーエンド暗号化においては、利用者しか暗号鍵を持たないため、サービス提供者（=当社）に

より、サーバでデータを復号化することは不可能です。また、エンドツーエンド暗号化ではない動作モードで会議を

開催した場合においても、安全性か確゙認されている暗号アルゴリズムである CRYPTREC 暗号リストの「電子政府推

奨暗号リスト」または「推奨候補暗号リスト」を、通信方式としては TLS 暗号設定カイ゙トラ゙インの「推奨セキュリテ

ィ型」または「高セキュリティ型」に準拠した方式の暗号化を実施しています。 これらの暗号化の仕組みについて

は セキュリティホワイトペーパー をご参照下さい。                         ★当該

注意事項 3.2 に対する適合状況 

 

Q. エンドツーエンド暗号化で会議を開催した場合、使用できなくなる機能はありますか？ 



A. 「Webex Meetings」は、エンドツーエンド暗号化と、それ以外の動作モードを有しており、利用シーンや会議の重

要度に応じて使い分けていただくことが可能となっています。エンドツーエンド暗号化を使用した場合、一部の機能が

使用できなくなりますので、予め こちら をご参照下さい。                                                            

★当該注意事項 3.2 に対する適合状況 

 

Q. 意図しない者が会議に参加することにより会議進行が妨害されたり、機密情報が漏えいすることを防ぐ方法はありま

すか？ 

A. 「Webex Meetings」は、日々繰り返し行われる会議を、いかに安全・安心に実施できるかに注力し設計されてお

り、セキュリティを高める様々な機能を実装しています。これらを正しく理解し、活用することで、意図しない者の会

議への参加や、情報漏えいなどのセキュリティインシデントを回避できます。また、どのようにして安全なヴァーチャ

ル会議を実施できるかの TIPS 集を Webex 安全利用ガイド に公開していますのでご参照下さい。                                                              

★当該注意事項 3.3 に対する適合状況 

 

Q. 参加者の名前やメールアドレスといった個人情報は、会議目的以外で使用されませんか？ 

A. 「ユーザのデータを第三者に貸与または販売することはありません。」これが当社のプライバシーポリシーに対する

基本プリンシプルです。「Webex Meetings」の利用で発生する様々なプライバシーデータについては、個人情報保

護法等の法律や、各種規制に準拠した取り扱いを行います。また、データの転送先、処理方法、消去ポリシー、イン

シデント管理などを網羅した プライバシーデータシート および Cisco Webex セキュリティとプライバシー をパ

ブリックに公開することで、透明性の高い運用を行なっています。                                                                                               

★当該注意事項 3.4 に対する適合状況 

 

Q. 脆弱性に対してどのような取り組みや対策を行っていますか？ 

A. 当社内に「PSIRT」と呼ばれる独立したセキュリティインシデントの専門組織、および脆弱性管理チームを設置して

おり、「Webex Meetings」をはじめとした、シスコ製品のセキュリティ・脆弱性情報の受け取り、調査、およびレ

ポートの公開管理を行い、24 時間体制で、お客様、独立系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、セキィリティに関する潜在的な問題を特定しています。特定された問題や脆弱性につ

いては、その詳細と、それに対して行った対策を セキュリティアドバイザリ に公開しています。                                                                         

★当該注意事項 3.5 に対する適合状況                                                                     

 

Q. 参加者の制限を明確にするために、どのような設定が可能ですか？ 



A. 参加者の制限を明確にするための様々な機能を実装しています。以下をご参照下さい。                                          

◉非公開会議の場合は、会議を非公開に設定する。                                                            

「Webex Meetings」では会議を 非公開 にすることができます。 

◉意図しない参加者を避けるため、会議パスワードを設定し、待機室機能を有効にする。                            

「Webex Meetings」では 会議パスワード の設定および 待機室 機能が実装されています。                             

◉参加者の入室時に許可する機能(主催者以外全員ミュート状態等)を確認する。                                  

「Webex Meetings」では参加者が 入室する時に許可 する機能を設定することができます。 

◉会議の機密性、会議参加者の人数に応じ、会議案内メールと別経路での会議パスワードの送付、参加者の二要素認

証、参加者の事前登録機能等を適切に使用する。                                             

「Webex Meetings」では会議の機密性や参加者の人数に応じ、会議案内メールと別経路でのパスワード設定や、参

加者の事前登録などが可能です。Webex 安全利用ガイド をご参照下さい。  

◉万が一意図しない参加者が登場した場合に備え、参加者の強制退室機能を使うことができます。                               

「Webex Meetings」には 参加者の強制退出機能 が実装されています。                                 

★当該注意事項 4.1-(2)に対する適合状況 

Q. 会議 URL、会議パスワード等を記載した会議開催案内の送付経路は安全ですか？ 

A. 会議 URL、パスワード等を記載した会議開催案内の安全な送付方法については Webex 安全利用ガイド をご参照下

さい。  ★当該注意事項 4.1-(3)に対する適合状況 

 

Q. 機密性の高い会議における、案内メールの漏えいに備えメールの題名は機密性を悟られない文とすることはできます

か？ 

A. 万が一の案内メールの漏えいを回避する運営管理については Webex 安全利用ガイド をご参照下さい。             

★当該注意事項 4.1-(3)に対する適合状況 

 

Q. 意図しない第三者が会議に参加することを防ぐための参加者の確認方法として、顔、音声の確認はできますか？ 

A. 「Webex Meetings」は ビデオファースト なエクスペリエンスと、高音質 を兼ね備えた Web 会議サービスです。

これにより、顔や音声による参加者の特定が容易になります。                                                                   

★当該注意事項 4.2-(1)に対する適合状況 

 



Q. 会議録音・録画データ、共有資料、チャット等のデータをクラウド上から削除することはできますか？ 

A. 「Webex Meetings」では、利用者の任意のタイミングでクラウド上の保存データを完全消去することができます。             

★当該注意事項 4.2-(2)に対する適合状況 

 

Q. 意図しない映り込みや音声の漏えいを避けるよう、参加者端末の場所、映像の背景を配慮することはできますか？ 

A. 「Webex Meetings」には背景のぼかし機能など、仮想背景 の機能が実装されています。これにより、意図的な企

業情報や個人情報の特定を回避できます。                                                                                

★当該注意事項 4.3-(2)に対する適合状況 

 

Q. 音声データ等の会議データがクラウド上で復号されることが許されないような機密性の高い会議を開催することは可

能ですか？ 

A. 「Webex Meetings」では、エンドツーエンド暗号化 および Webex 安全利用ガイド に記載されているような

様々な機能を活用することで、機密性の高い形式の会議開催が可能です。                                                                

★当該注意事項 5.1 に対する適合状況 

 

Q. 情報漏えいリスクを低減する目的で、資料共有および録音・録画機能の使用を禁止することはできますか？ 

A. 「Webex Meetings」s では、資料共有、録音・録画機能の使用を禁止することができます。                               

★当該注意事項 5.2-(1)に対する適合状況 

 

Q. エンドツーエンド暗号化以外の動作モードで開催される会議において、参加者端末、サーバ間の通信は暗号化されま

すか？ 

A. 参加者端末、サーバ間の通信は TLS1.2 および SRTP を利用し暗号化されます。                                 

★当該注意事項 5.2-(2)に対する適合状況   

 

Q. 人数の多い会議を予定している場合、参加者を事前登録し、会議 URL を参加者のみに送信することはできますか？ 



A. 多人数の会議に対応する「Webex Events」を使用することで最大 3,000 名のイベントウェビナーが開催でき、且

つ、事前登録  することで、会議 URL を参加者のみに送信することができます。                                                    

★当該注意事項 5.2-(3)に対する適合状況 

 

 

以上 


