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IAMを極める
アイデンティティー／アクセス管理（IAM）プログラム

――システムやデータへの安全なアクセスの実現だけでなく、

コンプライアンス要件への対応にも不可欠。
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アイデンティティー／アクセス管理の
ビジネスケースを作成する



「強力な認証デバイス
がエンタープライズソ
リューションに統合し
やすくなったのは確か
だ。その一例として、
多くのソリューション
がActive Directory
とシームレスに連係す
るようになったことが
挙げられるだろう。数
年前はそうではなかっ
た」

BT Radianz 最高情報
セキュリティ責任者
（CISO） ロイド・ヘション

2要素認証の威力 George Hulme
コストと管理負担を軽減する2要素認証が企業を引き付けている。

2 IAMを極める

　アクセス権の付与や本人確認、メッセージ
の真正性検証においては、パスワードやパス
フレーズが昔から幅を利かせてきた。コンピ
ュータ分野で1960年代初めにメインフレー
ムのタイムシェアリングシステムが初めて登
場して以来、ずっとそうだった。しかし今では、
多くの人がパスワードだけに頼るやり方は過
去のものにしなければならないと考えている。

　「規制要件の増大や、多数公表されている
データ侵害などをはじめ、企業がより強力な
認証方法の調査検討を始めるべき理由は山
ほどある」と、統合セキュリティソリューション
を提供する米SURVのアーサー・ボーク社長
兼CEOは語る。

　より強力な認証方法として、パスワードに
加え、別の要素でも本人確認を行う2要素認
証がある。この認証を行うための選択肢は豊
富に出そろっている。例えば、USBトークン、
ワンタイムパスワード生成器、スマートカード、
バイオメトリクス、ソフトウェアベーストークン
などだ。さらに、アイデンティティー／アクセ
ス管理（Identity and Access Manage-
ment：IAM）スイートの導入に多額の資金が
投入されてきたことも相まって、何年も不発
続きだった2要素認証の市場セグメントがつ
いに立ち上がる条件が整ってきている。

　こうした追い風があり、認証デバイスのコ
ストも低下しているが、2要素認証の初期費
用は、パスワードのみによる認証と比べると
依然として高く、運用管理の負担も同様に比
較的大きい。しかし、こうした状況は変わろう
としている。セキュリティベンダーが、よりコ
スト効果が高く使いやすいソリューションを
投入しており、パスワード以外による認証に
対する需要も徐々に高まっているからだ。「最
も不便さを感じさせない適切な認証メカニズ
ムを見つけることが、大きな課題となってい
る」と、Forrester Researchのセキュリティ
およびリスク管理担当シニアアナリスト、アン
ドラス・チャー氏は説明する。

統合が容易に
　IAMベンダー、例えばCA、IBM、RSA、
Microsoftなどや、より小規模なCourion、

Imprivata、Sentillionなどは、電子的なID
とアクセスの管理だけでなく、2要素認証に
よる強力な認証メカニズムのサポートにも力
を入れている。

　「強力な認証デバイスがエンタープライズ
ソリューションに統合しやすくなったのは確か
だ」と、金融サービスネットワークを提供する
BT Radianzの最高情報セキュリティ責任者
（CISO）、ロイド・ヘション氏は語る。「その一
例として、多くのソリューションがActive 
Directoryとシームレスに連係するようにな
ったことが挙げられるだろう。数年前はそうで
はなかった」と同氏は付け加える。

　従来、強力な認証を望む組織は、金融サー
ビス会社や政府機関、医療機関などが大部分
だった。「これらの業種では、強力な認証が注
目されている。彼らは厳しい規制を受けてい
るからだ」とチャー氏。「監査の結果に問題が
あったり、セキュリティ侵害が発生した後で強
力な認証が導入されるケースも見られる。だ
が、これら以外の業種では、強力な認証はま
だ広く普及していない」

　しかし、こうした現状はすぐに変わり、その
変化はパスワードのみによる認証が過去のも
のになる一因になりそうだ。バイオメトリック
スキャナがノートPCやキーボード、スマート
フォン、さらにはUSBデバイスなど、各種電
子機器に内蔵されるケースが増えていること
が背景にある。例えば、バイオメトリクスベン
ダーのAuthenTecでは、指紋センサーの累
計出荷台数が2500万台を超え、2007年
第3四半期の販売実績は前年同期比84％増
と急伸した。「2007年に出荷されたノート
PCは5台に1台の割合で指紋センサーを搭
載している」と、AuthenTecのビジネスアナ
リスト、エリック・バウアー氏は語る。この割合
は、10台に1台だった2006年の2倍に上る。

　こうした流れがバイオメトリクスの導入に
影響を与えている。「バイオメトリクス技術が
ハードウェアにあらかじめ装備されていれば、
ハードウェアを購入することで、強力な認証
の確保に投資したことになる」とボーク氏。
「われわれの顧客の多くは、こうしてバイオメ



「企業がより強力な認
証方法の調査検討を
始めるべき理由は山
ほどある」

米SURV 社長兼CEO 
アーサー・ボーク

「これらの業種では、
強力な認証が注目さ
れている。彼らは厳し
い規制を受けている
からだ。監査結果に問
題があったり、セキュ
リティ侵害が発生した
後で強力な認証が導
入されるケースも見
られる」

Forrester Research 
セキュリティおよびリス
ク管理担当シニアアナリ
スト アンドラス・チャー

「今後数年間に企業に
よる新しいハードウェ
アの導入が進み、バイ
オメトリクス認証のほ
か、何らかの優れた手
段によるID確認や、偽
装しにくい資格情報
の利用が拡大してい
くと思う」

米SURV 社長兼CEO 
アーサー・ボーク

トリクスの導入を進めている」

　ヘション氏もこう語る。「バイオメトリックデ
バイスがハードウェアへ搭載されるのに伴い、
バイオメトリクスの導入が拡大している。しか
も、バイオメトリクスは企業環境、とりわけネ
ットワーク内の機密性の高い部分に採用され
るようになってきている。また、写真入りのス
マートカードも物理的な入退室やネットワーク
アクセスに使われたりしている」

　BT Radianzは、同社のデータセンターに
入る際の認証プロセスの一環として、網膜ス
キャンを利用している。「さらに、データセン
ターのネットワークは、ほかのネットワークと
物理的に分離されている。認証を厳しくして、
ネットワークを物理的に切り離すことで、パス
ワードやほかの電子的手段だけでは実現でき
ないレベルにセキュリティを高められる」（ヘ
ション氏）

両面展開と認証
　ボーク氏は、こうした物理的セキュリティ対
策と論理的セキュリティ対策の両面展開の動
きも、強力な認証とシングルサインオンアプ
リケーションの導入を促進する要因になると
見ている。その主な理由は2つあるという。
1つは、セキュリティ部門が、セキュリティの向
上を図れることから関心を持つため。もう1
つは、ビジネスマネジャーが、シングルサイン
オンにより、ヘルプデスクへのパスワード再
設定依頼が減少し、ROIが向上すると期待す
るからだ。

　また、2要素認証における最近の展開とし
て、いわゆるアウトオブバンド認証の利用拡
大も挙げられる。これは、テキストメッセージ
を使ってワンタイムパスワードを携帯電話に
送信したり、あるいは、強力な認証方法を手
掛けるベンダーであるAuthentifyの場合の
ように、オンラインのセッションやトランザク
ションに音声電話認証を統合したりするもの
だ。

　「企業は余計な費用が掛かることをするのを
嫌う。トークンを携帯電話のアプリケーション
に移す手法への関心が高まっている一因は

そこにある」と、チャー氏は指摘する。

　TriCipherの「Authentication Gate-
way」や「Armored Credential System」
のような認証方法も、企業の関心を呼んでい
る。TriCipherは、企業がソフトウェアベース
システムからトークンベースシステムまで、さ
まざまな強度の多様な認証方法を採用でき
るようにすることを目指しており、企業の機密
情報がアウトソーサーのデータセンターに置
かれる企業向けSaaS（Software as a 
Service）アプリケーション向けの強力な認
証に対する需要が伸び始めていると認識して
いる。

　「企業向けSaaSアプリケーションについ
て見ると、社員にWebポータルから機密情報
にアクセスさせる方式を取る企業が増えてい
る。多くの企業が、ユーザー名とパスワードの
組み合わせより優れた手段でこうした情報を
保護する方法を探していると、TriCipherの
フィールドアプリケーション担当副社長、ティ
ム・レンショー氏は語る。

　パスワードの代替選択肢としてどの技術が
主流になるかは議論の余地があるが、セキュ
リティの最も脆弱な部分の1つがようやく解
消されるときが近づきつつあるのは確かだ。

　「今後数年間に企業による新しいハードウ
ェアの導入が進み、バイオメトリクス認証のほ
か、何らかの優れた手段によるID確認や、偽
装しにくい資格情報の利用が拡大していくと
思う」とボーク氏。「近年のデータ侵害の件数
から見ても、データ盗難の問題を解決するに
は、何かが変わらなければならない」

ジョージ・ヒューム（George Hulme）氏は、情報セキュリ
ティを専門とするフリーランスライター。
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「ID管理」は、もろもろ
の要素を包含する、非
常に広い含意がある
言葉だ。

アクセス制御を向上させるRBACモデルとEDACモデル Shon Harris
アイデンティティー管理は重要なセキュリティ対策だが、有効な標準に基づいてアクセス制御を
行わなければ、最善の努力を払っても、焼け石に水にしかならないかもしれない。

4 IAMを極める

　アクセス制御の実施と管理は悪夢のような
作業になりかねない。パートナーやサプライ
ヤー、契約業者、リモートユーザーも利用す
るネットワークを運用している企業では特に
そうだ。規制要件に対応する負担や、「次は自
社がデータ侵害でニュースになってしまうの
では」という不安ものしかかる。

　アクセス制御にかかわる問題は複雑極まり
ない。例えば、各ユーザーに実際のところど
のようなパーミッションが必要なのか。正当
なアクセスと不正なアクセスをどのように把
握するか。アクセスポリシーを異種混在のシ
ステムやアプリケーションにどのように強制
するか。アクセスプロビジョニング手続きが全
社的に一貫して管理されるようにするには、
どうすればよいか。

　こうした問題がかかわる作業に手動で対応
するのは効率が悪く、コストがかさみ、ミスも
起きやすい。万が一必要以上のアクセスを許
可してしまうと、内部不正が発生したり、企業
資産を直接扱えるが使われていない、あるい
は管理がずさんなアカウントをハッカーに悪
用されたりする恐れが高まる。監査人からも
注文が付くだろう。

　しかし、ID管理製品は、アクセス制御の実
施と管理に伴う複雑な作業を一元化し、自動
化するように設計されているものの、簡単か
つ安価に導入することはできない。ID管理製
品は、異種技術が混在していることが多い企
業IAM環境を構成するさまざまなコンポーネ
ントを、何らかの方法で統合しなければなら
ないからだ。「ID管理」は、もろもろの要素、例
えば、権限ソース、IDリポジトリ、仮想ディレク
トリまたはメタディレクトリ、データベース統
合コンポーネント、アクセス制御ポリシー強
制ツールなどを包含する、非常に広い含意が
ある言葉だ。

　エンタープライズアクセス制御インフラの
設計でまず取り組むべきことの1つは、ロー
ル（役割）ベースアクセス制御（Role-Based 
Access Control：RBAC）構造を適切に作
成することだというのが大方の見方だ。堅牢
なRBAC構造の作成は、ID識別、認証、権限

付与、監査を包含するエンタープライズアク
セス制御インフラを構築する第一歩だ。
RBACはID識別を簡素化し、ID識別結果は
認証プロセスで利用される。

　しかし、RBACに対するありがちな理解不
足に加え、高コストで統合、保守、規模変更が
困難なプロプライエタリソリューションへの
依存につながる標準化の欠如により、RBAC
の実装はあまり効果を上げていない。

　以下では、これらの課題について説明し、
それらを克服するために整備が進められてい
る標準について詳しく見ていく。

グループはほんの手始め
　業界のほとんどの人は、RBACとは、単に
個々のロールやグループを作成し、ユーザー
をこれらのコンテナに割り当てることだと誤
解している。必要な資格とパーミッションをコ
ンテナに割り当てることで得られるアクセス
制御モデルは、管理しやすく、必要最低限の
特権を適用するのに適しており、ユーザーID
ベースのアクセス制御と比べてスケーラブル
であるというわけだ。

　確かに、企業はグループを利用することで、
特権の割り当て、データのアクセス状況の監
視、プライバシーや機密保持にかかわる法律
や規制上の要件への対応を適切に行える。

　しかし、効果的なロールとポリシーの作成
は、多大な労力を伴う複雑な作業だ。アクセ
ス制御リスト（ACL）で静的アクセス権を管理
すると、すぐに手に負えなくなり、ダイナミッ
クなビジネス環境に対応できるだけの柔軟性
は得られない。

　グループとACLの作成は正しい方向への
一歩だが、これらは企業がWebベースの環境
で社内外を結ぶネットワークを運用する上で
必要になるような、詳細かつ動的な管理がで
きるほど強力なツールではない。

　RBACモデルは、単にグループとACLを利
用する方式よりもはるかに複雑だ。このモデ
ルでは、セキュリティコンテキストとビジネス



RBACモデルは、単に
グループとACLを利
用する方式よりもはる
かに複雑だ。このモデ
ルでは、セキュリティ
コンテキストとビジネ
スコンテキストに基づ
いて、アクセスをきめ
細かく設定できる。

この標準のアプロー
チを進めるには、ベン
ダーと企業の管理者
は、RBACモデルにつ
いて精通しなければ
ならない。

コンテキストに基づいて、アクセスをきめ細
かく設定できる。

　RBACの堅牢な実装は、セキュリティニー
ズとビジネスニーズへの対応に不可欠だ。両
者は絡み合うようになってきているからだ。
何千あるいは何百万ものアカウントを安全に
管理するには、相互運用が容易な自動化され
たアプリケーションが必要になる。こうしたア
プリケーションを実現できれば、企業はHR
（人事）、CRM（顧客関係管理）、IAMあるい
はデータベースのアプリケーションとしてど
のようなものを使っていても、RBACスキー
ムを適用できる。

魅力的なモデル
　米国国立標準技術研究所（NIST）はACL
とグループポリシーの限界を踏まえ、ロール
ベースシステムを構築するベンダーのため
のガイドラインとして、RBAC標準を策定した
（ http://csrc.nist.gov/groups/SNS/
rbac/ ）。また、RBAC標準は、企業が実際
の機能的ニーズに基づいてRBACを首尾よ
く作成し、全社的に適用するための指針にも
なる。

　この標準のアプローチを進めるには、ベン
ダーと企業の管理者は、RBACモデルとそれ
がさまざまな環境で実現するセキュリティの
種類について精通しなければならない。
RBACモデルは以下の4つの要素で構成さ
れている。

1. Core RBAC
　Core RBACはRBACモデルの基盤であ
り、RBACのすべての実装に統合される。
RBACではユーザー、ロール、パーミッション、
オペレーション、セッションがセキュリティポリ
シーに従って定義され、対応付けられる。
Core RBACは、個々のユーザーと特権との
多対多の関係を定義する。つまり、セッション
において、ユーザーと割り当てられたロール
のサブセットがどのように対応付けられるか
を記述する。また、従来型だが堅牢なグルー
プベースのアクセス制御を可能にする。

　Core RBACでは、ユーザーが、それぞれさ

まざまな特権を付与された多くのグループに
属することができる。ユーザーはログインする
（セッションに入る）と、自分に対応付けられた
ロールとグループに割り当てられたさまざま
な権限を、そのセッションの間利用できる。
例えば、ユーザーが経理、R&D、管理の各グ
ループのメンバーであれば、各グループに割
り当てられた特権のいずれかまたはすべてを
利用できる。

2. 階層化RBAC
　階層化RBACでは、管理者は、特定の環境
で求められる組織構造と職務体系に対応した
RBACモデルをセットアップできる。これは非
常に有用だ。企業には組織階層があるからだ。
大抵の場合、上位の職にあるユーザーほど多
くのアクセスを与えられる。

　例えば、看護師のロールは特定のファイル
にアクセスでき、検査技師のロールは別のフ
ァイルセットにアクセスできる。医師のロール
は、この2つのロールのパーミッションとアク
セス権を継承するとともに、もともと割り当て
られている高い権限も持つ。

3. 静的職務分掌
　静的職務分掌は、利益相反につながる恐れ
のある複数の特権をユーザーが持たないよ
うにロールの割り当てに制約を課すものだ。
これは、不正詐取などの職権乱用を防ぐ上で
非常に重要だ。分かりやすい一例として、社
員が現金出納グループと売掛金管理グルー
プの両方に属することがないようにすること
が挙げられる。

4. 動的職務分掌
　動的職務分掌は、同一セッションにおいて
利用可能な特権の組み合わせを制限するた
めにロールの割り当てに制約を課すことによ
り、不正行為や利益相反を防ぐものだ（図1）。
例えば、あるユーザーが現金出納グループと
現金出納管理グループに属している場合、そ
のユーザーは、ログインしたときのロールの
セキュリティコンテキストでのみアクセス権
を持ち、職務に当たる。同一セッション中に両
グループのロールの特権を併せ持つことは
ない。
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動的職務分掌

アクセス制御システム リソース：財務データベース

ロール1
財務トランザクション承認者

データベース特権：
トランザクション金額の読み取り

ロール4
一般ユーザー

データベース特権：
公開データの読み取りのみ

ロール2
承認されたトランザクションで
得られる資産のオーナー

ロール3
小切手受領者

データベース特権：
在庫リストの読み取り

データベース特権：
会計記録の読み書き

ユーザー

動的職務分掌が適用されている場合、ユーザーは特定のセッションにさまざまなロールでログインする可
能性がある。この例では、ユーザーは財務トランザクション承認者（ロール1）としてログインした場合、
そのセッションにおいては、
承認されたトランザクショ
ンで得られる資産を所有す
る特権（ロール2に割り当
てられている）や、小切手を
受け取る特権（ロール3に
割り当てられている）は持
たない。ロール2または
ロール3でログインした場
合は、そのセッションにおい
て他方のロール特権を持
つことができる。一般ユー
ザーのロール（ロール4）で
ログインした場合には、ほ
かのロールとの利益相反は
ない。 資料：「Enterprise Dynamic Access Control Version 2 Overview 」

       （米国海軍 宇宙・海軍戦闘システムセンター、リチャード・フェルナンデス）

図1

（EDACは）企業が安
全かつ厳密な権限付
与を実現するのを支
援する枠組みとアル
ゴリズムを提供する。
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かみ合わない歯車
　きめ細かなアクセス制御が求められる中、
アクセス制御製品では、柔軟性の向上やオー
プン化、標準化が必要となっている。

　しかし、これらの実現には課題が多い。エン
タープライズID管理やアクセス制御のため
の製品は大部分がプロプライエタリだからだ。
このことは、導入に多大なコストが掛かること
を意味する。HRデータベース、アクセス制御
強制ツール、IDストア、データベース、ディレ
クトリ、ワークフローといった必要なコンポー
ネントを統合するのにカスタムプログラミン
グが必要になるためだ。また、これは企業が
製品の乗り換えに踏み切る場合、これらの統
合を全面的にやり直さなければならないとい
うことでもある（一部の企業は縦割り型のカ
スタムアクセス制御ソリューションを自前で
開発することを決めている。だが、こうした開
発は、延々と終わらない金食い虫プロジェク
トになるのが通例だ）。

　われわれは、かつて企業がプロプライエタ
リなEDI（電子データ交換）ソリューションを
導入したことで陥った厄介な状況から学ばな
ければならない。従来のアプローチでは、導
入もアップグレードも保守も極めてコスト高

になり、機能性や柔軟性を高めるには法外な
コストが掛かる。

　これまでの経験から、標準化されたプロト
コルで通信を行い、標準化されたAPIを提供
するモジュールコンポーネントの疎結合を実
現する標準フレームワークのメリットは明ら
かだ。

　一部のアクセス制御製品では、SOAPや
XACML、SAML、Webサービスなどの標準
の採用が進められている。われわれユーザー
はこうした技術のメリットを理解し、プロプラ
イエタリなソリューションに縛られないように
しなければならない。こうしたソリューション
は既存システムを損ない、収益を圧迫し、ビジ
ネスニーズの変化への機動的な対応を妨げ
る恐れがある。

新次元を開く標準
　Enterprise Dynamic Access 
Control（EDAC）モデルは、こうした問題の
多くに対処している。EDACはメタデータに
基づくアクセス制御システムであり、ロール
へのユーザーの割り当てという複雑で手間
の掛かる作業を自動化する。EDACモデル
は、収集可能な各種のデータや、どのようにし



EDACは、包括的で拡
張可能なアクセス制
御フレームワークを実
現する。

てルールエンジンがこうした入力を用いて動
的なアクセス決定を適用するかを記述する。

　EDACは米国海軍省で開発されたもので、
NISTに支持されており、企業が安全かつ厳
密な権限付与を実現するのを支援する枠組
みとアルゴリズムを提供する。

　EDACに準拠するシステムは、動的にアク
セス制御の決定を行う。一般的にHRデータ
ベースから収集される情報を、標準化された
メタデータフォーマットに変換し、決定を行う
際に以下の基準を適用する。

ユーザーや企業の属性変化
　グループメンバーシップ、機密情報の取り
扱い許可、職務内容。

環境上の時間的制約とセキュリティ脅威
　時間的制約（例えば、午前8時から午後5時
までに限ってアクセスが許可される）、セキュ
リティレベル（例えば、米国土安全保障省が脅
威レベルを引き上げたら、それに応じてユー
ザーのパーミッションが変わる）。

質問
　ユーザーの回答に基づいてパーミッション
が動的に割り当てられる。

ワークフロー
　所定の手続きが行われているかどうかが確
認される（例えば、入院患者の検査結果がチ
ェックされ、承認されたら、看護師が処方薬を
管理できるようになっている）。

カスタマイズ可能なビジネスルール
　上記すべてを組み合わせ、動的にアクセス
制御の決定を行う（例えば、国土安全保障省
の判断による脅威レベルが低く、ユーザーが
機密情報の取り扱い許可を持っており、午前
8時から午後5時までの間である場合、とい
う条件が設定される）。

　EDACモデルは、SOAP、XACML、
SAML、Webサービスなどの既存プロトコル
を利用しており、これらが処理するペイロード
を詳細に定義している。このため、システム資

産とEDAC準拠システムがやりとりするには、
例えば、特定の属性と値がSAMLパッケージ
で転送されなければならない。

　EDACは、包括的で拡張可能なアクセス制
御フレームワークを実現する。その目的は、
モジュール型のアクセス制御環境にシームレ
スにコンポーネントを統合するコスト効果の
高い方法を提供することにある。この環境の
各モジュールは、一連の特徴的な機能と通信
プロトコルを備えている。このアプローチに
よってソフトウェアベンダーは、ハイパフォー
マンスなルールエンジン、GUIを規定するポ
リシーおよびユーザープロファイルと環境プ
ロファイルの生成プログラムを作成すること
に集中できる。

　では、RBACとEDACの共通点は何か。
RBAC標準は、ベンダーと企業がビジネス、
規制、セキュリティ上のニーズを満たす堅牢
な構造を設計するためのガイドラインで構成
されている。EDACは、RBACモデルをベー
スに、アクセス制御の動的な決定に使用でき
る変数を拡張し、モジュール型のアクセス制
御アプローチを導入し、Webサービス技術に
基づいて相互運用性を確保したものだ。

　RBACとEDACを導入しても、アクセス制
御に関する課題がすべて解決されるわけで
はない。しかし、これらは解決に役立つ。標準
化されたモジュール方式であらゆるセキュリ
ティソリューションを統合できる環境の整備
が進めば、ベンダーはユーザーにより安全で
効果的な製品を提供できる。基盤部分の開発
に悩まずに済むからだ。

ション・ハリス（Shon Harris）氏はLogical Securityの
社長。CISSP、MCSEの資格を持ち、CISSPに関する2
冊のベストセラーの著者でもある。
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「以前は、詐欺を見分
けるのは簡単だった。
偽電子メールは書き
方がお粗末で、スペル
ミスや文法の間違い
があった」

米Zion Bank オンライ
ンバンキング担当社長 
リー・カーター

オンライン詐欺対策ソリューションの選び方 David Strom
顧客のセキュリティ向上とFFIECガイドラインの順守が企業にとって大きな課題となっている。
対策ソリューションに何を求めるべきか。

8 IAMを極める

　オンライン詐欺は今やビッグビジネスとな
っており、電子商取引全般、とりわけ銀行取引
に対する顧客の信頼を揺るがしかねない状
況だ。それだけでも詐欺検出・防止対策を強
化する十分な動機になるだろうが、米国連邦
政府の新ガイドラインも、ビジネスを守るた
めの技術とプロセスの導入にセキュリティマ
ネジャーを駆り立てている。

　このガイドラインは絶好のタイミングで提
示された。フィッシングなどの攻撃の手口が
より巧妙になっているからだ。

　「オンラインの悪党たちはますます巧みな
攻撃を仕掛けるようになってきている」と、米
Zion Bankのオンラインバンキング担当社
長、リー・カーター氏は語る。「以前は、詐欺を
見分けるのは簡単だった。偽電子メールは書
き方がお粗末で、スペルミスや文法の間違い
があった。だが今では、偽メールはまともに書
かれていて、もっともらしくなっている。標的
にした会社のメールのスタイルや傾向をまね
ている」

　多くのベンダーがさまざまな対策技術の
提供を推進しており、例えば、オンライン購入
手続き中にリアルタイムで購入者の携帯電
話に確認の電話を入れるという革新的なも
のがある。また、キーロガーによるユーザー
名やパスワード、銀行口座番号の取得を困難
にするというものもある。

　この分野のベンダーの上位3社は、
VeriSign、EMCのRSA部門、Entrustだ。
各社は、米国連邦金融機関検査委員会
（FFIEC）のガイドラインを満たすために使わ
れる多様な製品ラインを持っているが、それ
らの製品ラインは金融機関以外の企業も利
用できる。このビッグスリーに加えて多数の
小規模なベンダーが、金融機関および非金融
機関、またはそのいずれか向けに専門的な製
品を提供している。

　では、適切なベンダーをどうやって見つけ
るか。それは容易なことではない。ベンダー
各社のWebサイトは、アーキテクチャのビジ
ョンは詳しく載っているが、具体的な製品情

報は乏しく、ましてや価格の詳細など掲載さ
れていない。われわれは多くのベンダーに取
材するとともに一般的な顧客企業数社にヒア
リングし、企業が自社の戦略的ニーズに最も
合うソリューションを選択するのに役立つ実
践的なガイドラインを作成した。

レギュレーション

FFIECとは？
　2005年10月、 米国連邦金融機関検査
委員会（FFIEC）は、「インターネットバンキン
グ環境における認証」と題するガイドラインを
発表した（ http://www.ffiec.gov/
pdf/authentication_guidance.pdf ）。

　FFIECは、銀行などの金融機関に対する連
邦当局の検査の標準化を支援している。この
文書は2001年に発表された文書を改訂し
たもので、個人と法人の顧客を抱え、こうした
顧客がインターネット経由で自分の口座にア
クセスできるようにしている金融機関すべて
に適用される。

　このガイドラインでは、単一要素認証は資
金が銀行口座間で送金されたり、個人口座情
報がオンラインバンキングサイトから入手で
きる状況では、もはや適切ではないとされて
いる。FFIECは銀行に対して以下の目標を設
定し、2006年12月までに達成することを求
めた。

・自社のオンラインバンキングサイトの包括
的なリスク評価を行う
・複数要素認証を包括的に導入する方法を
決定する
・前述したような特にリスキーな状況のため
に強力な認証ソリューションを選択し、導入す
る

　しかし注目すべきは、このガイドラインに記
されなかったことだ。つまり、「すべてのオン
ライン銀行取引に複数要素認証を義務付け
る」とはどこにも書かれていないのである。強
制メカニズムを欠いているこのガイドライン
は、銀行がそうしたシステムの検討と導入を
始めることを提案しているにすぎない。



簡単な答えはない
　FFIECのガイドラインは金融機関に対し、
資金移動を行う場合や、顧客のIDやそのほか
の口座情報がアクセスされる状況のために、
強力な認証と詐欺検出方法を導入するよう
勧めている（「FFIECとは？」を参照）。金融機
関では、オンライン詐欺を即座に検出し、防
止することが不可欠だ。金融取引は瞬時に行
われるからだ。銀行には、詐欺が見つかった後
で高精細テレビ（HDTV）の発送を取りやめ
るといった時間の余裕はない。

　「幸い、物理的な商品は瞬時に発送される
わけではない。このため、電子商取引サイト
は、取引過程で詐欺を見分けなければならな
い銀行などの金融機関の場合ほどコールセ
ンターサポートを必要としないアウトオブバ
ンド検出システムを活用できるだろう」と、詐
欺対策ソリューションを提供するCydelityの
ボブ・チコーヌCEOは語る（Cydelityは
2007年にDigital Envoyに買収され、同社
のDigital Resolve部門に吸収された）。

　だが残念ながら、消費者は強力な認証の恩
恵をすぐには受けられそうもない。

　「3要素認証に使われる網膜スキャンや指
紋読み取りなどのバイオメトリクス認証技術

が抱える問題は、人々が、この技術がテレビド
ラマ『24』の中のように完ぺきに機能すると
期待することだ。現状では、まだそのような段
階には達していない」と、業界調査会社The 
451 Groupのシニアアナリストで、セキュリ
ティ部門の責任者を務めるニック・セルビー氏
は語る。セキュアなハードウェアトークンも、
一般市場に広く普及することはなさそうだ。

　「ネット証券のE*Tradeは預かり資産が多
い顧客向けにRSAのSecurIDを利用してい
るが、興味深いのは、この技術の導入が必ず
しもセキュリティ予算で行われたわけではな
く、マーケティング主導で進められたことだ」
とセルビー氏。「キーホルダーに付けられる
小さなデバイスで自分の口座が守られれば、
顧客は安心する。しかし、ハードウェアトーク
ンを幅広い消費者に普及させるのは非現実
的であり、コストも膨大に掛かるだろう」

　FFIECガイドラインは、オンラインバンキン
グのセキュリティを向上させ、フィッシングや
なりすましを困難にするために策定された。
しかし、このガイドラインに対応するために大
手の銀行や証券会社のほとんどが選択して
きた技術は、オンライン商取引のセキュリティ
確保に積極的な企業にとって必ず役に立つ。
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詐欺検出 4つの「C」
　ダイヤモンドのバイヤーは、「4C」という基準でダイヤモンドを評価する。すなわち、Cut（カット）、Color（カラー）、
Carat（カラット）、Clarity（クラリティ：透明度）だ。詐欺検出システムでも、異常な取引を発見するために固有の
「4C」のチェック基準が使われている。

図2

COMPUTER
（コンピュータ）
詐欺検出システムは、

ユーザーのコンピュータの
特徴（OS、言語、Webブラ
ウザのバージョンなど）

を利用する。

CONNECTION（接続）
ユーザーのインターネット接続に
関する情報（IPアドレス、接続場所、

プロキシサーバ、ISPなど）が収集される。
「匿名プロキシを経由していたら、ログイン
をブロックするか、認証プロセスとして

質問に回答させればよい。
匿名プロキシを使うのは、

スキーマスクをかぶって銀行の
支店に入るようなものだ」と
CorillianのCSO、グレッグ・
ヒューズ氏は語る。

CLOCK（時間）
詐欺検出ソフトウェアは
個々の取引がいつ行われ
たかを、時刻、曜日、ログイン

頻度などの点から
通常のパターンと
比較して調べる。

CATEGORY
（カテゴリー）

詐欺検出システムは、
取引の種類（初回ログイン
時か、残高の移動か、支払い
かなど）や、ユーザーのタイ
プ（学生か、資産残高が
多い個人かなど）
を調べる。



「われわれは、顧客企
業が完全なクライアン
トレス方式を選択し、
消費者の利便性を保
つとともに、サポート
の負担を軽減できる
ようにしている」

VeriSign 製品管理ディ
レクター ケリー・ロフタス

10 IAMを極める

ソリューションを選択するには
　われわれは、大手銀行のオンラインシステム
との連携性において最先端を行くベンダーの
ほか、詐欺対策技術のビッグスリーと提携し
ていたり、ビッグスリーから補完するソリュー
ションが提供されていて、何らかの詐欺検出
メカニズムを提供しているベンダーを調査し
た。

　一方、企業から委託を受け、購入注文を受
け付けて決済処理を行う多数の電子商取引
サービス会社は取り上げなかった。こうした
会社の中には、2Checkout.comやCheck
Free（2007年にFiservに買収された）など、
詐欺対策ソリューションを1つ以上用意して
いるところもある。

　調査の結果、これらの製品を導入する企業
が注意深く検討すべき幾つかの重要事項が
明らかになった。

クライアントソフトウェア
　一部の製品では、ソフトウェアクライアント
やクッキー、フラッシュオブジェクトのいずれ
かをユーザーのマシンにインストールする必
要がある。これに対し、クライアントPC上に
何も残さない製品もあり、これは「ゼロタッ
チ」型と呼ぶ。この違いはささいな問題では
ない。企業はクライアント側の要素を常に当
てにできるとは限らない。顧客がソフトウェ
アのインストールを拒否する場合もあれば、
オンラインサービスへのアクセスに使うPC
を変える場合もあるからだ。

　一部のベンダーは、企業顧客がいずれかの
方式を選択できるようにしている。一部の企
業が顧客のコンピュータ上のクライアントソ
フトウェアに関する明確なポリシーを打ち出
しているからだ。

　どちらの方式にも一長一短がある。クライ
アントレスなソリューションの場合、PCを使っ
た不正取引を発見しにくい。これに対し、クッ
キーを置いたり、Webブラウザベースの情報
を保存する（ActiveXやJavaScriptなどの）
オブジェクトを実行すれば、顧客がそのPCで
電子商取引サイトを再訪し、取引を行った場

合にサイト側で認識しやすい上、そのPCが過
去に不正取引に使われたかどうかをチェック
しやすい。もっとも、一部の顧客は、クッキー
やActiveXコントロールが自分のPCに情報
を保存しないようにしている。

　ほとんどの小規模ベンダーの製品は、クラ
イアントに何も残さずに動作するが、ビッグス
リーの製品はどちらの方式もサポートできる。

　「われわれは、顧客企業が完全なクライア
ントレス方式を選択し、消費者の利便性を保
つとともに、サポートの負担を軽減できるよう
にしている」と、VeriSignの製品管理ディレ
クター、ケリー・ロフタス氏は語る。「しかし、一
部の銀行は、消費者のPCと何らかの形で連
動するソリューションを求めている」

　詐欺監視製品はいずれも各取引者による
取引のパターンや特徴を調査する。例えば、
個々の取引について、どの地域から、どのISP
を通じて、どのようなIPアドレスから、どの
Webブラウザを使って、何曜日の何時に行わ
れたかなどを調べる。これは、顧客が家や職
場で複数のPCを使っていても、電子商取引
サイトにログインするときのやり方には一定
のパターンがあることを考慮したものだ。担
当者はこうした取引行動の調査データを集約
し、顧客が通常とは異なる国からログインし
たり、使っているブラウザのバージョンが変わ
ったりといった異例な動きをチェックできる。

インフラへの影響
　あなたの会社の環境によっては、詐欺対策
システムをサポートするために、既存の実稼
働中のデータストリームと商取引サーバに変
更を加える必要があるかどうかを検討しなけ
ればならない。クライアント側の要素が不要
な製品があるように、インラインで動作し、実
稼働ネットワークや既存の電子商取引システ
ムのコードに変更を加える必要がない製品も
ある。当然のことながら、迅速な導入を目指
す企業は、実稼働サーバに影響しない製品に
興味を持っている。

　例えば、Covelight Systems（2007年
にイスラエルのRadwareに買収された）、



「われわれの製品はク
ライアントネットワー
ク上のスパンポートか
物理ネットワークタッ
プにアクセスするだけ
でよい。コードを書く
必要はないし、アプリ
ケーションに変更を加
える必要もない」

Covelight CTO（最高
技術責任者） ガース・サ
マビル

Entrust、Cydelityは、顧客のDMZにイン
ストールされ、ネットワークトラフィックのキャ
プチャーを基本機能とするアプライアンスを
販売している。

　「われわれの製品はクライアントネットワー
ク上のスパンポートか物理ネットワークタップ
にアクセスするだけでよい。コードを書く必要
はないし、アプリケーションに変更を加える必
要もない」と、CovelightのCTO（最高技術
責任者）、ガース・サマビル氏は語る。

　これに対し、Corillian（2007年に
CheckFreeに買収され、同社もFiservに同
年買収された）の製品や、RSAの「Adaptive 
Authentication」のような詐欺対策システ
ムや認証システムは、オンラインアプリケー
ションにJavaScriptコードや.NETコードを
挿入し、これらを介してオンラインアプリケー
ションと通信させなければならない。

検出の精度
　優れた検出機能を求めるか、十分な機能が
あれば良しとするかは選択の余地がある。検
討中のソフトウェアが個々の不正取引を特定
できるのか、あるいは、なりすましによる不正
なものである可能性があるログインをブロッ
クするにとどまるのか。また、フィッシング攻
撃のためのサイトのコピーなど、ほかの悪意
ある行為もカバーするのか。これらが製品選
択の考慮点になる。

　例えば、フィッシング攻撃者は、被害者をだ
まして口座情報を自発的に送信させる前に、
お決まりの手順を踏む。具体的には、狙った
電子商取引サイトの主なページのコピーを
最初に作り、偽のWebサイトに配置する。次
に、大量の電子メールアドレスのリストを手に
入れ、それらのアドレスにメールを一斉に送り
つける。すると、一部の受信者がメール内の
リンクをクリックし、偽サイトに誘導されると
いう仕掛けだ。

　例えば、Corillianのソリューションは、受信
者をだまそうとするフィッシング目的のメー
ルが送信されていないかチェックすることで、
こうした不正行為を検出できる。これは、顧客

のネットワーク内にハードウェアを追加設置
することなく実現される。ほかのベンダーの
製品がこうしたサービスを実現するには、コ
ンポーネントを顧客の企業ネットワーク内で
機能させる必要がある。だが、Corillianのソ
リューションは、コレクタエージェントを主要
なインターネット相互接続点に配置し、メー
ルトラフィックをスキャンして、大量送信行為
の発生を把握する。さらに、顧客に対し、フィ
ッシング攻撃が仕掛けられている可能性があ
ることを知らせ、偽サイトへのアクセス遮断
を促すことができる。

　「われわれはフィッシングサイトの存在を、
攻撃者がまだ立ち上げている段階から察知
できる。サイトのトップページなどの細部をコ
ピーするような行為を監視しているからだ」
と、CorillianのCSO（最高セキュリティ責任
者）、グレッグ・ヒューズ氏は語る。

認証オプション
　一部のアプリケーションは受け身の観察者
でしかない。問題状況が検出された場合に中
央の監視コンソールにアラートを送るだけだ
からだ。だが、ビッグスリーは積極的に買収を
進めてきた結果、認証に関しても豊富な選択
肢を提供している。「われわれは1つのソフト
ウェアプラットフォームで多種多様な認証方
法を提供できる」と、EntrustのCTO、クリス・
ボイス氏は語る。Entrustは2006年に
Business Signaturesを買収し、RSAも
同年にPassMark Security、2005年に
Cyotaを買収している。

　PassMarkなどの技術はユーザーがログ
インする際、本人があらかじめ指定していた
質問の回答を求めるなど、厳密な本人確認が
できる複数要素認証を受けさせる。また、
Corillianの「Intelligent Authentication」
やVeriSignの「VIP Fraud Detection」の
ような技術では、ユーザーの自宅や携帯電話
に電話をかけ、PIN（暗証番号）を入力して手
続きを進めるよう求めることができる。なりす
まし対策や詐欺検出技術のベンダーである
Bharosa（2007年にOracleに買収された）
は、JavaScriptでキーボードのイメージマッ
プを画面に表示してユーザーに入力を求め、
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「われわれはフィッシ
ングサイトの存在を、
攻撃者がまだ立ち上
げている段階から察
知できる。サイトのト
ップページなどの細部
をコピーするような行
為を監視しているから
だ」

Corillian CSO（最高セ
キュリティ責任者） グレ
ッグ・ヒューズ



「詐欺攻撃全体の60
％は、われわれの情報
共有ネットワークを見
るだけで察知できる。
われわれは非常に多
くの顧客を抱えてい
るからだ」

RSA セキュリティコン
シューマーソリューショ
ン部門 マーケティング
担当副社長 アミア・オラ
ッド

「平均的な消費者は、
『強力な認証のためな
ら大きな労力を割い
てもいい』とは思わな
い」

RSA セキュリティコン
シューマーソリューショ
ン部門 マーケティング
担当副社長 アミア・オラ
ッド
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キーロガーによるキー入力の記録を防ぐよう
にしている。

　認証方法が面倒な場合、適切に運用を行わ
ないとコールセンターのサポート負担が増え
てしまう。われわれが取材したベンダーの多
くは、Bank of Americaが2005年に行っ
たRSA/PassMarkの「SiteKey」の大規模
導入を引き合いに出した。このプロジェクトの
後、Bank of Americaではコールセンター
の業務が増大し、多くの顧客がこの技術を使
うことに抵抗した。この技術は、顧客に所定の
画像を選択するよう求めるとともに、顧客の
マシンにクッキーを保存して、以降のログイン
時に本人識別に使用するようになっている。

　「われわれがCorillianのIntelligent 
Authenticationシステムを導入した影響の
最たるものは、コンタクトセンターへの問い
合わせが増えたことだ」と、ウィスコンシン大
学信用組合のインターネットサービスディレ
クター、エリック・バンガーター氏は語る。「一
部の組合員からシステムの仕組みについて
質問があった。システムに不満を持ち、セキュ
リティが強化されたことを評価しない人も数
人いた」

　Corillianの製品はPCのプロファイル（IP
アドレス、ISP、接続元の国）を追跡し、顧客が
通常のやり方でマシンを使って銀行口座にア
クセスしているかどうかを判断する。同信用
組合は、オンラインヘルプを充実させ、この
強力な認証方法の運用を調整することで、サ
ポートの負担増の問題を解決した。

　「平均的な消費者は、『強力な認証のため
なら大きな労力を割いてもいい』とは思わな
い」と、RSAのセキュリティコンシューマーソ
リューション部門のマーケティング担当副社
長、アミア・オラッド氏は語る。

タイムリーなリポート
　一部の製品ではリアルタイムにリポートが
得られるが、夜間バッチジョブでリポートが作
成される製品もある。製品のリポート機能を
規定する要因は、製品の機能的な特徴と、そ
れに従ってどのようなリポートが必要とされ

るかに加え、システムが通知メッセージをど
のように送信するか、ベンダーが顧客のため
に24時間365日体制の独自のサービス監
視センターを運営しているかどうかだ。
CovelightやBharosaの製品、RSAの
「FraudAction」は、いずれもリアルタイム
分析に威力を発揮する。

　「サーバ統合のアプローチを採用しなけれ
ば、ログファイルを見て特異な行動や不正行
為を調べなければならない」と、VeriSignの
ロフタス氏は語る。「この場合、リポートがど
れだけリアルタイムに近いかは、こうしたログ
を見返す頻度にかかっている。もっとリアル
タイムなリポートを求めるのであれば、サー
バアプリケーションに何かを統合しなければ
ならない」

最新情報の収集と共有
　もう1つの検討事項は、不正なIPアドレス
など不正行為に関して収集、更新される情報
を、顧客間で共有できる仕組みをベンダーが
構築しているかどうかだ。ウイルス対策ベン
ダー各社のセキュリティレスポンスチームは、
感染の追跡に関する似た仕組みを運営して
いる。詐欺対策に関するこうした仕組みとし
ては、ビッグスリーから電子決済処理業者ま
で、各社がさまざまなものを用意しており、企
業が適切なソリューションを選択するための
判断材料の1つになる。

　RSAは、最新情報が豊富に蓄積されてい
くこの仕組みをFraudActionサービスに活
用しており、VeriSignも同様の仕組みを製
品ライン全体で利用している。

　「詐欺攻撃全体の60％は、われわれの情
報共有ネットワークを見るだけで察知できる。
われわれは非常に多くの顧客を抱えているか
らだ」とRSAのオラッド氏は語る。また、
CheckFreeは異なるアプローチを取ってい
る。同社は、分析技術を手掛けるActimizeと
の提携で「FraudNet」システムを強化し、自
社の電子決済ネットワーク全体にわたってリ
アルタイム詐欺分析機能を提供している。



統合性
　最後に挙げる検討事項は、ベンダーが、相
互に連携する強力な認証製品、ID管理製品、
詐欺検出製品を提供しているか、あるいはあ
なたの会社が、さまざまなベンダーから提供
されるコンポーネントを組み合わせて運用で
きるかだ。

　ビッグスリーは、自社のさまざまな製品ラ
インの統合を推し進めている。例えば、「詐欺
チェックツールが問題状況についてフィード
バックを提供すると、それに応じて強力な認
証システムがログイン時に追加の質問を投げ
かけて回答を求める」といったことが可能に

なっている。だが、ビッグスリーが急速なペー
スで買収を進めていることから見て、彼らが
やるべきことはまだ残っている。

　小規模なベンダーも、自社の詐欺検出シス
テムと強力な認証製品とを連携させることに
力を入れている。しかし、自社製品とビッグス
リーの製品との連携を確保することは、彼ら
にとって優先課題ではないようだ。

デビッド・ストロム（David Strom）氏は、ライター、講師、
ポッドキャスター、コンサルタントを兼業している。セキュ
リティに関する執筆多数。
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比較　オンライン詐欺対策ベンダー
図3

オンライン詐欺対策ソリューションを提供するベンダーは、さまざまな技術を利用しており、多くの場合、詐欺検出と認証を併用している。
代表的なベンダーを以下に示す。

Bharosa
www.bharosa.com

AuthenticatorTracker な し な し リアルタイム

Corillian
www.corillian.com

Intelligent AuthenticationFraud Detection な し な し バッチ

Covelight Systems
www.covelight.com

N/APercept
Inflight

な し 必 要 リアルタイム
リアルタイム

Cydelity
www.cydelity.com

N/AeSentry な し な し リアルタイム、
バッチ

Entrust
www.entrust.com

IdentityGuardZero Touch Fraud Detection
eFraud network

な し な し バッチ
リアルタイム

RSA Security（EMC）
www.rsasecurity.com

PassMark
Adaptive Authentication

FraudAction な し な し リアルタイム

The 41st Parameter
www.the41st.com

N/AFraudNet
ImageMask

な し な し バッチ
バッチ

VeriSign
www.verisign.com

VIP Authentication
Service

VIP Fraud Detection オプション オプション リアルタイム、
バッチ

ベンダー 詐欺対策製品 クライアント
ソフトウェア

サーバ
コード

な し 必 要

な し

オプション な し

オプション
あり

な し
必 要

な し 必 要

クライアント
ソフトウェア

サーバ
コード

リポーティング 認証製品



請負業者が担当業務
を行うには、企業の社
内ネットワークサービ
スとデータを利用で
きなければならない。

セキュリティインシデント

請負業者が間違いを
犯すと……

請負業者による顧客データ
の紛失、窃盗、不注意による
漏えいにかかわるインシデ
ント例

・2006年2月16日
Blue Cross and Blue 
Shield of Florida
請負業者が会社のポリシー
に違反して、現在と過去の
社員、ベンダー、請負業者の
氏名と社会保障番号を自宅
のコンピュータに送信。

・2006年5月30日
Texas Guaranteed 
Student Loan Texas 
Guaranteed（TG）の業務
委託先であるHumming-
birdの社員が、TGからの借
り手の氏名と社会保障番号
が保存された機器を紛失。

請負業者の利用に伴うリスクの管理 Paul Rohmeyer 
予防策を怠ると、会社が雇う請負業者がセキュリティ侵害の原因を作ってしまう恐れがある。
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　請負業者やコンサルタントはおなじみの存
在であり、多くの組織で業務の体制に組み込
まれている。サードパーティーを利用してキャ
パシティーを広げることで、組織の柔軟性を
大幅に高めることができるからだ。請負業者
は企業が短期的な需要を満たすのを手伝う
とともに、複雑な問題に対処するための助け
になるスキルとエネルギーを注入できる重要
なリソースだ。しかし同時に、請負業者は組織
に甚大なリスクももたらす。

　請負業者が担当業務を行うには、企業の社
内ネットワークサービスとデータを利用でき
なければならない。多くの場合、請負業者は
営業秘密や戦略計画、そのほかの知的財産
など、機密性の高い企業データにアクセスで
きる。しかし、企業は（プロジェクトを手伝う
サードパーティーの確保を急いでいる、ある
いは単に人手不足で）雇用時に十分な人物調
査を行う時間がなかったり、適切な監督を行
うリソースがないかもしれない。こうしたこと
は、過失によるデータ紛失や故意のデータ窃
盗を誘発するリスクを高めてしまう。

　しかし企業は、ビジネスのサポートや改善
ができる外部の専門家を雇うのを尻込みす
る必要はない。リスクを補うために企業が打
てる方策はたくさんある。すなわち、監督、ア
クセス制御、適切なポリシーの施行と強制、
技術ソリューションの導入などだ。こうした予
防策を講じれば、請負業者があなたの会社の
負債になることは避けられるはずだ。

近過ぎる存在
　企業が堅牢かつ効果的な境界セキュリティ
アーキテクチャを構築していても、請負業者
を雇い、オンサイトかリモートでのネットワー
クアクセスを許可すると、そのアーキテクチャ
の価値はほとんどなくなってしまう。いったん
セキュリティ境界の内部に入ると、こうした請
負業者は企業のシステム内やネットワーク内
を自由に移動でき、ほとんど監視されないこ
とが多いからだ。

　多くの場合、請負業者は雇用期間が短く、
必ずしも新入社員と同様の監督を受けない。
また請負業者は、社内のリソースや人的能力

が不十分であるために雇われることがよくあ
る。どちらのシナリオでも、請負業者は、大き
な権限を持ち得る職務にすぐに配置される。
恐らく、どのスタッフよりも優れた力量を持っ
ているからだ。

　しかも、請負業者はプログラミング、システ
ム管理、ネットワークセキュリティなど、重要
機密にかかわる仕事に雇われる場合が多い。

　さらに、サードパーティーとの契約が長期
化傾向にあることも、リスクを増大させる可
能性があると、独Bayerの北米法人でCISO
（最高情報セキュリティ責任者）を務めるピー
ト・バンデゴーム氏は語る。「長期雇用されて
いる請負業者は、社内外の人から会社の社員
と間違われやすい」。このように顔なじみの相
手であることから、企業は請負業者に、多くの
機密情報へのアクセスを与える傾向がある。

　個人の請負業者への依存が続いた場合、
時間とともに企業のリスクが高まり、請負業
者の変更や雇用打ち切りが困難になる。これ
は「依存リスク」と呼ばれることもある。請負
業者が組織に定着すると、監視も甘くなりが
ちだ。依存が深まるとともに、あくどい請負業
者が会社側の過度の依存に付け込んで、突
然の仕事放棄やさらにひどい迷惑行為をち
らつかせて圧力をかけ、優遇を受けようとす
るかもしれない。

　もちろん、盗難の脅威も常にある。短期契
約の請負業者の中には、組織内に入り込んで
データを盗み出したり、産業スパイを働こう
としている者がいる可能性も考えられる。

対策
　請負業者にかかわるリスクに対処するため
の最も論理的な第一歩は、リスク評価を行う
ことだ。その作業では、請負業者にかかわる
セキュリティ侵害の脅威、脆弱性、影響、発生
可能性などを特定しなければならない。

　リスクの軽減に最も役立つのは、知識（履
歴調査・照会などによる選考を通じた雇用対
象者の人物把握）と監督だ。誰が請負業者に
目を光らせるか、そしてその監視役は、請負



・2006年6月2日
Ahold USA
EDSの社員が出張の機内
で、Aholdのスーパーマー
ケットチェーンの元社員の
年金データ（社会保障番号、
生年月日、給付金額など）が
保存されたノートPCを紛失。

・2006年7月29日
Sentry Insurance
労災補償請求者の個人情
報が盗まれ、後にインター
ネットで売却された。犯人は
請求者のデータにアクセス
できた主席プログラマーの
コンサルタントだった。

・2006年8月4日
トヨタのテキサス工場
求職者と社員の個人情報が
保存された請負業者のノー
トPCが盗難に遭う。これら
の個人情報には氏名や社会
保障番号などが含まれてい
た。

・2006年9月5日
運輸保安局（TSA）
TSAの業務委託先である
Accentureが、TSAの元
職員の社会保障番号、生年
月日、給与情報などを含む
文書を、管理の不備で誤っ
たアドレスに電子メールで
送信。

・2006年10月23日
Sisters of St. Francis 
Health Services
医療費請求業務を支援する
Advanced Receivables 
Strategyの請負業者が、
St. Francisの26万
6200人の患者、職員、医
師の暗号化されていない個
人情報を含むCDを紛失。

・2006年12月14日
Bank of America
Bank of Americaの元請
負業者が詐欺を働く目的で
顧客の個人情報（人数非公
表）に勝手にアクセス。

出典：Privacy Rights 
Clearinghouse。

業者が担当する仕事を詳しく理解しているか
否か。言い換えれば、マネジャーはアウトソー
シングされる分野に技術的に精通しているか
が重要になる。サードパーティーの仕事ぶり
を監視し、理解する力がリスク軽減に貢献す
るからだ。

　さらに、監督の一環として、システム使用状
況の監視、定期的な現状確認、目標とマイル
ストーン（中間目標）の設定と管理も行わな
ければならない。ただし、実際の監督方法の
細部は、請負業者の業務の性質や扱うデータ
の機密性によって決まってくる。

　また、適切で安全なファイル転送方法を請
負業者に提供しないことは、リスクを増やす
要因になる。これは避けなければならない。
こうした機能を提供しないのは、請負業者に、
大量のデータをローカルHDDにダウンロー
ドしたり、情報を平文の電子メールで送信し
たりなど、機密データを無防備に扱うよう奨
励することになりかねない。このどちらの操
作も、組織を危険にさらす恐れがある。だが、
ほかに選択肢がなければ、請負業者は与えら
れた仕事を処理するためにこの手の方法に
頼るだろう。 

アクセス制御
　アクセス制御は、請負業者を利用する環境
でセキュリティを確保する上でカギを握る。
基幹システムおよびデータへのサードパー
ティーのアクセスは、担当業務の遂行に必要
な最低限に制限しなければならない。この
「最低限の特権」の考え方は、請負業者が見
るものを制限し、不正な情報アクセスのリス
クを管理するための基本的な指針だ。

　しかし、電子メール内のデータのような非
構造化情報は、保護しにくいことで知られて
いる。従来のデータベースアクセス制御手法
が適用できない上、情報を社内外に簡単に転
送できてしまうからだ。このため、アクセス制
御をシステムの観点からだけでなく、情報の
観点からも考えなければならない。つまり、シ
ステムへのアクセスを制御するだけでなく、
特定のデータセットへのアクセスも制限する
必要があるということだ。例えば、請負業者に

信用管理システムへのアクセスは許可せず、
請負業者が担当する特定の口座へのアクセ
スだけを許可するべきだ。

　この情報アクセス制御の必要性は、アプリ
ケーション開発の現場に特に当てはまるかも
しれないと、Pershing（The Bank of New 
Yorkの子会社）の情報セキュリティ担当副社
長、ダン・ケネディ氏は語る。「開発業務では、
オフショアの請負業者を利用することが、セ
キュリティ上の大きな懸念材料となっている。
仕事の性質上、彼らは多くのアクセス権を持
つことになる」

　一部の組織では、開発請負業者に本番デー
タへのアクセスを与えないようにしているが、
テストシステムや開発システムのデータとし
て、本番データをそのままコピーしたものが
使われている。

　「一部の組織では、本番データをコピーし
てテストデータに流用するのが当たり前にな
っている」と、BSC Servicesのセキュリティ
担当副社長兼ビジネスコンティニュイティ責
任者、トニー・メホリク氏は語る。「だが、請負
業者を利用する場合は、テストデータをきち
んと作る必要がある。本番データをコピーし、
顧客の個人情報を変更して、テスト以外には
使えないようにすればよい」

　企業は請負業者のアクセスを制限するだ
けでなく、請負業者のユーザーアカウントを、
短期間で自動的に失効する設定で作成する
必要もある。この設定は、直属のマネジャー
に請負業者のアクセス権を再申請させる狙
いがある。

　こうしてすべてのアクセス特権について再
認可の判断が行われるようにするのは、不要
になった特権をシステム管理者に削除させる
ことを目的としている。大組織の請負業者は、
割り当てられた仕事が完了すると別の部署に
移る場合が多い。だが、同じレベルのシステ
ムアクセス権を持ったままであることがよく
あると、Bayerのバンデゴーム氏は語る。

　「直属のマネジャーにアクセス権を再申請
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16 IAMを極める

させるのは、長期雇用されていて、いろいろ
なマネジャーの下で働いてきた請負業者が、
定期的に再評価を受け、現時点での仕事に必
要な情報へのアクセスだけを与えられるよう
にするための方策だ」（同氏） 

ポリシー
　企業はデータ保護、不適切なデータアクセ
スの検出、疑わしいインシデントへの対応、請
負業者の募集と雇用の管理（すべての請負業
者に要求される選考レベルなど）の最良の方
法を規定するITポリシーおよび手続きを作成
し、強制するべきだ。

　また、ポリシーでは、組織内におけるデータ
カストディアン（管理人。データのオーナーか
らデータの操作を任される）の考え方を定義
するとともに、請負業者に対し、その役割は請
負業者にも当てはまることを明確に示さなけ
ればならない。データカストディアンは、デー
タにアクセスでき、データに対する一定の管
理権限を持つが、データのオーナーではない。
ポリシーには、データカストディアンの具体的
な責任（情報の機密を保つ、コピーや再配布
をしないなど）を列挙すべきだ。また、そのほ
かにも、企業情報のダウンロード時や転送時
には、ウイルス対策プログラムを利用するな
どの安全対策を講じることや、パスワードを共
有しないことなども、ポリシーに盛り込むとよ
いかもしれない。

　Verizon WirelessのIT情報セキュリティ
エンジニアリングマネジャー、バーバラ・ブー
チナー氏は、請負業者との契約には、請負業
者が企業のポリシーを認識し、受け入れ、順
守することをうたった特別な条項を含めなけ
ればならないと指摘する。

　「契約に盛り込む条件、そして定期的にアク
セス特権を再認可する仕組みは、最も重要な
2つのツールだ」とバンデゴーム氏は付け加
える。

技術ソリューション
　ネットワーク施設の管理を工夫することで、
請負業者を利用する環境でのセキュリティ確
保に大きな効果を上げることができる。

Pershingのケネディ氏は、請負業者のネット
ワーク上での行動を制限、管理するために、リ
モートアクセス型の仮想デスクトップ環境を
構築することを勧めている。こうしたシステム
は、ロール（役割）ベースアクセス制御（RBAC）
の考え方を推し進めたものだという。

　市場では、請負業者のネットワーク上での
行動を管理し、知的財産を保護するという課
題に対処するのに役立つ幅広いツールが提
供されている。例えば、ForeScout Tech-
nologiesの「CounterACT」のようなネット
ワークアクセス制御（NAC）製品は、請負業
者のアクセスを制御しながら、請負業者が担
当業務の処理に必要な操作を自由に行える
ようにすることができる。CounterACTは、
管理者がインフラを追加することなく、仮想
的なビジターネットワークを構築できるよう
に、ソフトウェアエージェントなしで動作する。
CounterACTはユーザーをこのネットワー
クに隔離し、アウトバンドインターネットアク
セスなど、定義されたサービスセットだけにア
クセスを制限できる。

　同様に、Symantecの「Network Access 
Control」は、ネットワーク上でユーザーをブ
ロックしたり隔離したりでき、パッチの適用状
況やウイルス対策ソフトウェアの更新状況を
確認して、ホストの完全性をチェックすること
が可能だ。NAC製品には、ほかにもF5 
Networksの「FirePass」やStillSecure
の「Safe Access」などがある。

　一方、Tablus（2007年にEMCのセキュ
リティ部門RSAに買収された）の「Content 
Alarm」スイートなどのようなデータ流出防
止ツールは、企業における機密ファイルの管
理を支援する。Content Alarmでは、ユー
ザーは自分で作成したポリシーを利用して、
機密データファイルを特定して「プライベー
ト」に指定し、それらがコピーされたり印刷さ
れたりするのを防ぐことができる。これは、請
負業者がUSBフラッシュメモリなど、紛失し
たり盗まれたりしやすいポータブルメディア
にデータをコピーするのを防ぐ上で有益な管
理機能だ。またContent Alarmは、プライ
ベートファイルが電子メールで送信される際



「ほとんどの企業では、
請負業者を利用する
場合のセキュリティ課
題を解決するには、技
術以外の面での取り
組みも必要になりそう
だ」

BSC Services セキュ
リティ担当副社長兼ビジ
ネスコンティニュイティ
責任者 トニー・メホリク

にそれらを自動的に暗号化することもできる。

　データ流出防止を手掛けるベンダーはほ
かにもある。例えば、PortAuthority 
Technologies（2007年にWebsenseに
買収された）は、ワークステーションやホスト
上のデータや伝送中のデータを管理したり、
USBフラッシュメモリなど外部メディアへの
コピーを管理したりできるソフトウェアとアプ
ライアンスを提供している。

　しかし、ほとんどの企業では、請負業者を利
用する場合のセキュリティ課題を解決するに
は、技術以外の面での取り組みも必要になり
そうだ。BSC Servicesのメホリク氏は、こう
警鐘を鳴らす。「情報セキュリティ分野では、
どのような問題でも、技術に頼りきりではい
けない。各種の検証に関するポリシーや手続
きも必要であり、セキュリティを回避しようと
する試みを警告する通知があった場合の対
応に関しても同様だ」

課題は続く
　請負業者の利用に伴うリスクは、完全に解
消することはできない。ほとんどの技術的な
管理策について言えることだろうが、請負業

者を利用する環境のためのセキュリティ管理
策は、当面の間効果を発揮し、請負業者の大
部分は、われわれが望まない行為をしないだ
ろう。だが残念ながら、最悪な連中は、十分な
時間、コンピューティングパワーや資金があ
れば、いかに優れた管理策をもかいくぐる方
法をいずれは見つけ出してしまう。

　技術の進化に伴い、請負業者の利用には
今後も困難な問題がつきまとうだろう。安価
でほとんどどこでも使える無線ブロードバン
ドサービスの普及拡大など、新たな動向の恩
恵を受け、請負業者は、あなたの会社の施設
内でありながら、会社側が監視したり制限を
かけたりできない場所でも、高速通信を利用
できる。技術が急速なペースで進化し、われ
われの基本的なコンピューティングプラット
フォームで脆弱性の発見が後を絶たない中、
情報セキュリティマネジャーは、リスクの再評
価と管理策の強化を不断に迫られている。

ポール・ローマイヤー（Paul Rohmeyer）氏は、スティー
ブンス工科大学ハウ技術経営大学院の準教授で、独立系
の情報セキュリティマネジメントコンサルタントでもある。
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社員は手軽に1つの
デバイスでオフィスビ
ルとネットワークの両
方に入れる。

物理的セキュリティと論理的セキュリティの融合 Mark Diodati
物理的セキュリティと論理的セキュリティの統合は、企業に多くのメリットをもたらし得る。
しかし、この統合を成功させるのは容易なことではない。

18 IAMを極める

　一般的にほとんどの企業では、物理的セキ
ュリティと論理的セキュリティ（ITセキュリティ
とも呼ばれる）は、異なる業務分野だ。実際、
ITセキュリティチームと物理的セキュリティ
チームは水と油の関係であることが多い。だ
が、物理的セキュリティと論理的セキュリティ
を融合させれば、多くのメリットが得られる。

　この両者を一体化させる「PLコンバージェ
ンス」は効率を高める（「P」はPhysical（物
理的）、「L」はLogical（論理的）を指す）。物
理リソースとITリソースへのユーザーアクセ
スがスムーズに行えるようになり、ヘルプデ
スクへの問い合わせが減少するからだ。社員
は手軽に1つのデバイスでオフィスビルとネ
ットワークの両方に入れる。アクセス管理の
改善によってセキュリティも強化され、さまざ
まな規制へのコンプライアンスも向上する。
ユーザーが、認可されたリソースにしかアク
セスしないからだ。

　米国政府もPLコンバージェンスのメリット
を認めている。「HSPD-12」（Homeland 
Security Presidential Directive 12：国
土安全保障にかかわる大統領指令12）に基
づく「PIV」（Personal Identity Verifica-
tion：個人識別情報検証）プログラムは、連邦
政府のすべての職員と請負業者にスマート
カードを持たせることを目指している。これら
のカードは物理的アクセスと論理的アクセス
に使われる（HSPD-12については、19ペー
ジの「HSPD-12対応という難問」を参照）。

　しかし、結婚には努力が必要なように、2種
類のセキュリティを融合させるPLコンバージ
ェンスも、実現には多大な労力を要する。2つ
のセキュリティチームを統合するだけでも往
々にして厄介だ。さらに、異種システムを組み
合わせ、継ぎはぎだらけの物理的アクセスシ
ステムをアップグレードし、スマートカードを
導入し、ワークステーションソフトウェアをイ
ンストールするといった複雑な作業が伴う。
以下では、PLコンバージェンスとその実現へ
の課題を詳しく見ていこう。

そもそもの意味は？
　物理的セキュリティと論理的セキュリティ

のコンバージェンスは、ITセキュリティ専門家
の多くにとって好ましく聞こえる。だが、それ
が具体的に何を指すかについては混乱もあ
る。PLコンバージェンスは基本的に、物理的
なアイデンティティー（ID）とリソース、および
IT IDとリソースのための単一のユーザー認
証デバイスと単一の管理プロセスセットによ
って実現される。コンバージェンスのマイル
ストーンは、技術的な成熟度が一般的に高い
順に挙げると、共通認証デバイス、ユーザー
ライフサイクル管理、セキュリティ情報管理、
コンテキストベースの認可だ。

共通認証デバイス
　PLコンバージェンスでは通常、物理的セキ
ュリティと論理的セキュリティの両方の認証
に、ユーザー資格情報を含む共通のデバイス
が利用される。最も普及している共通認証デ
バイスはスマートカードだ。PLスマートカード
には2つのインタフェースがある。1つは、物
理的アクセスに使う非接触型インタフェース
だ。スマートカードのこのインタフェースを使
う場合、例えば、ユーザーはスマートカードを
ドア用リーダー（読取装置）の磁界にかざす。
認証が成功すると、物理的アクセスシステム
がドアを開錠する。このような認証とそれに
続くアクセスは「バッジング」と呼ばれる。

　PLスマートカードが持つもう1つのインタ
フェースは接触型インタフェースで、これは
PCアクセスに使われる。ほとんどのPLスマー
トカードは、インタフェースごとに別のストレー
ジメカニズムを備えている。だが、数年前に導
入されたPLスマートカード技術であるデュア
ルインタフェーススマートカードでは、接触型
と非接触型の両インタフェースが同じストレー
ジを共有するようになっており、この方式の
おかげで機能性が向上している。

　スマートカードに次いで普及している認証
デバイスは、バイオメトリックデバイスだ。こ
のデバイスは指紋リーダーが一般的だが、ス
マートカードと比べると、物理的アクセスには
めったに使われない。ただし、非常に高いセキ
ュリティが要求される環境で使われる場合が
ある。指紋によるバイオメトリクスは一般的に、
ITアクセスのためにスマートカードの接触型



PLコンバージェンス
は基本的に、物理的な
アイデンティティー（ID）
とリソース、およびIT 
IDとリソースのための
単一のユーザー認証
デバイスと単一の管
理プロセスセットによ
って実現される。

インタフェースで認証を行う目的で使われる。

ユーザーライフサイクル管理
　スマートカードを使用可能にするには、企
業はスマートカードをパーソナライズしなけ
ればならない。パーソナライズプロセスでは、
ID付与（ユーザーの写真をスマートカードの
表面にプリントする）、証明書の統合（ユーザー
のためにX.509証明書を取得し、対応付け
られた秘密鍵とともにスマートカードに格納
する）、物理的アクセスシステムへのスマート
カードの登録などが行われる。

　しかし、PL分野でおなじみのルールとして、
「パーソナライズを進めるほど、管理が複雑に
なる」というものがある。

　このため、PLコンバージェンスへの取り組
みではほとんどの場合、スマートカード管理
システム（CMS）が必要になる。CMSは、ス
マートカードのパーソナライズに伴う厄介な
作業に利用される。CMSベンダーとしては米
ActivIdentity、EMCのセキュリティ部門
RSA、オランダのBell ID、英Intercedeなど
がある。また、ここ数年でCMSとID管理プロ
ビジョニングシステムの統合性が大きく向上
している。ID管理ベンダーにはCA、
Hewlett-Packard（HP）、IBM、Sun 
Microsystemsなどがある。プロビジョニン
グシステムとの統合機能が最も優れている
CMSは、ActivIdentityの製品だ。

　PLユーザーライフサイクル管理により、効
率が改善され、セキュリティやコンプライアン
スが向上する。これらの効果は、CMSがプロ
ビジョニングシステムと統合されている場合
にはさらに顕著だ。新入社員は、物理リソース
と論理リソースの両方へのアクセスをタイム
リーに与えられる。社員が退職するときは、そ
の社員に付与されていた両リソースへのアク
セスがすべて迅速に解除される。退職後すぐ
にアクセスを遮断するとともに、必要最低限
のアクセスをサポートするフレームワークを
提供することで、PLユーザーライフサイクル
管理は、コンプライアンスの取り組みを向上
させる。HIPAA法（医療保険の相互運用性と
説明責任に関する法律）からSOX法（サーベ

ンス・オクスリー法）、PCI DSS（PCIデータ
セキュリティ基準）まで、ほとんどの法規制は、
対応するのに強力なアクセス制御ポリシーが
必要となる。
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HSPD-12対応という難問
難しい決断を迫られる米連邦当局

　米連邦当局は、「HSPD-12」（Homeland 
Security Presidential Directive 12：国
土安全保障にかかわる大統領指令12）と、そ
れに基づく「PIV」（Personal Identity 
Verification：個人識別情報検証）プログラ
ムへの対応に奮闘している。このプログラム
は、連邦政府のすべての職員と請負業者に、
物理的アクセスとITアクセスに使うスマート
カードを持たせることを目指すものだ。

　連邦当局は、ポリシーとインフラ（ソフトウ
ェア、検査ステーションなどを含む）を開発す
るか、あるいはサービスに加入するかを検討
していると、スマート型ユーザー資格証明プ
ログラムのインフラを提供するCoreStreet
のクリス・ブロデリックCEOは語る。

　「技術もさることながら、膨大なプロセスや
ポリシーもかかわってくる」と同氏は語り、ポ
リシーに関する難しい決定事項の1つとして
職員検査を挙げる。

　政府セクターをカバーする市場調査会社
INPUTのシニアアナリスト、クリス・キャンベ
ル氏は、ベンダー間の相互運用性の問題とコ
ストが、HSPD-12への対応を難しくしている
と指摘する。連邦調達庁（GSA）に支援を求
めている政府機関は、2008年10月に設定
されている対応期限を守れる可能性が最も
高そうだと、同氏は見ている。GSAは2007
年4月、HSPD-12関連の契約をEDS（2008
年にHPに買収された）と結んだ。同社はID資
格証明を発行するためのITインフラを全米の
政府機関に提供する。この契約では、約42の
省庁、部局、委員会などがカバーされる。

Mark Diodati



しかし大抵の場合、統
合することは可能で
あり、セキュリティ侵
害の可能性を検知す
るのに役立つ。
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セキュリティ情報管理
　セキュリティ情報管理（SIM）システムは、
企業の必需品になりつつある。SIMシステム
は、ネットワーク上でのユーザーの行動を記
録したデータを集約し、相関分析を行い、コン
プライアンスやフォレンジックの目的で、ネッ
トワーク全体におけるユーザー行動を包括的
に把握できるようにする。ITセキュリティ監査
イベントをSIMシステムに統合するのは比較
的容易だが、物理的アクセスシステムからの
セキュリティイベントを統合する場合の難易
度は、物理的アクセスシステムの成熟度に応
じてまちまちだ。しかし大抵の場合、統合する
ことは可能であり、セキュリティ侵害の可能性
を検知するのに役立つ。

　例えば、SIMシステムは、UNIXシステムか
らのセキュリティイベントと物理的アクセスシ
ステムからのイベントの相関を分析し、ユー
ザーが物理的な建物を出たのに、データセン
ター内のUNIXシステムのコンソールにログ
インしようとした場合、それを検知できる。同
様に、SIMシステムは、Windowsからのイベ
ントと物理的アクセスシステムからのイベン
トの相関を分析し、ユーザーがロサンゼルス
の事業所の構内に入ったにもかかわらず、シ
カゴにあるワークステーションからActive 
Directoryに対して認証を受けた場合も、そ
れを発見できる。

　SIMベンダーにはArcSight、CA、IBM、
Novell、EMCのRSA部門などがある。一部
のSIM製品は、物理的セキュリティイベント
の相関分析を可能にすることを目的としてい
る。例えば、3VRの製品スイートは、イベント
をデジタルビデオレコーダー（DVR）に記録
し、それらのイベントのインデックスを作成し
て、ローカルコンソールやほかのSIM製品か
らそれらを検索できるようにするものだ。

コンテキストベースの認可
　上に挙げた例の次の論理的なステップを
考えてみよう。それは、認証を経てロサンゼ
ルスの事業所に入ったことが確認されたユー
ザーが、シカゴにあるワークステーションで認
証を求めた場合、認証を拒否することだ。PL
におけるコンテキストベースの認可の目標は

そこにある。例えば、Imprivataの「OneSign」
製品は、ユーザーが認証を経てビルに入った
かどうかに基づいて、Active Directoryや
そのほかのITプラットフォームへのアクセス
を拒否できる。

コンバージェンスの課題は何か
　PLコンバージェンスの成功の障害となる
1つの大きな問題は、一般的に、物理的セキ
ュリティ担当部門とITセキュリティ担当部門
が分かれていることだ。この問題は一筋縄で
はいかない。両部門は指揮命令系統が異な
り、文化的にもあまり合わないからだ。基本的
に、警備のプロとコンピュータのプロの間に
は、厳然たる隔たりがある。

　組織的な問題だけでなく、物理的な問題の
克服も必要だ。

　買収などの結果、ほとんどの大企業の物理
的アクセスシステムは、継ぎはぎだらけのパ
ッチワークのようになり、さまざまな成熟段階
のものが混在している。例えば、数千カ所の
事業所を持つ企業では、鍵を鍵穴に差し込む
何世紀も前からの方式から、クレジットカード
大のカードをカードリーダーに通すもの、非
接触型システムまで、多岐にわたる物理的ア
クセス技術を使っているかもしれない。この
パッチワーク状況には2つの次元の問題が存
在する。第1に、こうした物理的システムの
一部には、ITシステムとの接続に必要なイン
タフェースがない。このため、こうしたシステ
ムはPLコンバージェンスに加わることができ
ない。第2に、多種多様な物理的アクセスシス
テムがあると、一般的に、事業所間を移動す
るユーザーが使う認証デバイスが1つでは済
まなくなる。

　ほとんどの企業が抱えるもう1つの問題が
ある。それは、ユーザーが認証を経てビルを
出る際に、その退出記録が残る「イグレスバッ
ジング」をサポートするシステムを持っていな
いことだ。イグレスバッジングがサポートされ
ていないと、企業は物理的システムとITシス
テムの間でイベントの相関を調べることが困
難になる。ユーザーの居場所が不明だからだ。



買収などの結果、ほと
んどの大企業の物理
的アクセスシステムは、
継ぎはぎだらけのパッ
チワークのようになり、
さまざまな成熟段階
のものが混在してい
る。

ユーザーのネットワー
ク上での位置を判別
するのは困難になって
いる。だが、SIMやコ
ンテキストベースの認
可では、その位置が肝
心だ。

　さらに、IT側の問題もある。企業はスマート
カードの「ミドルウェア」をすべてのワークス
テーションに導入しなければならない。このミ
ドルウェアは、OSとアプリケーション（Web
ブラウザ、VPNクライアント、電子メールクラ
イアントなど）がスマートカードと通信できる
ようにする。必要な機能とOSによっては、ス
マートカードミドルウェアがワークステーショ
ンの対話型ログオンコンポーネントを置き換
える場合がある。これは、Windowsでは一般
に「GINA」と呼ばれるコンポーネントだ。
Windows 2000のリリース以来、Micro-
softは、スマートカードを導入しやすいように
Windowsの機能拡張を進めてきており、
Windows Vistaも例外ではない。それでも
企業は通常、OSがスマートカードを扱えるよ
うにするために、依然としてミドルウェアを導
入しなければならない。Windows 2000と
Vista以外のOSでは、スマートカードの導入
の仕方は非常に異なり、もっと大変だ。

　ユーザーのネットワーク上での位置と物理
的な位置の対応付けも、厄介な問題だ。無線
アクセスポイントやプロキシサーバ、VPN、
ほとんどのファイアウォールで提供される
NAT（Network Address Translation：

ネットワークアドレス変換）機能が広く使われ
るようになっていることから、ユーザーのネッ
トワーク上での位置を判別するのは困難にな
っている。だが、SIMやコンテキストベースの
認可では、その位置が肝心だ。

　こうした課題はあるものの、多くの企業が
PLコンバージェンスと、その効果として期待
される効率とセキュリティの向上を目指して
取り組んでいる。これらの課題を克服するた
めに企業が打てる手は幾つもある。例えば、
スマートカード管理システムへの投資や、緊
急時のアクセス手段の準備などだ（22ページ
の「コンバージェンスの8つのコツ」を参照）。

　それでも、コンバージェンスへの道のりは
平たんではない。物理的セキュリティと論理
的セキュリティの統合を成功させるには、企
業は、明確に定義されたビジネスケースと実
行計画を用意して、取り組みを進めなければ
ならない。

マーク・ディオダティ（Mark Diodati）氏は、Burton 
Groupのアイデンティティー・プライバシー戦略アナリスト。
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アドバイス

物理的セキュリティとITセキュリティの統合を成功させるには。
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1. 跳ぶ前に見る
　PLコンバージェンスを実現するには、幾つ
もの複雑な作業が必要になる。具体的には、
異種システムの統合、社内の物理的セキュリ
ティ部門とITセキュリティ部門の再編、物理的
アクセスシステムのアップグレード、ユーザー
資格証明の再発行が必要になる。このため、
PLコンバージェンスは、継続的なプロセスと
して実施していくことになり、その完了には少
なくとも数年かかる。従って、着手する前に、
健全な懐疑心を持って、組織的な環境を調査
し、システムのインベントリを作成し、コンバー
ジェンスの効果を評価しなければならない。

2. 認証デバイスを1つにすることを目指す
　PLコンバージェンスの効果の多くは、認証
デバイスが1つで済むために、使い勝手が向
上し、管理の複雑さが軽減されることから生
じる。コンバージェンスプロジェクトを始める
前に、認証デバイスと物理的アクセスシステ
ムの数を減らすことを考えるとよい。そのた
めには、古い物理的アクセス技術（各ドアの錠
などを含む）を交換しなければならないかも
しれない。しかし、各種技術に対応するドア用
リーダーとスマートカードに交換しておけば、
単一技術への移行が容易になる。

3. スマートカード管理システム（CMS）に投
資する
　ユーザーと管理者に大きな負担をかけた
いのでなければ、スマートカード管理システ
ム（CMS）はほとんど必須だ。スマートカード
のパーソナライズはCMSなしでもできるが、
その場合は大変な手間が掛かる。

4. セキュリティ担当部門を一本化する
　PLコンバージェンスの取り組みを成功さ
せている企業の多くは、2つの部門に任せて
いた物理的セキュリティとITセキュリティそ
れぞれの責任を、両部門を統合した1つの部
門に任せるようにしている。2部門に分かれ
ていた担当者に、協力して同じ目標に取り組
むよう促すことになるからだ。多くの場合、こ
の部門統合による新部門は、CSO（最高セキュ
リティ責任者）のような経営幹部に直属する。

5. アイデンティティー管理システムと統合する
　アイデンティティー（ID）管理システムは、
使い勝手を高め、異種アプリケーション全体
にわたってユーザーIDライフサイクルのタイ
ムリーかつ効率的な管理を可能にし、コンプ
ライアンスを容易にする。PLコンバージェン
スの目的のほとんどは、ID管理に関連してい
る。このため、企業のコンバージェンスの取り
組みは、より包括的なID管理の仕組みと統合
することが理にかなっている。

　プロビジョニングシステムは、採用、配置転
換、退職といったIDライフサイクルを自動化
するのに役立つ。CMSとプロビジョニングシ
ステムを統合しない場合、企業はわざわざ2
つのIDセットとその管理プロセスを維持して
いくことになる。

6. エンタープライズSSO（eSSO）システム
を導入する
　eSSOシステムは、ユーザー名とパスワー
ドを要求するアプリケーションへのこれらの
入力を自動的に繰り返すことで、ユーザーの
ログオン回数を減らす。ユーザーは1回認証
を受ければ、後は目的のアプリケーションを
クリックして透過的にそれらにログオンでき
る。ワークステーションでスマートカードを使
うには、ミドルウェアを導入する必要があるた
め、eSSOクライアントも導入してユーザー
の手間を省くのが得策だ。ID管理の1つの大
きな流れは、PLコンバージェンスを目指すか
どうかにかかわらず、スマートカードのような
強力な認証システムとeSSOシステムを組み
合わせて利用することだ。



7. 緊急時のアクセスを想定して備える
　社員がスマートカードをなくしたり、家に忘
れたりして、ビルやITシステムから締め出さ
れることがあり得る。緊急時のアクセス手続
きを整備しておけば、スマートカードがないと
きもユーザーは仕事を続けられる。この手続
きを支える仕掛けの1つは、ビルの入り口に
セルフサービスキオスクを設置し、社員がそ
こで認証を受けて、一時的に使えるスマート
カードを入手できるようにすること。もう1つ
は、ITソフトウェア管理ツールを使って、ユー
ザーが一時的に、スマートカードの代わりに
パスワードで認証を受けられるようにするこ
とだ。

　また、厳密には緊急時のシナリオではない
が、ノートPCを持たずに出張し、スマートカー
ドが使えない可能性が高いパブリックキオス
クから社内システムにアクセスする必要があ
る社員が多い企業では、アクセス管理が悩み

の種になるかもしれない。このシナリオでは、
スマートカードとワンタイムパスワード（OTP）
生成器を備えるハイブリッドデバイスが役に
立つ。

8. イグレスバッジングを利用する
　イグレスバッジングは、社員がいつ施設を
出たかを把握するのに重要なツールだ。しか
し、このツールを導入するには、ビルのエント
ランスを改造しなければならない。また、この
ツールが機能するには、ユーザーがビルを出
るときに必ず認証手続きをしなければならな
いため、金曜日にはドアの前に行列ができて
しまう恐れがある。もっとも、イグレスバッジ
ングが導入できなくても、その効果を完全に
あきらめなければならないというわけではな
い。一部のPLコンバージェンスシステムは、
ユーザーがまだビル内にいるかどうかをでき
るだけ正確に推測するアルゴリズムをサポー
トしている。
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