
本セッションは、

SORACOM Beam – セキュア転送サービス
SORACOM Endorse – デバイス認証サービス
SORACOM Funnel – クラウドアダプタサービス

の既存サービス詳細説明セッションです。

新サービスについての詳細は、他セッションで紹介い
たします。
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《 SORACOM プラットフォーム 》



インターネット クラウドモノ

接続方法 セキュリティ
通信の管理

デバイスからクラウドにアクセス
する際の問題点



インターネット クラウドモノ

ソラコムでの解決策



専用線

NTTドコモ
の交換局

モノ インターネット

パケット交換
帯域制御
顧客管理
課金

AWS
クラウド

３G/LTE
SORACOM	Air
SIMカード

API



•Subscriber Identity Module
•利用者の認証モジュール

•高い耐タンパ性

•SIMごとに認証、暗号化キー提供

•モバイル通信で認証と暗号化を担保

SIMカード



• IMSI（イムジ）
• International Mobile Subscriber Identity
• SIMカードから取れる、15桁のユニークID

•MSISDN
• SIMカードから取れる、いわゆる「電話番号」

• IMEI(イメイ)
• International Mobile Equipment Identity
• 通信デバイスごとに付与される

SIMカード/デバイスから取れるID情報



専用線

モノがAWSクラウドに直結
IoT向けのプログラマブルなデータ通信を提供

３G/LTE
API

SORACOMプラットフォーム



SORACOM
の

サービス群



SORACOM Beam



SORACOMまではセキュア

SIMで認証された通信は、
SORACOMまで閉域網で到達

専用線

モノ
インターネット

３G/LTE



インターネット経由での自社サーバへのアクセス

専用線

インターネット お客様のサーバー

セキュリティリスク

• デバイス上での暗号化処理の実装負担
• オーバーヘッド、電力消費の増加
• 認証情報をデバイスに埋め込むリスク
• 流出のリスク
• 更新時のオペレーション

キャリアの閉域網



SORACOM Beam

専用線

インターネット お客様のサーバー

SORACOMからインターネット
に接続する場所にある
プロキシサービス

キャリアの閉域網



デバイス接続の課題をクラウドで肩代わ
り

暗号化

認証情報の付与

接続先の変更

プロトコル変換 接続情報の付
与

SORACOM Beamの主な機能



⼀般的なシステム構成

デバイスごとに
ID/パスワード
証明書
接続先 etc..
の設定

インターネットモノ サーバー



http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1511/26/news046.html

デバイス上の秘密鍵の問題



専用線

３G/LTE

デバイスごとの設定が最⼩限に

SIMをセット
=秘密鍵は取り出せない

暗号化/プロトコル変換
証明書などの付与

SIMを使った認証を実施



通信先の一括変更

テスト環境

専用線

NTTドコモ
の交換局

本番環境

デバイスの設定は
固定

Beamで切り替え



通信元のユニークID（IMSI、IMEI)を取得

専用線

インターネット お客様のサーバー

通信データへの
・IMSI付与
・IMEI付与

例えばHTTPであれば、HTTPヘッダーに付与



•通信がどのSIMカードから来たかが分かる
•通信がどのデバイスから来たかが分かる

IMSIとIMEIが付与されるメリット

• データに信頼できるユニークIDを付与して分類できる

• 不正な送信元からデータが投入されたことを検出し、
サーバー側でデータを破棄するなどの対応が可能



デバイスとクラウド間の通信の省力化

お客様
システム

専用線

NTTドコモ
の交換局

簡易で 低限のデータを
送受信するプロトコル(UDP)

暗号化プロトコル
(HTTPS等)



お客様事例: デザイニウム様

http://www.thedesignium.com/work/10288



お客様事例: デザイニウム様

http://www.thedesignium.com/work/10288	を元に作成

API

TCP HTTPS

GPSトラッカー サーバー

「SORACOM Beamで手軽にプロトコル変換が利用できる」

サーバーのエンドポイントHTTPに統一でき、
システムの構成がシンプルに。



「TCPだとソケット張りっぱなしにし
ない限り、最初にハンドシェイクが必
要で、オーバヘッド大きいですよね」

ある別のお客様からのフィードバック



実際の通信を見てみると： TCPの場合

SYN

SYN ACK
ACK
Data

200 OK
ACK

ACK

FIN
ACK
FIN
ACK

HTTPS POST

200 OK



オーバヘッドの 小化にフォーカスするなら

TCPをやめよう



UDPの場合

Data

200 OK

HTTPS POST

200 OK



Pros
•通信のオーバヘッドを削減
•データ転送の即時性向上

Cons
•パケット損失時の再送はない
•データの順序保証はない

UDP to HTTP(S)の使いドコロ

データの欠損を許容しても
オーバーヘッドを 小化したい
ユースケース向け



サポートされるプロトコル変換

変換前
（デバイスとの通信）

変換後
（サーバとの通信）

HTTP HTTP/HTTPS
MQTT MQTT/MQTTS
TCP TCP/TCPS
TCP HTTP/HTTPS
UDP HTTP/HTTPS



SORACOM Beam のご利用料金

基本料金
•無料

従量課金
• 1リクエストあたり 0.0009円（税別）
Beam から転送先へのリクエスト、転送先からBeamへのレスポンスをそれぞれ
1 リクエストとカウントします。

無料利用枠
•アカウントを作成した月から12ヶ月間は、
１アカウントあたり毎月50,000リクエストまで無料



デバイスの負荷をクラウドで肩代わり！

•デバイスの高負荷処理(暗号化)をオフロード
• SIM の ID やタイムスタンプを自動的に付与
•デバイス側の設定を変えずルーティングを変更
• IoTデバイスから直結でAWSクラウドを利用

SORACOM Beamの特徴



SORACOM Funnel



SORACOM Funnel

専用線

SORACOMからクラウドサービ
スに接続する場所にあるプロキシ
サービス

キャリアの閉域網



SORACOM Funnelはクラウドリソースアダプタ
認証情報とリソース指定だけでクラウド連携を実現

SORACOM Funnel

認証情報
接続先情報

各種クラウド
サービス

簡易なプロトコル
プロトコル変換
認証ロジック
バッファリング
エラー処理

TCP
UDP
HTTP

SORACOM Funnel



デバイス接続の課題をクラウドで肩代わ
り

暗号化

認証情報の付与

接続先の変更

プロトコル変換 接続情報の付
与

SORACOM Funnelの主な機能

SDKを使った
クラウド接続
用
プログラム実
行



３種のクラウドリソースアダプタに対応

Amazon Kinesis Stream

Amazon Kinesis 
Firehose

Azure Event Hubs

TCP
UDP
HTTP

暗号化

認証情報の付与

AWS Lambda

Kinesis App

AmazonS3

Amazon
Redshift

StreamAnalytics

Power BI

Machine
Learning

SDKを使った接続

SORACOM
Funnel



•Beam
•汎用的なプロトコルを想定、幅広い用途に対応
•軽量なプロキシーに特化

•Funnel
•対応するクラウドリソースであれば、クラウド
サービスのSDKを使ったプログラム実装が不要
•サーバーを自分で用意しなくてよい
•Funnel対応サービスはFunnel利用が便利

Beam と Funnel の使いわけ



SORACOM Funnel のご利用料金

基本料金
•無料

従量課金
• 1リクエストあたり 0.0018円（税別）
Funnel から転送先クラウドサービスへのリクエスト毎に
1 リクエストとカウントします。

無料利用枠
•アカウントを作成した月から12ヶ月間は、
１アカウントあたり毎月50,000リクエストまで無料



SORACOM Endorse



• IMSI（イムジ）
• International Mobile Subscriber 
Identity
• SIMカードから取れる、15桁のユニークID

•MSISDN
• SIMカードから取れる、

いわゆる「電話番号」

• IMEI(イメイ)
• International Mobile Equipment Identity
• 通信デバイスごとに付与される

SIMカード/デバイスから取れるID情報



専用線

３G/LTE

デバイス 基地局
SORACOM
(AWS) インターネット

自社
サーバ

SORACOMの通信コアでは、これらID情報が取れる



•データを受け取るサーバ側では、どのSIMからの
通信かは特定出来ない
•SORACOM Airでの通信かどうかも特定できな
い

SORACOM Airを使った通信

？



•自分の持っているSORACOMのSIM通信である
ことは保証されるが、どのSIMからの通信かは分
からない

Canal/Direct/Doorを使った通信

△

△

Canal

Direct/Door



•データを受け取るサーバ側にBeam/Funnelで受
け渡し可能
•ただし使えるのはSORACOMの通信のみ
•Wifiなどでは利用できない

SORACOM Beam/Funnelを使った通信

◎

？



デバイスの特定を行うには

• IMSI/IMEIを使ったデバイス特定はセキュアで便
利
•SIMの高い対タンパ性
•デバイスごとのIDや秘密鍵の付与が不要

•SORACOM AirやCanal/Direct、もしくはWifi
などSORACOM以外の通信でもクライアントを
特定したい



•SIMの認証情報を、他のシステムにエンドースす
るためのサービス
•エンドース = 保証、裏書き

•SORACOM以外の通信でも、SIMの特定が可能
•SIMの情報と認証の連携が可能に

SORACOM Endorse



SORACOM Endose ‒ 認証サービス

1.認証トークンを要求

SORACOM 
Endorse

2.認証トークンを発行

3.認証トークンを送信

4.公開鍵で
トークンを検証

5.独自の認証トークンを発行

利用者の
サーバ

デバイス



•ユーザーコンソールのグループ設定から実施
•設定をONにして、認証トークンに含める情報を設定
•SIMをグループに所属させる

SORACOM Endorseの設定



•Endorseが設定されたSIMの通信を使って、以下
のURLにアクセス

https://endorse.soracom.io

認証トークンの取り方



• JWT(JsonWebToken)の形式

•以下の情報の受け渡しが可能
• IMSI
• IMEI
•MSISDN
•任意データ
(requestParams)

認証トークン

{
"iss":	"https://soracom.io",
"aud":	"soracom-endorse-audience",
"exp":	1451116301,
"jti":	"hkK7qNyXzEMVAXfTq1MBuA",
"iat":	1451116121,
"nbf":	1451116061,
"sub":	 "soracom-endorse",
"soracom-endorse-claim":	{
"imsi":	"440XXXXXXXXXXXX"
”requestParams":	{
"username":	 "foo",
"sessionId":	"bar"
}
}
}



•受け取ったトークンをサーバで検証

•認証トークンの署名を公開鍵で検証
•公開鍵はSORACOMの指定サーバに配置

•検証は各種言語のJWT対応ライブラリで実行可能
• http://jwt.io/ が良い情報源

認証トークンの検証

3.認証トークンを送信

4.公開鍵で
トークンを検証

利用者の
サーバ

デバイス



•デバイスの認証
•デバイスからWebSocketを張る場合の認証に

•デバイスからのデータ転送のオフロード
• SIMで認証を行い、大量データはWifiやLANなどで送信

•多要素認証の一部として利用
• IMSIとIMEIの組み合わせで指定のデバイス以外から
のログインを拒否

ユースケース



お客様事例 : F5ネットワークスジャパン様

BIG-IP iRulesLXで
SORACOM Endorse

SORACOM Endorseを
使った多要素認証



•設定をONにした1SIMあたり 1日5円
•1SIM分まで無料利用枠

SORACOM Endorse 利用料金



•新しいサービス、新機能

•継続的な値下げ努力

•グローバル展開

今後のロードマップ



《 株式会社ソラコムのビジョン 》

世界中のヒトとモノをつなげ
共鳴する社会へ


