
10 11

14 15

12 13

SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
NAGANO Shougo

瀬戸　英樹
SETO Hideki

小松　寿和
KOMATSU Toshikazu

1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。
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　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。
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　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。
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ポータルPassword
変更

仕様書管理Password
変更・再発行

ユーザー
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図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面
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SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
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瀬戸　英樹
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小松　寿和
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1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

SETO Hideki

瀬戸　英樹

● 流通ＢＭＳ事業推進室　副室長
● 流通業務系サービスの企画に従事

NAGANO Shougo

長野　正吾

● システムアーキテクト部　主任
●  i-TRe業務に従事

　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。

参考文献

[1] 経済産業省：SaaS向けSLAガイドライン（2008年1月）

[2] 財団法人食品産業センター：食品トレーサビリティと適正な

　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証
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図４  ポータル認証画面
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。
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図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面

Security Requirements in SaaS Applications
-Construction Case of Food Traceability Service "i-TRe"-

クラウド・コンピューティング
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SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
NAGANO Shougo

瀬戸　英樹
SETO Hideki

小松　寿和
KOMATSU Toshikazu

1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

SETO Hideki

瀬戸　英樹

● 流通ＢＭＳ事業推進室　副室長
● 流通業務系サービスの企画に従事

NAGANO Shougo

長野　正吾

● システムアーキテクト部　主任
●  i-TRe業務に従事

　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。

参考文献

[1] 経済産業省：SaaS向けSLAガイドライン（2008年1月）

[2] 財団法人食品産業センター：食品トレーサビリティと適正な

　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証
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図４  ポータル認証画面
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。
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図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面

Security Requirements in SaaS Applications
-Construction Case of Food Traceability Service "i-TRe"-

クラウド・コンピューティング
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SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
NAGANO Shougo

瀬戸　英樹
SETO Hideki

小松　寿和
KOMATSU Toshikazu

1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

SETO Hideki

瀬戸　英樹

● 流通ＢＭＳ事業推進室　副室長
● 流通業務系サービスの企画に従事

NAGANO Shougo

長野　正吾

● システムアーキテクト部　主任
●  i-TRe業務に従事

　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。

参考文献

[1] 経済産業省：SaaS向けSLAガイドライン（2008年1月）

[2] 財団法人食品産業センター：食品トレーサビリティと適正な

　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証
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図４  ポータル認証画面
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。
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図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面
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クラウド・コンピューティング
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SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
NAGANO Shougo

瀬戸　英樹
SETO Hideki

小松　寿和
KOMATSU Toshikazu

1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

SETO Hideki

瀬戸　英樹

● 流通ＢＭＳ事業推進室　副室長
● 流通業務系サービスの企画に従事

NAGANO Shougo

長野　正吾

● システムアーキテクト部　主任
●  i-TRe業務に従事

　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。

参考文献

[1] 経済産業省：SaaS向けSLAガイドライン（2008年1月）

[2] 財団法人食品産業センター：食品トレーサビリティと適正な

　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証
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図４  ポータル認証画面
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。

i-TReポータル
i-TReログイン

xxxxxx

①②③④

ログイン

ポータルPassword
再発行

i-TRe各種メニュー

ポータルPassword
変更

仕様書管理Password
変更・再発行

ユーザー
情報

仕様書管理パッケージ

仕様書参照

ユーザー
情報

API

ワークフロー

ID

PASS

リンク

リンク

仕様書情報仕様書情報

図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面

Security Requirements in SaaS Applications
-Construction Case of Food Traceability Service "i-TRe"-

クラウド・コンピューティング
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SaaSアプリケーションにおけるセキュリティ要件
～食品トレーサビリティサービス「i-TRe（アイトレ）」の構築事例～

長野　正吾
NAGANO Shougo

瀬戸　英樹
SETO Hideki

小松　寿和
KOMATSU Toshikazu

1. はじめに

概要
　インテックはSaaS型製品仕様書サービス「i-TRe（アイトレ）」を開発し、提供している。

　i-TReは、食の安全のためにサプライチェーン全体で機密度の高い情報を共有するシステムである。多くの企業が

参加するためインターネットを利用したSaaS型が適しているが、同時に高いレベルでのセキュリティ確保が要件で

あった。

　セキュリティはクラウドの主要な課題であり、開発において既存のセキュリティ技術を統合してシステム全体の

セキュリティレベルを高めた。

　当社のソリューションである、信頼性の高いエンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」の採用、

Webアプリケーション診断サービスEINS/SVA+の受診によるWebアプリケーションとしてのセキュリティ確保を

行い、更により高いセキュリティ要件を満たすために、ポータルによる認証統合、マトリクス認証によるセキュリティ

強度の確保によって全体のセキュリティレベルを高める措置を施した。

　本稿では、i-TReに求められた背景や要件、実装の特徴について述べる。

5. おわりに

2. i-TReについて

4.2  マトリクス認証によるセキュリティ強度の確保
　認証情報をシステム側で一元的に管理し、強度なセキュリ

ティを実現するには、認証に利用する情報をどう用意し、運用

するかが肝心である。

　SaaSアプリケーションでは、フォームへのID、パスワードの

入力による認証が一般的であるが、パスワードが固定文字と

なり、ブルートフォースアタック等の攻撃の脅威が生じる。機密

情報を扱うi-TReではそれは避けなければならない。利用企業

毎のVPN回線の敷設や、クライアント証明書の配付も検討は

したが、導入や運用に掛かるコストから採用は見送り、経済性

などを加味して検討した結果、解決策としてマトリクス認証を

採用した。

　マトリクス認証は、マトリクス表（乱数表）の位置情報をパス

ワードとし、その位置に表示された値を正しく入力することで

ユーザー認証を行いログインできる仕組みである。

　ユーザー入力情報としてのパスワードは画面更新（認証失敗

時も）毎に変更されるため、認証情報の盗難/盗聴による漏え

いを原因とした侵入の可能性を排除できた。

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

SETO Hideki

瀬戸　英樹

● 流通ＢＭＳ事業推進室　副室長
● 流通業務系サービスの企画に従事

NAGANO Shougo

長野　正吾

● システムアーキテクト部　主任
●  i-TRe業務に従事

　最後に、今後の i-TReの拡張について述べる。

　ユーザーへ提供するサービスとしては、利用企業の社内シス

テムへのデータ連携や、快速サーチャー（5）との連携による高

速な検索サービスの提供等、データ収集を主力機能とした

i-TReを中心軸として、新たな機能展開を計画している。

参考文献

[1] 経済産業省：SaaS向けSLAガイドライン（2008年1月）

[2] 財団法人食品産業センター：食品トレーサビリティと適正な

　  表示への取組状況調査報告書（2010年1月）

　インテックは、２０１０年５月にSaaS型製品仕様書サービスと

して、食に関わる企業の課題解決に貢献するサービス「 i-TRe

（アイトレ）」を開始した。i-TReは昨今の食の安全性に対する

消費者の要望と、また、その問題への適正な対応を可能とす

る、食品メーカー、小売・外食企業の流通の中で、安全な品質

を実現して消費者への食品提供を支援するシステムである。

　SaaSは、データが常に提供者のサーバにある形態であり、

他のサービス利用企業のデータと同じデータベースに蓄積さ

2.2  i-TReのセキュリティ要件
　食品メーカーにとって製造に関わる仕様書（特に原材料の配

合比率）は機密情報であるため、外食企業からの仕様書提示

要求に対し、秘密保持契約の締結を行うケースもある。外部へ

の漏えいは避けなければならない。

　i-TReを開発するにあたり、インターネット上で、企業機密で

ある「食の安全に関する仕様書」を管理するにあたり、完全性

（Integrity）と機密性(Confidentiality)を高く維持するセキュ

リティは絶対的な要件であった。

　サプライチェーン全体を巻き込んだ複数の利用企業を中心

としたネットワークが存在する中で、セキュリティを保持しなけ

ればならない。個別対応は困難であり、i-TReで全体を俯瞰し

たセキュリティ対策を講じる必要がある。これは、一企業の情

報システムのセキュリティとは異なる、特別な要件である。

　i-TReが提供する特徴的な機能は、仕様書と呼ばれる食材の

規格を詳細に記載したデータを収集し、サプライチェーン全体

で共有し、閲覧・承認できるところにある。

　複数企業間で仕様書を共有するという利用形態であるため、

システムを共有する必要があり、複数企業での1つの業務を運用

するからこそ、セキュリティおよびセキュリティへの対策コスト

の課題が発生する。

2.1  食の安全のためのネットワーク/コミュニティ
　食品メーカーはi-TRe利用企業（バイヤー）から配布された

ソフトウェアを利用し、インターネット経由で、i-TReへ仕様書

を送付する。利用企業側で内容を確認し、記入に漏れや不備

があれば、食品メーカーに仕様書を差し戻すという、企業をま

たがった承認プロセスがある。これを企業間ワークフローで実

装している。（図1参照）

　i-TReによって、利用企業1社に対し、複数の卸や食品メー

カーが連携するサプライチェーンマネジメント基盤が実現さ

れ、1つのネットワーク/コミュニティが形成される。このコミュ

ニティで、仕様書の収集と共有をすることで、食品の品質管理

の徹底、向上を実現することができる。

　特に外食企業には、食品事故を未然に防ぐため、安全な品質

を維持する食品を求める動きが強い。そのため、消費者に対す

るアカウンタビリティ（説明責任）として、扱っている食材の品

質保証に対する責任を負っている。アカウンタビリティを実現

するには、生産・加工・流通の段階を通じて情報が途切れるこ

となく、サプライチェーン全体で整合性のとれた情報を管理す

る必要がある。

　外食企業はより高度な安全、安心を保障し説明責任を果た

すために、統一されたフォーマットでの統合管理が必要となっ

ている。しかし仕様書には、用語やフォーマットに標準がなく、

品質の維持・向上に関わる課題と言える。[２]

　i-TReでは、全ての食品メーカーに共通のソフトウェアを配

布することができ、またワークフローによる仕様書の回付・承

認/否認の運用が可能なため、利用企業側での仕様書の入力

確認を行い、データの精度向上を実現している。

　これらの仕組みの要件は、多くの企業が参加するサプライ

チェーン全体を巻き込んだ基盤となることなので、公衆網である

インターネットの利用、また共同利用としてのSaaS型サービ

スの活用が最適である。

　このように、i-TReは消費者の品質開示要求に応える「仕組

み」の基盤としての機能を実装している。

図１ SaaS型製品仕様書サービス「 i-TRe」

3. クラウドにおけるセキュリティ課題

表１．SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケース

3.1 経済産業省SaaS向けSLAガイドライン
　　  におけるセキュリティ要件
　クラウドの利用においてセキュリティ課題は常に上位に位置

する事項である。

　経産省が発行したSaaS向けSLAガイドライン（1）にある

「SaaS 向けSLA におけるサービスレベル項目のモデルケー

ス」では、「JIPDEC（2）やJQA（3）等で認定している情報処理

管理に関する公的認証の有無や、不正な侵入、操作、データ取

得等への対策についての評価の有無など、アプリケーションに

関する第三者評価を要求する。」とある。

セキュリティの対策は事業者の目標として設定されていること

ではなく、実施する能力があり、実施している事実があること

が第三者によって確認されていることを求めている。

　またSaaS向けSLAガイドラインの本文には、「アプリケー

ションのセキュリティ対策状況を加味しながら慎重に問題がな

いことを確認し契約するべき」、「重要な業務や機密度の高い

情報を扱う場合と、そうではない場合とでは、SaaS 提供者を

選定する条件を分けて検討するべき」としている。[1]

　SaaSの利用にあたっては、利用者は個別の情報の持つセ

キュリティ要件と事業者が提供するサービスのセキュリティ対

策について検討をした上で行うべき、ということである。

　続いてi-TReにおける一般的なクラウドのセキュリティ要件

への対応を述べ、第4章では、i-TReが扱う機密性の高い情報

に係る独自のセキュリティ要件に対する対策について述べる。

3.2  i-TReが採用したIT基盤EINS/SPS
　　  が守るセキュリティ
　SaaSガイドラインに記載されている「SaaS 向けSLA に

おけるサービスレベル項目のモデルケース」を参照し、i-TReで

のセキュリティ実装について評価する。（表1参照）

　i-TReは、インテックが持つ企業向けクラウドサービスであ

るEINS/SPSを活用しており、ガイドラインのモデルケースで

提示された一般的なレベルのセキュリティは、ほぼこのIT基盤

サービスで担保していると言えよう。

　次章以降では、i-TReというシステムに求められる更なるセ

キュリティ強化について述べる。

4.  i-TReにおけるセキュリティ確保

図３ 認証統合

  （1）SaaS向けSLAガイドライン：2008年に経済産業省が発表した、SaaS利用者と提供者間で認識すべきサービスレベル項目や確認事項についてまとめたガイドライン。
  （2）JIPDEC（Japan Information Processing Development Corporation）：日本情報処理開発協会。ISMS適合性評価制度や、Pマークを担う機関。
  （3）JQA（Japan Quality Assurance Organization）：日本品質保証機構。ISOの審査登録、情報セキュリティや電気製品等の安全試験を担う機関。

　Webアプリケーションには、扱う情報の質・量に関する問題

が潜在している。機密性の高いデータは漏えいの影響も大き

い。i-TReで扱われる情報は機密情報であることから、i-TReは

攻撃に対するセキュリティ対策も考慮し、脆弱性によるリスク

を排除した実装を行った。セキュリティ実装において、この有

効性を第三者的評価によって、より確実なものとするため、

EINS/SVA+（4）によるWebアプリケーション診断サービスを

受診した。結果としてリスクは発見されず、i-TReのセキュリ

ティ実装に問題はなかった。

　以降では、更にi-TReに求められる高いセキュリティ要件を

満たすために施した対策の内容について述べる。

4.1  ポータルによる認証統合
　i-TReはシステムの入り口となるポータルサイトと、実際の仕

様書を管理するデータベースを基軸とするパッケージによって

構成されている。この仕様書管理パッケージには、登録された

仕様書を参照するアプリケーションと、仕様書の回付を実現す

るワークフローの２つのWebアプリケーションがある。（図３

参照）

　仕様書管理パッケージの各Webアプリケーションでは、

フォームへのテキスト入力による、最も基本的なユーザー IDと

パスワードによる認証機能を持ち合わせていた。しかし、Web

アプリケーション毎に設定された IDやパスワードの個別管理

の運用の煩雑さは、認証情報のガバナンス低下を招き、漏えい

に関するセキュリティリスクを高める。

　そこで、認証はポータルサイトで一元的に管理し、i-TRe全体

として適切なセキュリティレベルが維持できるよう、パッケージ

との連動を考慮した設計をした。

　パッケージアプリケーションに実装されているAPIをポータ

ルから呼び出すことで、ポータルサイトへのログイン時の認証

第11号

特集1

特
集
1

第11号

特
集
1

第11号

特
集
1

図４  ポータル認証画面
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サービスレベル項目例　             規定内容　                測定単位　                設定例　                               備考　　　　　　　　　　　i-TRe

公的認証取得の要件

アプリケーションに
関する第三者評価

情報取扱者の制限

情報取扱い環境

通信の暗号化レベル

JIPDEC やJQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）が
取得されていること。

不正な侵入、操作、データ取得
等への対策について、第三者の
客観的な評価を得ていること。

利用者のデータにアクセスできる
利用者が限定されていること。

提供者側でのデータ取扱環境が
適切に確保されていること。

システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無

有無／実施状況

有無／設定状況

有無／

有無

ISMS 認証取得,プライバシー
マーク取得

有
（年１回、外部機関によりサー
ビスの脆弱性に関する評価を受
け、速やかに指摘事項に対して
対策を講じる。）

有
（利用者のデータにアクセスで
きる社員等はセキュリティ管理
者の許可を得た者に限る。）

SSL、あるいはVPN

有
（オフィスはIC カードによる運
用で執務室に入室可能な社員等
を最小限に制限しており、PCは
すべてシンクライアントである）

ITサービスマネジメントのベストプ
ラクティスであるITILやJISQ20000
等の取得状況も確認することが望
ましい。

セキュリティ監査、システム監査、ペ
ネトレーションテスト等ネットワーク
からの攻撃に対する検証試験、ウェ
ブアプリケーションの脆弱性検査、
データベースセキュリティ監査などを
想定。

SSLの場合は、SL3.0/TLS1.0（暗
号強度128 ビット）以上に限定。

EINS/SPSのサービスを含
む当社サービス提供体制
は、ISMS、ITSM、プライバ
シーマークの認証を取得し
ている。

当社のセキュリティ診断
サービスEINS/SVA+を受診
している。

EINS/SPSにてOSレベルへ
のアクセスを制限し、i-TRe
としてサービス運営ポリ
シーを設定している。

ファシリティはセキュリティ
レベルの高いアット東京、ア
クセスはICカードによる制
限、端末利用は、VDCの施
設内からのみとしている。

エンドユーザとの通信は全
てSSL3.0。

　シングルサインオン、マトリクス認証という高度な認証基盤

により、ユーザーは認証基盤を自ら活用し、認証情報を運用で

きるようになった。
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図２ IT統制/ガバナンス確保

  （5）快速サーチャー：インテックが提供する、高速検索エンジンを搭載した電子帳票ソリューション

れることもあるため[1]、システムへアクセスする際の認証プロ

セスなど、アプリケーションのセキュリティ要件をどう考える

か、どのようにセキュリティ対策を講じるかが重要である。

i-TReでは扱うデータの特性から、アクセス認証におけるセ

キュリティ実装に注力して開発を行った。

情報を元にパッケージアプリケーションへのログインもシーム

レスに行えるシングルサインオンを実装している。また、IDと

パスワードの発行、再発行、パスワード変更といった認証情報

の管理も全てポータルサイトから行うことができる。

　アプリケーション毎の認証を行わず、複雑な運用を排除し、

ユーザーによるポータルからの一元運用をすることで、i-TRe

全体として統一した高度なセキュリティ環境を実現した。

　これらの機能も認証を統合させるためポータルから利用で

きるように実装する予定である。ポータルを全ての機能の入口

と位置付けて認証を一元的に管理することで、高いセキュリ

ティを維持していく。

　ここまで i-TReを「SaaS型製品仕様書サービス」としての

仕様書収集を要旨として述べてきた。事業テーマとして、食の

「安全」を「安心」につなげるトレーサビリティシステムが完

成形であり、アカウンタビリティに加えトラック＆トレースと呼

ばれる、物流経路情報管理（追跡遡及）も実現しなくてはなら

ない。

　i-TReが、社会的な食の安全・安心を実現するプラットフォー

ムへ到達することを目指していきたい。

図６  ユーザー登録メールイメージ

 （4）EINS/SVA+：インテックが提供する、Webアプリケーション診断サービス

図５  パスワード変更画面
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