
図３ 「束人」のアーキテクチャ
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2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。
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図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。
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3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products

横山　和広
YOKOYAMA Kazuhiro

木村　慎吾
KIMURA Shingo

1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。

30 31

特
集
1

　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products
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1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。
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図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。

BEFORE

AFTER

手動操作

手動操作

手動操作

DB毎に手動操作

Active Directory

LDAP Server

人事DB、Notes/Domino

業務アプリ、その他．．．．

人事DB、Notes/Domino

業務アプリ、その他．．．．

社外社員情報管理

システム管理者群
ユーザ情報、組織情報、
グループの管理

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

人事DB管理者

人事DB 統合管理DB

Active Directory

LDAP Server

Notes/Domino、その他……

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DB管理者・権限委譲ユーザ
不足情報等を管理。個別グループ管理、同
期設定、ワークフロー設定、監査を専用コンソー
ル/WEBブラウザからおこないます。

INPUT

INPUT

INPUT

人事DB

LDAPサーバ

データベース

管理コンソール

CSV

LDAP

JDBC

設定・ログ参照

L
D
A
P
/J
D
B
C
/C
S
V

L
D
A
P
/J
D
B
C
/C
S
V
/コ
マ
ン
ド
/メ
ー
ル

結人
Core機能

設定ファイル
ログファイル

CSV

LDAP

JDBC

コマンド
実行

メール
送信

OUTPUT

業務アプリ

LDAPサーバ

データベース

ファイルサーバ

メールサーバ

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

テンポラリ領域

差分
領域

テンポラリ領域

差分
領域

リポジトリリポジトリ

 



図３ 「束人」のアーキテクチャ

人事DB

管理コンソール

設定・ログ参照

OUTPUT OUTPUT OUTPUT

Active Directory LDAP Server

INPUT（データソース）

（人事システム）

自　　動　　同　　期

業務アプリ、その他

レポート・ドキュメント
自動生成機能

結
人
(IN
)

結人(OUT)

束人不足情報等の登録

ＷＥＢブラウザー
ユーザメンテナンス画面

ユーザ情報の
インポート

ユーザ情報の
エクスポート

自　　動　　同　　期

束人
ＤＢ

Web I/F

24 25

28 29

26 27

アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products

横山　和広
YOKOYAMA Kazuhiro

木村　慎吾
KIMURA Shingo

1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。
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図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。
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3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。

30 31

特
集
1

　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products

横山　和広
YOKOYAMA Kazuhiro

木村　慎吾
KIMURA Shingo

1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products
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1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。
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図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。

4. おわりに
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。

BEFORE

AFTER

手動操作

手動操作

手動操作

DB毎に手動操作

Active Directory

LDAP Server

人事DB、Notes/Domino

業務アプリ、その他．．．．

人事DB、Notes/Domino

業務アプリ、その他．．．．

社外社員情報管理

システム管理者群
ユーザ情報、組織情報、
グループの管理

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

人事DB管理者

人事DB 統合管理DB

Active Directory

LDAP Server

Notes/Domino、その他……

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DB管理者・権限委譲ユーザ
不足情報等を管理。個別グループ管理、同
期設定、ワークフロー設定、監査を専用コンソー
ル/WEBブラウザからおこないます。

INPUT

INPUT

INPUT

人事DB

LDAPサーバ

データベース

管理コンソール

CSV

LDAP

JDBC

設定・ログ参照

L
D
A
P
/J
D
B
C
/C
S
V

L
D
A
P
/J
D
B
C
/C
S
V
/コ
マ
ン
ド
/メ
ー
ル

結人
Core機能

設定ファイル
ログファイル

CSV

LDAP

JDBC

コマンド
実行

メール
送信

OUTPUT

業務アプリ

LDAPサーバ

データベース

ファイルサーバ

メールサーバ

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

テンポラリ領域

差分
領域

テンポラリ領域

差分
領域

リポジトリリポジトリ

 



図３ 「束人」のアーキテクチャ

人事DB

管理コンソール

設定・ログ参照

OUTPUT OUTPUT OUTPUT

Active Directory LDAP Server

INPUT（データソース）

（人事システム）

自　　動　　同　　期

業務アプリ、その他

レポート・ドキュメント
自動生成機能

結
人
(IN
)

結人(OUT)

束人不足情報等の登録

ＷＥＢブラウザー
ユーザメンテナンス画面

ユーザ情報の
インポート

ユーザ情報の
エクスポート

自　　動　　同　　期

束人
ＤＢ

Web I/F

24 25

28 29

26 27

アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products

横山　和広
YOKOYAMA Kazuhiro

木村　慎吾
KIMURA Shingo

1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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アイデンティティ管理ソリューション
「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と

セキュリティ製品との連携
Introduction of Identity Management Solution Products Yuito and 

Sokuto and Cooperation case with other Security Products
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1. はじめに

2. 「結人」・「束人」を用いた
　  アイデンティティ管理ソリューション

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　企業、組織はその活動を円滑に行うために、様々なITを利用したシステムを導入している。たとえば、Windows

やUnixなどのOSに始まり、メール、スケジュール管理、グループウェア、業務アプリケーションといった多くのシステム

が組織の中で利用されている。通常、これらのシステムは利用の際に必要なアカウント情報、利用権限を制御する

ための権限情報を個別に管理している。

　アカウント情報や権限情報などのアイデンティティ情報が各システムで個別に管理されている状況下では、

利用者の利便性の低下、システムの運用・管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、といった問題が発生する。

「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」は、これらの問題を解決するためのアイデンティティ管理ソリューション製品である。

　本稿では、当社が新規に開発した「結人（ゆいと）」・「束人（そくと）」の紹介と主要な情報セキュリティ製品との

連携について述べる。
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図１  アイデンティティ管理ソリューション導入効果

1.1  アイデンティティ管理ソリューションの概要
　アイデンティティ管理ソリューションとは、言葉のとおり

アイデンティティ情報を管理するためのソリューションである。

ここで管理の対象となるアイデンティティ情報は狭義には、

ITシステムを利用する際に必要となる利用者の情報、つまり、

アカウント情報であり、ITシステムの中で人を識別するため

のIDが該当する。広義には、IDで識別される人に付随する様々

な情報が含まれる。たとえば、一般企業を例として考えると、

所属に関する情報、職位に関する情報、電話番号、内線番号、

メールアドレスといった連絡先の情報、システムの利用権限

に関する情報である。また、ID=人をターゲットにしたものと

いうイメージが一般的ではあるが、商品、サービス、機器など、

何らかのアイテムをユニークに識別するための情報も管理の対

象と捉えられる。

　このようなアイデンティティ情報が組織内に存在する個々の

システムでばらばらに管理されていることにより、以下のよう

な問題が発生する。

(1) TCO（Total Cost of Ownership）の増大

●  システム毎にIDを個別に管理

●  異動時の権限付け替え作業

(2) 情報セキュリティレベルの低下

●  不要アカウントの削除漏れ

●  異動時の権限付け替え漏れ

(3) 利便性の低下

●  システム毎に IDやパスワードの管理が必要

●  システム毎にログインが必要

　従来は、上記のような観点、特に情報セキュリティの観点か

らアイデンティティ管理ソリューションの導入が検討されるこ

とが多かった。しかし、２００７年頃から、個人情報保護法や金

融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応が叫ばれるよう

になり、内部統制や法令遵守(コンプライアンス)の観点から、

導入が検討されることも多くなってきている。

　図１は、アイデンティティ管理ソリューションの導入効果を

導入前 (BEFORE)、導入後 (AFTER) で比較したイメージ図

である。

　図１のAFTERにあるように、アイデンティティ情報を一元

管理することで、作業負荷の軽減、アイデンティティ情報の確

実な管理が図られ、TCOの削減、セキュリティの確保、利便

性の向上といったメリットが得られる。

1.2  アイデンティティ管理ソリューションの
        主要コンポーネント
　以下は、ソリューションを実現する上で必要になるコンポー

ネントである。

(１) メタディレクトリ

　様々なディレクトリ、データベース、あるいはアプリケー

ション固有の情報として分散管理されているアイデンティ

ティ情報をメタディレクトリとして論理的に1箇所のディ

レクトリで集中管理する仕組みである。これにより、ID

やパスワード情報などを一元管理することが可能となる。

(２) プロビジョニング

　各システムに対してアイデンティティ情報を配布するた

めの機能である。配布対象となるシステムとしては、LDAP、

データベース、各種OSのアカウント、グループウェアや

ERPなどが一般的である。この機能を用いることで、人

事情報などを元に、各システムにアイデンティティ情報を

配布することが可能になり、アイデンティティ情報の追加、

変更、削除といった処理を、組織内の人事異動に合わせて

システム全体でライフサイクル管理が可能になる。プロビ

ジョニングは他のソリューションでも用いられる用語のた

め、アカウントプロビジョニングと呼ばれることもある。

(３) ワークフロー

　アイデンティティ情報を管理するための申請を行うため

に利用される。たとえば、アカウント申請、アプリケーション

の利用申請、セルフメンテナンス、パスワード変更などと

いった処理に利用される。

(４) ログ機能(監査ログ)

　システム間の連携に関するログ情報、ワークフローの申

請、承認履歴などの情報を記録、管理する機能である。ログ

情報として確実に証跡を残すことで、問題発生時のトレー

サビリティの確保、内部統制の強化、監査時の負荷軽減を

可能にする。

　これらの機能を組み合わせることで、TCOの増大、セキュ

リティレベルの低下、利便性の低下といった問題に対応し、さ

らにはコンプライアンスを可能にしている。

1.3  アイデンティティ管理ソリューションの動向
　IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社の調査報告(文献[1]) 

によると、２００７年の市場規模は４８０億円、前年比成長率は２.４％

と緩やかに伸びており、２００７年～２０１２年の年間平均成長率

（CAGR: Compound Annual Growth Rate）は３.４％

で、２０１２年には５６６億円の市場規模に拡大すると報告されて

いる。

　特に、２００６年、２００７年あたりから、個人情報保護法や日本

版SOX法などの法規制への対応により、IT内部統制への関心

が高まっている。法規制をにらみ、すでにソリューションを導

入済み、あるいは導入途中の大企業から、今後は中堅企業へ

ソリューションの展開が進むと想定される。

図２ 「結人」のアーキテクチャ

3. セキュリティ製品との連携

　当社のソリューションは、「結人 (ゆいと)」・「束人 (そくと)」

という2つの製品ラインナップにより構成されている。

　「結人」については、「インテックID同期システム」として、

プロビジョニングおよびログ機能を備えた製品である。機能

をプロビジョニングに絞っているため、システム間でアイデンティ

ティ情報を同期するために使用される。

　「束人」については、「インテックID統合システム」として、

「結人」の機能に加え、自身でアイデンティティ情報を管理

するためのメタディレクトリとして束人DBを持ち、束人DB

の情報をメンテナンスするためのユーザメンテナンス機能を

有している。この機能は、簡易な申請・承認のワークフロー

を実現するものであり、アイデンティティ情報を管理するた

めのワークフローとして機能する。また、ログ機能は「結人」

の機能に加え、申請・承認の記録、束人DBの情報について過

去の変更履歴を保持する。

 お客さまの要件として、単純にシステム間でのアイデンティ

ティ情報の同期やデータ同期が求められている場合は「結人」

を、ユーザメンテナンス画面を用いて、申請・承認ワークフロー

を利用する必要がある場合は、「束人」を導入している。また、

導入の目的として内部統制やコンプライアンスに重点をおく

案件の場合は、ユーザメンテナンス機能の要否に関わらず、

ログ機能が強化されている「束人」を適用している。

2.1  「結人」の特徴
　本節では、「結人」の特徴について機能的な側面から説明

する。図２は、「結人」の連携対象、内部構成をまとめたも

のである。

　図２にあるとおり、「結人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、様々なインタフェースに対してプロビジョ

ニング処理を行うためのCore機能から構成されている。また、

テンポラリ領域、差分領域としてデータベースあるいはファ

イルのいずれかが別途必要になる。管理コンソールはEclipse

のプラグインとして実装されており、「結人」の設定及びロ

グを管理できる。Eclipseを利用することにより、管理コンソー

ル自体の開発コストの圧縮を実現している。また、構築の際

にEclipseの様々なプラグインを利用することで、構築者の生

産性及び利便性の向上を実現している。Core機能については、

Javaで実装されたプログラムであり、プロビジョニングを含

む「結人」の全ての機能を担うモジュールである。

　「結人」を使ってシステム間で連携をおこなう場合、以下の

ような流れになる。

(１) 連携元 (INPUT) からアイデンティティ情報を取得し、

テンポラリ領域に保存する

(２) テンポラリ領域に保存した情報を利用して、連携先 (OUT

PUT) にアイデンティティ情報を配布する

　上記のような作りになっているため、複数のシステムか

ら情報を取得し、1つのシステムに対して連携するといった

多対一の連携も、一対多の連携も、多対多の連携も可能で

ある。

　以下は、「結人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) プロビジョニング機能

●  連携対象

　CSVファイル、LDAP、JDBCを用いてデータの取

得が可能である。CSVファイル、LDAP、JDBC、コマン

ド実行によりデータの配布が可能となっている。また、

「結人」のCore機能がメールクライアントとなり、メール

を送信する機能も用意されている。

●  差分更新機能

　データの配布先毎に差分データの管理が可能である。

差分情報は、配布先のデータを参照するのではなく、連

携元より取得した全件データと前回実際に配布した差分

データを利用して、今回処理が必要な差分データを抽出

している。連携先には差分データのみが配布されるため、

ネットワークや連携先のシステムの負荷を軽減すること

ができる。また、差分機能には、差分データのみを事前

に作成し、日付を指定してあとで連携する機能や、削除

対象の差分データのみを事前に作成し、日付を指定して

あとで削除するといった事前登録、事後削除といった機

能も標準で提供している。

●  スクリプトによるデータ加工機能

　「結人」ではJavaScriptとRubyに対応しており、連

携元より取得した情報を元にしたデータ加工が可能になっ

ている。たとえば、名前からメールアドレスの生成や、

マスタを参照して値を変換するといったことが容易に実

現可能となっている。どちらのスクリプトからも呼び出

せる「結人」専用の関数も多数用意されている。たとえ

ば、乱数の生成、ハッシュの生成、暗号化・復号などの

処理が実装されている。

●  リハーサル機能

　大量に変更がある場合や、設定変更後などに正常に動

作するかをリハーサルする機能である。本来であれば、

処理を実行した場合は連携先に結果が反映されてしまう

が、連携先でなく別途設定したCSVファイルに結果を

出力することで連携先に影響を与えることなくリハーサ

ルが可能となっている。

(２) ログ機能

●  アプリケーションログ

　「結人」自身の動作に関わるログ出力機能である。ロ

グレベルを設定可能になっており、障害発生時に詳細な

ログを取得できる。ログの出力先として、ファイル、

Windowsのイベントログ、Unixのsyslogを選択可能

となっている。

●  実行ログ

　処理を実行した際の総処理件数や追加、変更、削除と

いった操作内容毎の件数情報が出力される。

●  監査ログ

　差分の履歴を保存しておくことで、エンティティ(処

理対象となる人、ものなど)毎にいつどのような操作を行っ

たのかを把握することができる。

●  例外ログ

　「結人」のプログラムで発生した例外などのエラー情

報を出力する機能である。

　「結人」はこれらの機能を組み合わせることで、システム間

のデータ同期を可能にしている。

2.2  「束人」の特徴
　本節では、「束人」の特徴について機能的な側面から説明する。

図３は、「束人」の内部構成をまとめたものである。

　図３にあるとおり、「束人」は、設定・ログを管理するた

めの管理コンソール、「結人」、ユーザメンテナンス画面、

束人DBから構成されている。また、「結人」のテンポラリ領

域、差分領域、「束人」の束人DBとしてデータベースが別途

必要になる。管理コンソールはEclipseのプラグインとして実

装されており、「束人」の設定及びログを管理できる。ユー

ザメンテナンス画面については、RubyOnRailsで実装された

ウェブのインタフェースである。プロビジョニング機能につ

いては「結人」をそのまま利用している。「結人」の機能に、

束人DBとウェブのインタフェースを加えたものが「束人」と

して捉えることができる。

　「束人」を使ったシステム間の連携は、「結人」を使用する

ので基本的な部分は変わらないが、「束人」には束人DBが存在

するので、様々なソースから集められた情報は、束人DBに

蓄積される。そのため、連携先への連携元情報としては、束

人DBにある情報が利用されることになる。

　以下は、「束人」の主要な機能をまとめたものである。

(１) 束人DB

●  アイデンティティ情報の一元管理

　「束人」では、全ての情報は束人DBに集約される。

束人DBがメタディレクトリの役割を果たし、アイデンティ

ティ情報を「束人」上で一元管理している。

●  アイデンティティ情報の履歴情報管理

　履歴情報についても一元管理することで、たとえば、情

報漏洩や不正なアクセス等の問題が発生した場合に、

過去にさかのぼって権限情報などを確認、原因の追究、

問題の解決が可能である。

●  アイデンティティ情報の暗号化

　アイデンティティ情報の中には、パスワードをはじめ、

保護しなければいけないデータも含まれる。「束人」で

は、属性単位で秘密鍵型の暗号方式 (3DES) により暗

号化して情報を保持することが可能であるため、情報を

確実に保護することができる。

(２) ユーザメンテナンス画面

●  セルフメンテナンス機能

　利用者自身が許可された範囲で自身のアイデンティティ

情報を管理するための機能である。この機能により、アイ

デンティティ情報の管理を利用者自身に委譲でき、管理

者のコスト削減と利用者の利便性を向上することができ

る。

●  多段承認

　「束人」では、承認フローを作成する際に、多段承認

が可能になっている。たとえば、申請者→上長承認→シ

ステム管理者承認といったフローを実現可能である。こ

の機能により、現在の業務フローに合わせた形で、アイデ

ンティティ情報に関する申請・承認のワークフローを実

現することができる。

(３) ログ機能

●  ユーザメンテナンス画面監査ログ

　「束人」では、「結人」のログ機能に加えて、ユーザ

メンテナンス画面で実施した処理の履歴を保持すること

ができる。これにより、「束人」上で行われた申請、承

認行為の証跡が残るため、履歴保持機能と合わせて利用

することで、トレーサビリティの確保が可能となっている。
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　本章では、アイデンティティ管理ソリューションの導入を検

討する際に合わせて導入が検討されることの多いセキュリティ

製品である、ワンタイムパスワード製品のSecur IDと、シン

グルサインオン(Single Sign On:SSO )製品の IceWallをと

りあげ、それらとの連携について説明する。

3.1  SecurIDとの連携
　Secur IDとはRSAセキュリティ株式会社が販売している

２要素認証によるワンタイムパスワード製品である。ユーザが

保持するトークンに６０秒ごとに表示されるランダムな数字と

PINと呼ばれる個人識別番号を組み合わせて認証をおこなう。

トークンに表示される数字と自身が記憶しているPINの組み合

わせがそろわないと認証が成功しないため、ユーザ認証の強度

を高めることが可能な製品である。(文献[２])

　この製品は、主にVirtual Private Network(VPN)やRe-

mote Access Service(RAS)などのアクセスの認証に使用

されている。最近では、オンラインバンキングの認証にも利用

されている。

　「結人」は、Secur IDがユーザの情報を管理するAuthenti-

cationServerに対して、Secur IDが提供している専用のAPI

を利用することで直接、アイデンティティ情報の連携が可能と

なっている。人事情報などを元に「結人」が IDを登録するこ

とで、Secur IDの管理者がSecur IDのユーザ管理にかけてい

るコストが削減できる。また、退職時や異動時に即座に変更を

反映することで、アイデンティティ情報の即時性を確保し、情

報セキュリティレベルの向上が期待できる。

　なお、「結人」のCore機能の連携処理は連携先毎のモジュー

ルを作成することで実現している。モジュールは個々に独立し

て連携に必要なインターフェースに従うことで作成できるよう

に設計されているため、容易に連携先の種類を増やすことが可

能となっている。その際に、各連携先のAPI を利用すること

ができる。Javaから呼び出せるものであれば他言語のAPIで

も構わない。Secur IDの連携の場合は、製品で用意されてい

るC言語のAPIを用いて、連携用のインタフェースを実装した。

3.2  IceWallとの連携
　IceWallとは、日本ヒューレット・パッカード株式会社が販

売しているリバースプロキシ型のSSO製品であり、当社も代

理店として販売を行っている。SSOとは、一度のログインで

複数のアプリケーションに対してアクセス可能となる仕組み

を提供するもので、主にウェブアプリケーションを対象とし

ている製品が多い。IceWallについては、複数のウェブアプリ

ケーションへの認証をひとつにまとめ、さらにアクセスコン

トロールの機能も持った製品である。(文献[３])

　SSO製品は、利用者の利便性の向上とセキュリティレベル

の向上を目的として導入が検討される製品である。認証とア

クセスコントロールを司るというその製品の性質上、アイデン

ティティ情報を定期的に維持、管理していく必要がある。そ

のため、「結人」・「束人」のようなアイデンティティ管理ソリュー

ション製品との親和性も高く、合わせて導入が検討されるこ

とが多い。

　「結人」・「束人」は、認証のための ID、パスワードの情報、

アクセスコントロールの際に参照されるアイデンティティ情

報(所属、職位、システム利用権限など)をIceWallの認証DB(デー

タベースまたはLDAPサーバ)に対して直接連携することが可

能である。これにより、人事異動などの人事・組織の変更情

報を即座に IceWall に反映することで、認証、アクセスコン

トロールを確実に実施することができる。

　IceWall自体もアイデンティティ情報の統合管理機能を提供

しているが、あくまで IceWallと関連するコンポーネントに

対する管理機能であり、IceWallと関連のないシステムとの連携

は困難である。そこで、その他のシステムへのプロビジョニン

グを「結人」が実施することで、ウェブアプリケーションで

はないシステムとのアイデンティティ情報の連携が可能となる。

つまり、IceWall と結人を組み合わせることで、IceWall をマ

スタとしたSSO関連システム以外も対象としてアイデンティティ

管理が可能になる。
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　当社は、２００１年からアイデンティティ管理ソリューション

の展開をおこなっている。当時は、海外から製品を導入し、

ライセンスの販売、導入作業をおこなっていたが、アイデンティ

ティ管理というソリューションの認知度が低く、導入の必要

性や製品の優位性も含め、なかなか理解されることがなかった。

そのような環境の中、情報漏洩が社会問題化するなどの経緯

から、よりセキュリティを重視する傾向がうまれ、さらには様々

な法制度への対応ということで、注目を集めるようになって

きた。

　「１．３ アイデンティティ管理ソリューションの動向」で記述

したように、アイデンティティ管理ソリューションの市場につ

いては、今後も上向きで推移していく。

　そのような環境の中で、今後は、「結人」・「束人」の製品と

しての認知度を高め、アイデンティティ管理ソリューションに

興味のあるシステムインテグレータや導入ベンダを通じた拡販

にも挑戦していきたい。そのためにも、差分を使った高速で連

携先への負荷が少ない点、連携先毎に柔軟に連携内容を設定で

きる点、運用を手助けするための差分情報の再作成機能や事前

リハーサル機能といった機能が標準で提供されている点などの

本製品の特徴を社内外に向けて、積極的にアピールしていき

たい。

　また、製品としては、新しい連携先の追加などの拡張が柔軟

に対応できる設計となっている点や構築のノウハウを生かし、

市場の要請にこたえられる機能の提供を継続していきたい。
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