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アイデンティティ管理ソリューションの 
特徴および技術について 

Characteristics and Technologies of the Identity Management Solution

安田　健彦　　　　　下田一郎 
YASUDA Takehiko　　　SHIMODA Ichiro

概要 
　個人情報保護法（２００５年）や日本版SOX法（２００８年予定）の施行により、情報システムにおけるアイ

デンティティ管理（ユーザ情報、組織・グループ情報、アクセス権限情報などの管理）を厳格に実施す

ることが求められている。しかし、オープン系システムの増加などによりアイデンティティ管理を実施

する必要のあるシステムが非常に多くなっている。このため、情報システムのコンプライアンスを確保

する管理コストも増加している。 

　この課題を解決する方法のひとつとして、アイデンティティ管理ソリューション（IDMS：Identity 

Management Solution）がある。IDMS は、複数のシステムに分散しているアイデンティティ情報を一元

的に管理するソリューションである。当社では、このソリューションの中核としてMaXware社のMIC

（MaXware Identity Center）を位置づけている。MIC は、さまざまなデータベースシステムに接続する

ためのコネクタが標準で用意されており、簡単な設定で情報の読み出し、更新が可能な製品である。ま

たMICは、申請・承認のワークフロー機能を標準で用意しており、一連の処理をWebブラウザ上でおこ

なう事が可能である。 

　本稿では、まずIDMSの基本的な概念を述べた後、機能概要、ソリューション例、今後の展望を述べる。 

1. はじめに 

本製品に関する販売力、マーケティング力、技術力、サポート力を評価され「MaXware Partner of the year 2005」を受賞しました。 

1.1　現状のユーザ管理における問題点 
　IDMSは目下、様々な企業において必要不可欠なソリュー

ションになりつつある。その理由は、各企業がおこなっている

日々のアイデンティティ管理において、TCO（Total Cost 

of Ownership）の削減、管理者及び利用者の作業効率性の向

上を実現したうえで、セキュリティ強化やコンプライアンス

の必要性が高まってきているからである。 

　各種データベース、LDAP（Lightweight Directory 

Access Protocol）サーバ、Webアプリケーション、電子

メールシステムなどで構成される大規模な情報システムでは、

それぞれ独自の認証方法が存在し、ユーザ IDやパスワード、

アクセス権限などのアイデンティティ情報が別々に保管され

ている。この場合、管理自体も個別に行われるため、ユーザ

IDやパスワードが別々になる場合があり、システム利用者は、

複数の IDやパスワードを覚えておかなければならないといっ

た利用上の問題が生じている。またシステム管理者は、それぞ

れの業務システム毎に以下のような運用管理を徹底する必要が

ある。 

　 ● 新入社員が配属された場合には、新しいアカウントを作成

　　する。 

　 ● 誰をどのシステムに登録するのかを一人ずつ判断する必要

　　がある。 

　 ● 大規模な組織改編の際には配属部所や役職によるアクセス

　　権限を変更する。 

　 ● 退職時には、その社員に関わる全てのアカウントを削除する。 

　 ● それぞれの処理を誰が実施したかを記録する。 
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　社員情報や組織情報の追加・更新作業に代表されるシステム

管理業務は、1日で完了できるものばかりではない。「何日も

かけて」かつ「人間の判断で」おこなう場合もある。このよう

な「人間の判断」にておこなっている運用が故に、例えば不要

となったアカウントを削除し忘れてしまい、それがセキュリ

ティ・ホールになって情報漏洩が起きる事件が実際に幾つも発

生しているのが現状である。Alternative Research社がまと

めた「顧客情報漏えい事件ファイル８０」(文献[１]) によると、

個人情報流出事件の半数以上は、システムの脆弱性や過失が原

因になっている。 

　「もっと簡単にアカウント管理をおこなえたら良いのに。」 

　「それでいてセキュリティの向上が図れ、 

　　　作業効率が良くなれば良いのに。」 

と考えているシステム運用管理者は少なくないはずである。そ

してこれらの問題を解決し、管理者の要望に応えるソリュー

ションが IDMSである。 

図1　IDMS導入前後における運用の違い 

問題点がある。 

　 ● システム（サーバ）毎に存在する管理者が、それぞれ個別

　　にアカウントを生成しているためTCOが高い。 

　 ● システム（サーバ）毎にアカウントを登録するタイミング

　　が異なるため、使用権限があるにも関わらず使用できない

　　期間がある。 

　 ● 共通の値（例えば名前や部所名など）を複数のシステム

　 （サーバ）に対して登録しているため、冗長なシステム管

　　理になる。 

　 ● 大規模な組織改編時には、アクセス権限の付け替え作業に

　　多大な作業が必要になる。 

　 ● 派遣社員など一時的に発行したアカウントの有効期限管理

　　を怠ることによる削除忘れが発生し、不正アクセスの原因

　　になる。 

　これらの問題が発生する原因として、「何を基にしてアカ

ウントを登録・更新・削除するのか」というユーザ情報管理の

基本的な決め事の欠如が考えられる。ではIDMSを導入すると、

どのようにユーザ情報管理が変わるのか。その例を図1下段の

「IDMS導入後」で説明する。 

　「IDMS導入前」との大きな違いは、ユーザ情報を統合管理

DB で集中管理している点である。集中管理する事により、ど

こから情報が入り、どこへ流れているのかを把握する事が容易 

1.2　IDMSの概要 
　IDMSを使用すると、ユーザ情報の管理方法がどのように変

わるかを、後述の当社 IDMSサービス MIC での事例をもとに

説明する。 

　IDMS導入前 (図1上段) のユーザ情報管理には以下のような 

各サーバ管理者 
ユーザ情報、組織情報、 
グループの管理 

Active Directory

LDAP Server

人事DB、 
　Notes/Domino 
 

利用者 
DB毎のパスワード変更、 
個人情報変更、 
個別グループ情報管理 

その他業務アプリ等 

パート・アルバイト 
情報の管理は未実施 

IDMS導入後 

人事DB管理者 

利用者 
パスワード変更、個人情報変更等を 
WEBブラウザからおこないます。 

統合管理DB

統合DB管理者 
不足情報等の管理。グループ管理、同期設定、 
ワークフロー設定、監査ログ参照をおこないます。 

Active Directory

LDAP Server

Notes/Domino、その他業務アプリ等 

人事DB

　DB毎に手動操作 

手動操作 

手動操作 

手動操作 

自動同期 自動同期 

IDMS導入前 
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2. MaXware Identity Centerについて 

になる。この例では、情報ソースは人事DBになり、その情報

を基にして中央の統合管理DBに対して必要情報を同期する。

その後、あらかじめ定義されたルールに基づいて、各データ

ベースシステムに対してアカウントの生成や削除を自動的に実行

する。また、そのユーザが持つ属性（例えば役職名や組織名等）

によって、同期対象サーバを振り分ける事も可能である。 

　人事DBから流れてこない場合の多いパート・アルバイト情

報に関しては、Webベースのワークフローを使い、管理者の

承認を得た上で統合管理DBに登録する事により管理する。 

　IDMSの基本的なコンセプトは、「ある人の所属や役職など

の個人情報が変わった際、元のデータを変更すると、あらかじ

め定義されたルールに基づいて、すべてのシステムに対して適

切な情報（属性）が同期される」である。例えば、人事DBに

新入社員の情報を登録すると、その社員が利用できるすべての

システムにアカウントを登録し、新入社員が席に着いたときに

すぐに仕事を開始できるようにする。また、人事異動により所

属情報が変わったときには、今まで利用できていたシステムの

アクセス権限を変更し、職務で必要なシステムにのみアクセス

できるようにすることである。 

 

1.3　IDMSの動向 
　ここ数年、SOX法などの法令により IDMSの需要が世界レ

ベルで増加している。また、日本でも同様に個人情報保護法、

日本版SOX法等により IDMSの必要性が十分理解され、導入

に向けて走り出している企業も少なくない。大手ベンダーも

IDMS製品の販売に力を入れてきている。 

　今後は、シングル・サイン・オン（SSO：Single Sign On）

システムやOASIS（Organization for the Advancement 

of Structured Information Standards）が策定したアクセ

ス制御情報を伝達するプロトコルであるSAML（Security 

Assertion Markup Language）を利用したシステムとの連

携も必要になり、それらのアイデンティティ管理をおこなうう

えで、IDMSが非常に重要なソリューションになる。 

 

2.1　MaXware Identity Center(MIC)の概要 
　では、当社が提供する IDMSの中心となるソフトウェアの概

要を説明する (図２)。MICは、ユーザ情報・組織情報・権限情

報などを一元管理する統合管理DBと呼ばれるDBを中心に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

 

各種データベースコネクター、プロビジョニング機能を持ち、

ワークフローユーザインターフェース経由でワークフロー機能

を、管理ユーザインターフェース経由で監査ログ管理機能をそ

れぞれ提供する。 

　MICの同期設定は直感的に理解しやすいWindowsベースの

管理コンソール上でおこなう。基本的な同期処理や申請・承認

などのワークフローであれば、この管理コンソール上で「設定」

するだけで済む。また属性の値を変換するなどの細かい処理に

関してはスクリプト言語（VBScript、Jscript、Perl）を使

用することにより比較的簡単に実現できる。 

　これらの補助機能により、同期設計および設定に必要な工数

を削減する事が可能になる。 

 

2.2　プロビジョニングとワークフロー 
　MICは、ある決められた時間に定義されたルールに基づいて

同期処理をおこなうシステムである。タイムリーな同期処理を

おこなうためにMICには「プロビジョニング」と呼ばれる機能

が存在する。「プロビジョニング」は、ある属性に対して追加・

削除・更新操作をおこなった場合、それぞれの操作と連動して

あらかじめ定義されている同期処理を実行する事である。また、

MICが標準で提供しているWebベースのワークフローシステ

ムは、MICで管理している統合管理DBを利用者もしくは管理

者がブラウザ経由で更新可能なシステムである。 

　この２つの機能により、ブラウザ経由で更新された統合管理

DB内の属性は、その更新をきっかけにMICのプロビジョニン

グ機能が実行され、他のサーバに自動的にその変更が同期され

ることになる。 

図２　MICの概要図 

MaXware Identity Center（MIC） 

ワークフロー 
UI

モニタリン 
グUI

統合管理DB

LDAP, 
SPML 
I/F

同期ランタイムエンジン（DSE） 

人事DB、 Active Directory、LDAP Server、  
MS Exchange、Oracle、etc

申請/承認 
パスワードリマインダ 
セルフレジスト 

個人情報の変更/確認 
etc

Webサービス 

LDAPクライアント 

SPML

LDAP

統合管理DBの管理 
動作状態の監視 
監査ログの取得 

etc

ワークフロー設定 
DSEによる同期設定 
IdentityStore属性定義 

etc
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2.3　先付け登録 
　人事部が発令した将来の社員情報をMICの統合管理DBに随

時登録し、実際の発令日に、あらかじめ定義されているルール

に基づいて同期する機能である。この機能により、事前に登録

されたアイデンティティ情報が所定の日時に更新され、利用者

は適切なタイミングで共有フォルダ・Webコンテンツ等にア

クセスすることが可能／不可能になる。また、異動者が集中す

る時期の管理者への負荷集中を防ぐ事ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4　各種データベースとの同期処理 
　表１にMICが同期可能な代表的なデータベースを記す。 

2.5　その他の機能 
(1) Microsoft Active Directoryパスワードフック機能 

　　　W i n d owsドメインに参加しているユーザが、 

　　Windowsログインのパスワードを変更すると、変更した

　　パスワードをMIC経由で他のサーバにもリアルタイムに同

　　期する事ができる。 

(2) レポート機能 

　　　同期ログやプロビジョニングログ、エラーログなどをド

　　キュメント（MS-Word）に出力する事ができる。また、

　　同期設定やプロビジョニング設定などのドキュメントも、

　　自動的に生成する事ができる。 

(3) 履歴情報管理機能 

　　　MICが管理する統合管理DBには、ユーザの個人属性情

　　報や権限情報が世代管理されている。これにより、ある一定

　　の期間だけ、特定ユーザの権限を再有効化させることや、過

　　去に所属していた組織情報を参照する事が可能になる。ま

　　た、その情報がいつ変更されたのかを把握する事も可能で

　　ある。 

(4) 監査ログ機能 

　　　MICで実行されたすべての操作結果は監査ログとして統

　　合管理DB内に記録されている。このログには、MICワー

　　クフローから利用者が申請した処理（例えばシステム利用

　　許可申請など）に対する承認処理を誰がおこなったか等の

　　情報が記録されている。このログを参照することにより、

　　誰が、誰に対して、どのようなアクセス権限を与えたのかを

　　容易に確認する事ができる。 

図３　先付け登録処理概要 

表１　MICが同期可能なデータベース一覧 

3. 日本版SOX法とMIC
　２００６年２月現在、まだ日本版SOX法の詳細は決められて

いないが、金融庁企業会計審議会が２００５年７月に公表した

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準（公開草案）」

(文献[２])には以下のような記述がある。 

　『内部統制は、基本的に、企業の4つの目的（ 業務の有効

　　性及び効率性、 財務報告の信頼性、 事業活動に関わ

　　る法令等の厳守、 資産の保全）の達成のために企業内

　　すべての者によって遂行されるプロセスであり、6つの基

　　本的要素（ 統制環境、 リスクの評価と対応、 統制

　　活動、 情報と伝達、 モニタリング、 ITの利用）か

　　ら構成される。』 

LDAPサーバ 1  

2 

3 

4 

5 

6

データベース種類　　　　　　　　　　説明 

LDAP-APIを標準コネクタとして持つ。また、暗号化通
信をおこなうためにSSLやKerberos認証もサポート。 
(Sun Java System Directory Server, Microsoft 
Active Directory等)

RDBMS
 ODBC/JDBCいずれかのドライバを持つデータベース
アプリケーションと通信可能。 
(Oracle, SQL Server, Sybase等)

Notes/Domino
R5以上のNotes/Domino用APIを標準コネクタとして
持つ。公開アドレス帳の他に、IDファイルやメールDB
の自動生成も可能。 

テキストファイル 
CSVファイル、固定長アスキーファイル、LDIF、DSML
のようなテキストファイルをインポート、エクスポートする
機能を標準でサポート。 

Windowsドメイン 
Windows NTドメインのユーザ・グループ情報を直接
管理可能な標準コネクタを持つ。 

その他 COMオブジェクトを別途開発することにより、その
モジュールを呼び出す事が可能。 

山田花子さんが9月1日付けで総務部からIT部に異動する場合の例 

～8月10日（日中） 8月10日（深夜）～ 
8月31日（深夜） 
 

9月1日（深夜）～ 
 

人事DB管理者 
 

9月1日付けの 
異動情報を登録 

 

人事DB
統合管理DB 

 
ClearTrust 
データストア 

 

山田花子さん 

総務部参照可 
能コンテンツ 

IT部参照可能 
コンテンツ 

総務部参照可 
能コンテンツ 

 
IT部参照可能 
コンテンツ 

 

異動日を迎えた 
社員を自動同期 

 

山田花子さんのIDは、
CTの総務部グループ
からIT部グループに自
動的に移動。 

9月1日からはIT部参照可
能コンテンツにアクセス可 

8月31日までは総務部が参照
できるコンテンツにアクセス可 
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4. 他ソリューションとの連携 

　米国SOX法ではCOSOキューブというフレームワークが採

用されており、内部統制の基本的要素は上記の ～ までの

５項目となっている。しかし、内部監査の中心となる役職者

の ITに対する理解が未熟であるケースが多いという事から、

日本版SOX法の基本的要素として、「 ITの利用」が盛り込

まれている。この「ITの利用」では具体的に以下のような要求

を満たす必要があると思われる。 

  ● 誰が、どの情報（属性）を参照できるのか等、アクセス権

　　限の付与方法を明確にする。 

  ● 組織毎に定義されている個別システムへのアクセス権限管

　　理情報をまとめた報告書を生成する。決められた期間内

　　にこの報告書を定期的に提出し、定義されているルール

　　に沿って正しく機能しているか、コンプライアンスを満

　　たしているかを確認する。 

  ● 誰が、どの情報（属性）を変更したのか、また、アクセス

　　権限を付与したのは誰なのかなどのログ情報を参照できる。 

　当然、企業毎に内部統制のルールが異なるが、MICでは上記

の要求を、直感的に理解しやすい管理コンソール上からおこ

なう事で比較的短い工期で具現化する事ができる。また、そ

れらの設定情報やログ情報を自動的にドキュメント化するレ

ポート機能も標準で用意されており、日本版SOX法に適した

製品である。 

　IDMSは、様々なシステム間のアイデンティティ情報を自動的

に同期するソリューションのため、人事システム等の情報ソー

スを基に、認証を必要とする様々な製品・ソリューションとア

イデンティティ情報を連携する事が可能になる。以下に当社が

サービス提供可能である代表的なソリューション概要を記す。 

 

4.1　RSAセキュリティ社 ClearTrust 
　ClearTrustは、RSAセキュリティ社が販売しているSSO

システムであり、1回の認証で複数のWebアプリケーション

にアクセスする事ができる製品である。IDとパスワードによ

る認証の他に、証明書を使った更にセキュリティ度の高い認証

までサポートしている製品である。 

　MICは、このClearTrustが保持するデータストアに対して

ユーザ情報やグループ情報などを同期するテンプレートを標準

で提供する。 

 

4.2　EINS/PKI+  
　EINS/PKI+とは当社が提供している認証局サービスであり、

大きな特徴として、OneStep発行と呼ばれるサービスがある 

(文献[５])。これは、エンドユーザが必要なときにリアルタイ

ムでクライアント証明書を発行するサービスである。このサー

ビスにより、それまで課題であった「証明書の配布方法」を解

決し、ユーザの利便性を向上させ、更に証明書発行に関わる運

用負荷を軽減する。 

　MICは、ユーザがOneStepサービスにログインする際に必

要な認証情報を人事DBなどのマスターDBを基に自動的に同

期する。また、MICの標準機能である申請・承認ワークフロー

を使用する事により、誰の許可を得て証明書を発行したかログ

を残す事も可能になる。 

図４　ClearTrustとMIC

統合管理DB

新入社員の山田花子
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　に登録 

人事DB管理者 

人事システム 
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　てデータストアに登録される。 
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データストア 

Web勤怠管理 
システム 

Web受発注 
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　対して認証（ログ
　イン）可能 
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5. おわりに 

● ネットワーク＆アウトソーシング事業部 
　Ｎ＆Ｏシステム部 
● MaXware社のIDMS製品（MIC、DSE等）の導入・保守 
　およびセールスエンジニアとしてネットワーク営業部の 
　営業支援に従事、現在はIDMSグループ部門を統括。 

安田　健彦 
YASUDA Takehiko

● ネットワーク＆アウトソーシング事業部 
　ネットワーク営業部 
● MaXware社の IDMS製品（MIC、DSE等）のマーケティング・ 
　販売。そのほか、メッセージング関連などのプラットフォーム 
　パッケージ販売に従事。現在はプラットフォームグループ 
　部門を統括。 

下田　一郎 
SHIMODA Ichiro

4.3　SuperStream 
　SuperStreamは当社でも販売しているエス・エス・ジェイ

社の業務パッケージ製品である。この製品には人事管理機能も

提供されており、社員情報・組織情報をSuperStreamのコン

ソール上から運用できる。 

　SuperStreamは社員情報・組織情報をCSV（Comma 

Separated Values）ファイルに出力する事が可能で、その

CSVファイルを基にMICは統合管理DBを自動的に更新し、更

に散在するサーバ・アプリケーションのアイデンティティ情報

も自動的に管理する事が可能になる。 

 

4.4　MaXware Federation Server (MFS) 
　MFSは、異なるセキュリティドメイン間でのSSOを実現する

MaXware社の製品である。それぞれのセキュリティドメイン

内にMFSを導入することで、企業間、社内の異なる事業部間

におけるWebアプリケーションのSSOが可能になる。 

　MFSはSAMLを使ってWebのSSOを実現するシステムで

あり、異なる認証方法を実施しているWebベースの業務アプ

リケーション間をシームレスに認証する製品である。 

　個人情報保護法や日本版SOX法など、アイデンティティ管

理に直結する法律がここ数年の間に制定、もしくは制定予定で

ある。ここにきて、やっと日本でも「まずは土台となるアイデン

ティティ管理が必要なのだ」という事に気づき、各企業はこぞっ

て様々なアイデンティティ管理製品に目を向け始めている。 

　当社では、２００１年からこのソリューションを推進し、

IDMS製品を販売してきた。当初はお客さまに対してその概念

を説明するだけで大半の時間を費やし、「自社で開発した方が

安い」、「多少の登録遅れや削除忘れはあるが、現状特に問題

なく運用できているので必要性を感じない」等の理由により

IDMSの必要性を理解していただけなかった。しかし、コンプ

ライアンスの観点から今後はそのような「多少の登録遅れや削

除忘れ」自体が許されなくなる。 

　ただし、当社の役割はアイデンティティ管理の土台を作り上

げる事だけではない。一元管理された統合管理DBは、それそ

のものが認証DBの役割を担う事も可能であり、そのインター

フェースとしてLDAP、SPML（Service Provisioning 

Markup Language）も用意されている。MFSにおいても、

MICの統合管理DBを認証DBにすることで、個別に認証用DB

サーバを構築する必要がなく、スムーズにSSO環境を構築す

ることができる。なお、MFSは現在国内販売に向けて準備中

である。 

　このように、当社の IDMSは「単なる同期システムソリュー

ション」ではなく、企業内におけるアイデンティティ情報

を中央集権的に管理した上で、他の製品やシステムとの

連携（Federation）を容易にするソリューションである。 


