
株式会社デジオン

DiXiM スマートライフソリューションのご紹介

株式会社デジオン

2018年12月



デジオンは

「ひとりひとりの未来の暮らしを

豊かにする」

ソフトウェアカンパニーです。

”

Company Overview 会社概要

設立　　　：1999年1月

本社　　　：福岡県福岡市早良区（開発拠点）

拠点　　　：東京都港区赤坂　　（営業拠点）

社員数　　：64名

資本金　　：4億9200万円

事業　　　：ホームネットワーク／クラウドサービス／サウンドプロダクト

                    https://www.digion.com/



Our Business

相互接続性の高さで高く

評価される「DiXiM」を展開。

国内主要メーカーをはじめ

ワールドワイドで6000万台以上の

搭載実績。

ホームネットワーク事業 クラウドサービス事業 サウンドプロダクト事業

主要事業

IoT社会の発展による利便性と、

セキュリティリスク対策の両面から、

くらしの安心・安全を実現。

ホームネットワークセキュリティ

サービスを展開。

ハイレゾを含む高度な音声処理技術

を有し、圧縮音源で失われる高音域

を予測再現する独自技術を開発。

各種サウンドアプリケーションへ

搭載。



Our Technology 主要技術

コンシューマー向け
プレーヤー、サーバー
アプリケーション開発技術

セキュアコンテンツの高度
な暗号化技術

デバイス間認証技術

証明書配信技術

リモートアクセス技術



主要取引先（アルファベット順）



DiXiM 

スマートライフソリューション



DiXiM スマートライフソリューションとは

DiXiM Smart Life Solution とは

デバイスメーカー、住宅・ IoTサービス

事業者に向けた、

IoTデバイスのセキュリティ課題を

多角的・一元的に解決する 、

ネットワークサービスシリーズです。



DiXiM Security

DiXiM Security

DiXiM SmartLife Solution-３つの安心・安全サービス-

ホームネットワークの入り口となる

ネットワーク機器にセキュリティ

機能を搭載し、サイバー攻撃の侵入

を早い段階で検知、アクセス遮断する

ことで、家庭内のネットワーク

接続デバイスに対する攻撃を防ぎます。

ホームネットワーク
セキュリティサービス

IoTセキュア認証サービス IoTデバイス集中管理サービス

個人利用のIoTデバイスの状態把握・

故障診断を行い、サービス提供側

からの遠隔操作・一括管理を可能

にすることで、問題発生時の

スピーディーな対応を支援を可能

にします。

DiXiM Device Monitoring

2017年〜商用実績あり

DiXiM Secure Link

IoT機器とアプリのペアリングによる

認証を導入することで、

IoT機器とアプリ間の接続を証明書で

管理し、不正なアクセスやなりすまし

を防ぎます。



ホームネットワークセキュリティ

DiXiM Security 

～ルーターなどネットワーク機器メーカー様、
スマートホームを提供する企業様向け～



DiXiM Security 機能概要 

インターネット接続における様々なセキュリティリスクを想定した検知・監視機能

リスクディテクション

● WEBレピュテーション

ネットワーク機器を通過するIN/OUTのパケットを監視し、悪意あるURLへのアクセス、通信を検知し、

アクセスを遮断。C＆Cサーバーへのアクセスリスクや有害サイトへのアクセスリスクに対応します。

● カテゴリフィルタリング

特定カテゴリに分類されるWEBサイトへのアクセスをブロックし、利用者のネット利用をコントロール。

スマホアプリで、アクセス先をコントロールするデバイスのMACアドレスと、アクセスを制限するカテゴリ

を設定。子供などの不適切サイト閲覧防止に対応します。

● データウイルススキャン

通信データのハッシュ値を取得・分析し、マルウェアチェックを実施。マルウェアと判断した場合、

パケットを遮断。ネットワーク接続デバイスのウイルス感染リスクに対応します。



ホームネットワーク機器のリスクに対する防御および対策を提案する

エンドポイントディフェンダー

● アンチウイルス

ネットワーク機器自体がウイルスに感染した場合に、当該機器内のウィルスを検出。ネットワーク機器

本体のウイルス感染リスクに対応し、かつネットワークに接続されている他のデバイスへの二次被害を

防ぎます。

● LAN内への不正接続防止

LAN内にどのようなデバイスが存在するかを検知、無線LANのただ乗りなど予期しないデバイスのLAN
内部への侵入有無を監視。ホームネットワークへの不正接続リスクに対応します。

● ホワイトリスト型アクセスコントロール

ユーザーの所有する機器のアクセス先を、ホワイトリスト形式で管理。サービスに必要な特定URLのみに

アクセスを制限することで、ウイルス感染や不正アクセスなどによる情報漏えいやDDoS攻撃への加担

リスクを防ぎます。

● パターンファイルカスタマイズ

機器のストレージに保存するウイルスパターン定義ファイル及びC&Cサーバリスト等は、メーカー様

ごとにカスタマイズ対応が可能となります。

DiXiM Security 機能概要 



検知・防御したリスクを可視化・管理する機能

セキュリティポータル

● 脅威の可視化

異常が検出された場合、登録されたスマホアプリにPUSH通知。スマホアプリでは

登録されたネットワーク機器に関する攻撃・防御などのインシデント情報をタイムラインで表示。

● WEB利用状況の分析・可視化

接続デバイスがどのようなサーバへアクセスしたのか、デバイスの種類や接続先サーバの種類(SNS、

ゲーム、ニュースなど)の情報、および通信先や通信量を取得し、デバイス利用状況としてスマホアプリで表示。子

供のWEB利用管理や、意図しないサイトへの接続リスクを監視します。

● LAN内接続デバイスの可視化

ホームネットワーク内に接続されているデバイスを表示することで、意図しないデバイスの接続を検出し、情報漏え

いのリスクを監視します。

DiXiM Security 機能概要 



デバイスへのインターネット接続リスクをブロック

DiXiM Security
搭載ルーター

セキュリティソフトをインストールできない

デバイスの通信も監視

・スマートロック、WEBカメラ

・AIスピーカー、テレビ・冷蔵庫など
宅内の機器・デバイス

「リスクディテクション」のユースケース

ハッシュチェックにて、ホームネット
ワーク内へのマルウェア・ウイルス
感染防止

データウイルススキャン

有害サイト・悪意あるURL
へのアクセスを遮断

WEB
レピュテーション

暴力・アダルトなど、
子供の不適切サイト閲覧防止

カテゴリフィルタリング

安全な通信のみが通過

C＆Cサーバーからのアクセス
を遮断



ホームネットワーク内への脅威をブロック

DiXiM Security
搭載ルーター

宅内の機器・デバイス

「エンドポイントディフェンダー」のユースケース

LAN内への不正接続防止

ルーターのウイルス感染対策
家庭内機器の二次被害防止

アンチウイルス

パターンファイルカスタマイズ

DiXiM Security Cloud

ウィルスパターン定義ファイル及び
C&Cサーバリストは常に最新。
カスタマイズも可能。

Wi-Fiへの不正接続やただのりな
ど、侵入有無を監視

ホワイトリスト型アクセスコントロール

サービスに必要なアクセス先のみに
制限することで、情報漏えいや　DDoS攻
撃への加担を防ぐ



ルーターに繋がっている

デバイスを把握

新規デバイスの接続時に

プッシュ通知

セキュリティ状態を可視化

「セキュリティポータル」のユースケース

WEB利用状況の分析・可

視化

LAN内接続デバイス

の可視化ウイルスに感染した

デバイスからの通信

を検知

CAUTION! CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

脅威の可視化

家庭内のネットワーク攻撃に対

する防御履歴を通知

通信量の多いサイト表示ネット

利用状況を確認

DiXiM Security
搭載ルーター

子供の不適切コンテンツ

利用や、長時間のWEB

利用を検知

Wi-Fiへの不審なデ

バイスの接続を検

知

悪意あるURLへ

のアクセスや攻

撃を検知



「Kaspersky Lab」とのデータベース連携

Kaspersky Labのセキュリティレベルは、第三者評価機関によるテストで5年連続首位を獲得しており、「サーフェイス
Webインテリジェンス」「ダークWebインテリジェンス」「脅威フィード」といった点で、最高レベルと評価されています。

DiXiM Security はこの世界最高レベルのセキュリティデータベースを使い、
更に独自のセキュリティ機能を加えることで、強固なセキュリティサービスを提供します。

Kaspersky世界最高レベルのセキュリティデータベース デジオン独自のセキュリティ機能



スマホアプリ画面イメージ

デジオンがこれまで蓄積してきた組み込み技術の経験と知見を活かし、カーネルへの組み込みが必要とされてきたセキュリ

ティ機能を、ユーザーランドで動作する組み込みモジュールとして提供。デバイス側開発・検証コストの削減、ファームアップ

デートでのモジュール更新などが可能に。

また、脅威情報はデジオンの独自の管理体系に落とし込んで運用するため、機能のカスタマイズや情報提供など、柔軟な開

発・運用が可能に。

ネットワーク機器への柔軟性の高い組み込み技術

Kaspersky Labから提供される
脅威情報データベースを、デジオン
独自の管理体系に落としみ管理。

セキュリティDBデジオン独自
セキュリティDB

デジオン独自
セキュリティDB

デバイス側で脅威チェックするた
め、高速に動作可能。

お客様

脅威情報の顧客への
フィードバック可能。

ユーザーランドで動作する
モジュールとして提供可。



スマホアプリ画面イメージ

デジオンのBtoCアプリ開発実績を活かしたユーザビリティの高い機能やアプリ、様々な販売プランが構築できるライ

センス更新システムの提供が可能です。

セキュリティサービスを自社商品の付加価値として提供する際に、ワンストップで実現できます。

セキュリティサービスソリューションをワンストップで提供

DiXiM Store

DiXiM Storeによるライセンスキー
の販売、DiXiM Security Service
が独自のセキュリティライセンス管
理機能に対応。

様々なセキュリティ情報を
スマホアプリでみえる化。
ライセンスキーの購入も
スマホアプリから。

ライセンスキー

ライセンス管理

スマホアプリ

DiXiM Security Service

ライセンスキー



IoTセキュア認証サービス

DiXiM Secure Link

～IoTソリューション・サービスをエンドユーザー様に提供する企業様向け～



IoTセキュア認証サービス

DiXiM Secure Link　とは

リモートからの接続は、ペアリング時にローカル機器に登録したペアリング証明書での認証を用いた通信を使用すること

で、データの傍受や改ざんを防ぎます。

ペアリング証明書を使ったセキュリティアドオン

デバイスとアプリ間のペアリングは、ローカルネットワーク環境での証明書を使った認証形式にすることで、IDやPASSの

などの登録が不要に。ブルートフォース攻撃などパスワードクラックによるアカウントの乗取りを完全に防ぎます。

ペアリングによる支配登録で不正ペアリング防止
ペアリングに支配登録のルールを設定・管理することで、ローカルネットワーク環境に不正侵入された場合でも、IoT機器

のとの不正なペアリングを防ぎます。

ローカルネットワークでのペアリング認証

IoT機器とアプリのペアリングによる認証を導入することで、IoT機器とアプリ間の接続を証明書で管理

し、不正なアクセスやなりすましを防ぎます。



ペアリング証明書を利用することで不正アクセスを防ぐ

通信の読み取り・改ざん

ペアリング証明書を使って

通信を暗号化。

通信読み取り・改ざん防止

不正ペアリング
不正アクセス

支配登録にて接続可否を管理

不正アクセスは完全に防止

通信データを
安全に暗号化

ペアリング



サービスイメージ　

アプリとゲートウェイ機器のペアリング

ゲートウェイにアプリの
証明書を登録する。

②ペアリング

一番最初に登録したアプ
リとペアリングを行う。
これ以降、登録したペアリ
ング証明書を持たない機
器からアクセスを受け付
けない。

③GW支配登録

支配登録後、第三者にローカ
ルネットワークに侵入されたと
しても、ゲートウェイとペアリン
グすることはできない。

アプリ
（１個目）アプリ

(２個目)

1個目ペアリングアプリ
から、メンバーに入れる
アプリを選択し、証明書
を渡す。

④招待ペアリング

アプリをDL後に、ペアリング
証明書を生成。

①ペアリング証明書作成

ゲートウェイ

2個目以降のアプリも1
個目と同様に他のアプ
リを招待できる



サービスイメージ　

ゲートウェイとデバイスのペアリング

一番最初に登録したア
プリとペアリングする。
これ以降、登録したペア
リング証明書を持ってい
ない機器からアクセスを
受け付けない。

⑤Device支配登録

ゲートウェイ

デバイス

Wi-Fi or
Bluetooth

支配登録後、同じ証明書を
持っている機器同士のみ
通信可能。

ゲートウェイとデバイスの
ペアリングでは、アプリで
中継する。
アプリがデバイスを支配登
録する。

※頭のよくないデバイスは ID検討

登録したデバイスリストを
保存



スマホアプリ画面イメージ

IDやパスワードの管理では、人が覚えられる範囲の文字列でしか設定できないのに対して、ペアリ

ング証明書を用いたセキュリティでは、その数倍～数百倍の情報を識別子にすることができるため、

セキュリティ強度を数ランク上のものにできます。

ID/PASSを使わないペアリング

デジオンはこれまで数々のリモートアクセス対応DiXiMマルチメディアソリューションをリリース、証明書配

布実績500万台を突破しております。また、ローカル環境でのペアリング技術、およびP2PにおけるNAT越

え技術において、特許を取得しております。（特許5758461号、特許5784059号）

これらの実績を元に、セキュリティ面・運用面・接続性 などにおいて品質の高いサービスを提供します。

DiXiM リモートアクセスサービスにおける実績

通信方式に依存しない形で、データの暗号化が可能なため、既存の製品に対してもアドオン的にセキュリ

ティ強化を行うことができます。

ペアリング証明書を使ったアドオン型セキュリティシステム



IoTデバイス集中管理サービス

DiXiM Device Monitoring

～HDDなどの機器・デバイスをエンドユーザーに提供する企業様向け～



IoTデバイス集中管理サービス

DiXiM Device Monitoring とは

デバイスの遠隔操作・一括管理
遠隔地にあるデバイスの稼働状況を把握し、設定更新・FW 更新・アプリ更新・再起動などを遠隔から一括操作・グループ

管理することが可能。

データ収集・蓄積・解析
HTTPSやMQTTSなどを使ってデバイス側の状態情報をクラウドサーバーで収集し、蓄積・分析する。

その結果を可視化・判断することで、デバイスの状態を把握したり、故障診断を行う。

家庭内のIoTデバイスの状態把握・故障診断 を行い、サービス提供側からの遠隔操作・一括

管理を可能にすることで、問題発生時のスピーディーな対応 を支援。



スピーディーで正確なサポート対応

DiXiM Device Monitoring Cloud

機
器

の
情

報
を

収
集

！

機器の状態表示・異常
通知・サポート支援。

正確かつ迅速に対応
することで、顧客満足
度につなげる

ユーザーの機器状態
を確認
遠隔操作も可能

異常を通知

状態を情報を取得

管理ツール

蓄積 分析 表示

故障に対する不
安を解消

IoTソリューション
提供メーカー様

提携業者様へ
修理指示



基本サービス構成図

NAS

ルーター

HDD

Data Manager データ処理

データ比較
ステータス評価

モニタリングクラウドサービス

アクセス管理
Data Communication データ収集・蓄積

通知処理
操作処理

View Manager
状態表示
各種設定

機器一括操作

デバイス

機器情報保存
ステータス保存

データ収集
セッション管理

ログイン・ユーザー認証
アクセス権限

機器の状態表示や、プッ
シュ通知などを受け取る

アプリ

スマホアプリ 　可視化・操作ツール

機器から収集した各種
データ表示したり、

遠隔操作や一括操作
などを行うツール



応用例：HDD故障検知システム

DiXiM Device Monitoring Cloud

双方向のデータのやりとりを
行う
・デバイスからデータを収集
して処理
・デバイスの操作指示

双方向通信

機器情報の保存や、ス
テータスデータの保
存、ログの蓄積を行う

データ蓄積

しきい値との比較によ
り、故障を検知

故障検知

故障検知の結果や、
蓄積データなどをツー
ル上で可視化する

データ可視化

プッシュ通知
状態情報

ユーザー環境

データ収集

・管理者による機器の
一括管理
・管理機器のFW更新
や再起動などの操作

遠隔操作

DiXiM Device
 Monitoring App

サポートツール

サポートセンター

エンドユーザーは
機器の状態が確
認できる

サポートセンター
は、ユーザーの機
器の状態が遠隔で
確認できる
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