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Oracle Label Security 
  

Oracle Label Security は、政府機関および国防機関において、さまざ
まなデータ分類を使用してデータを同じデータベースに統合するこ
とを可能にします。データの分類とアプリケーション・ユーザーのセ
キュリティ・クリアランスに基づいて、データへのアクセスを制限し
ます。この強力な機能によって、Oracle Exadata などの Oracle 
Enterprise Edition データベース内でマルチレベルのセキュリティ要
件を適用できます。 

 

データの分類 

Oracle Label Security では、米国国防総省のマルチレベル・セキュリティ（MLS）
概念に基づいて、データ・ラベルやデータ分類をアプリケーション・データに
割り当てることで、機密性の高いデータと機密性の低いデータを同じ表内に共
存させることが可能です。Oracle Label Security は、アクセスを要求している
ユーザーのラベルまたはセキュリティ・クリアランスとデータ・ラベルを比較
することで制御を強化します。 

データ・ラベルは、既存の表に非表示列として追加できます。データ・ラベル
に基づいてアクセスを仲介する一方で、SQL 文内で実際のデータ・ラベルを返
すことはないため、既存のアプリケーションに対する透過性が実現されます。
また、要求するユーザーのラベル認可によって許可される行に対してのみ、明
示的にデータ・ラベルを要求することもできます。 

 

図 1：Oracle Label Security のデータ・ラベル 

データ・ラベルは 3 つのコンポーネントによって構成できます。1 つ目のコン
ポーネントは必須の階層レベルです。レベルの例としては、公開、部外秘、機
密などが挙げられます。2 つ目のコンポーネントは任意で、コンパートメント
と呼ばれます。コンパートメントはデータ・ラベルに複数割り当てることがで
き、特別なアクセス要件を追加で適用するときに使用します。たとえば、特別
な顧客のアカウントを保護するデータ・ラベルには、VIP というコンパートメ
ントがあります。3 つ目（最後）のラベル・コンポーネントは任意で、グルー
プと呼ばれます。グループの例としては、CEO オフィス、南北アメリカ、ヨー
ロッパといった組織や管轄地域が挙げられます。  

 

 

主要な機能と利点 

• さまざまなデータ分類による安全な
データ統合 

• 同じデータベース内に複数のポリシー
を共存させることができるポリシー・
ベースのアーキテクチャ 

• 組込みのアクセス制御ロジックによっ
てプログラミングが不要 

• 最小上界（LUB）を計算する関数やラベ
ルをマージする関数など、数十個の関
数を標準搭載 

• 非表示のデータ・ラベル列 

• プロキシ認証による単一の大規模な
ユーザー・アプリケーション・モデル
のサポート 

• 読取り、更新、挿入、削除の各操作に
対してアクセス制御を適用することで、
柔軟できめ細やかな適用の制御が可能 

• フル権限や読取り権限などの割当てに
よる、信頼できるストアド・プロシー
ジャを実現 

• 最大 9,999 個のレベル、9,999 個のコン
パートメント、9,999 個のグループをサ
ポート 

• アプリケーション・ユーザーなどの非
データベース・ユーザー、IP アドレス、
その他の要素に対するラベル認可の割
当てをサポート 

• Oracle Database Vault との統合 

• 情報セキュリティ国際評価基準
（Common Criteria）の評価保証レベル
（EAL）4+を以前のリリースで取得 
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ユーザー・ラベルとアクセスの仲介 

ユーザー・ラベルは、最大レベルおよび最小レベル、コンパートメント、グルー
プによって構成されます。ユーザーが Oracle Database に対して認証されると、
Oracle Label Security はユーザー・ラベルを初期化します。物理的なデータベー
ス・ユーザーを使用しないアプリケーションの場合は、Oracle Label Security
に組み込まれたプロキシ機能を使用して、Oracle Label Security にユーザーが
誰であるかを知らせることができます。Oracle Label Security では、制御を柔
軟に適用できます。これによって、読取り操作のみ、書込み操作のみ、または
両方の操作に対して、アクセス制御を適用することが可能となります。Oracle 
Label Security がアクセスを仲介する場合、データ・ラベルに割り当てられてい
るレベルとユーザー・レベルを最初に比較します。次に、データ・ラベルに割
り当てられているグループのうち、ユーザーのグループと一致するものが 1 つ
以上あるかどうかを確認します。最後に、データ・ラベルに割り当てられてい
るすべてのコンパートメントが、ユーザーに割り当てられているかどうかを確
認します。たとえば、Sensitive:VIP:Eexecutive,CEO というデータ・ラベルがあ
るとします。このデータにユーザーがアクセスするには、Sensitive データ、VIP
コンパートメント、および Executive グループまたは CEO グループへのアクセ
ス権が割り当てられている必要があります。 

データ・ラベルの割当て 

データ・ラベルは、階層レベル、コンパートメント（なし、または 1 つ以上）、
グループ（なし、または 1 つ以上）によって構成されます。データ・ラベルを
作成する前に、Oracle Enterprise Manager を使用して有効なラベル・コンポー
ネントを定義し、Oracle データ・ディクショナリ内に保存します。表に含まれ
る行へのデータ・ラベルの割当ては、ラベル付け関数またはユーザーの現在の
セッション・ラベルを使用して、自動的に実行されます。ラベル付け関数は、
さまざまなアプリケーション属性に基づいてデータ・ラベルを算出できます。
また、数値ラベル・タグまたは char_to_label 関数を使用すると、INSERT 文で
実際のラベルを指定して、ラベルを割り当てることもできます。ストレージ・
オーバーヘッドを低く抑えるため、Oracle Label Security は数値タグを使用し
て各行のデータ・ラベルを表します。label_to_char 関数を使用すると、数値ラ
ベル・タグを外部またはテキスト・バージョンに変換できます。 

管理性 

ポリシー・ベースの管理によって、データ・ラベル、ユーザー・ラベル、適用
オプション、保護された表を容易に管理できます。Oracle Label Security のポ
リシーは、同じデータベース内で複数共存させることができます。Oracle Label 
Security のポリシー、データ・ラベル、保護された表の管理は、Oracle Enterprise 
Manager から実行できます。Oracle Identity Management と統合すると、Oracle 
Label Security のポリシー、データ・ラベル、ユーザー・ラベルを企業全体で一
元管理できます。 

アプリケーションの認定 

Oracle E-Business Suite 環境に Oracle Label Security をインストールする方法に
ついて、詳しくは Oracle Support Note 234599.1 を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

関連製品 

• Oracle Database 12c の多重防御セキュ
リティ・ソリューション： 

• Oracle Database Vault 

• Oracle Advanced Security 

• Oracle Data Masking 

• Oracle Audit Vault and Database 
Firewall 
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お問い合わせ先 

Oracle Label Security について、詳しくは oracle.com を参照するか、+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合
わせください。 
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