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免責事項 
本書は、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリア
ルやコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を行う際の判
断材料になさらないで下さい。本書に記載されている機能の開発、リリース、および時期については、弊社
の裁量により決定されます。 
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はじめに 

各種調査によると、ヘルプデスクへの問合せの25%以上がパスワード・リセット関連の問合せであると推
定されています。この割合がもっと高い組織もあるでしょう。一般的な企業には、数百、あるいは数千も
のユーザーがいて、企業ユーザーは、日頃から多くのエンタープライズ・アプリケーションにアクセスす
る必要があります。それらのアプリケーションの多くが、英数字と特殊文字の組合せなど、有効なパスワード
を構成する文字について異なる要件を持っています。加えて、部門やワークグループ独自のアプリケーション
のサブセットがある場合もあり、企業全体でのID管理やセキュリティ・ポリシーの管理が一層困難になってい
ます。この状況をさらに複雑にしているのがクラウド・コンピューティングです。クラウド・コンピューティ
ングでは、企業はアプリケーションやID管理システムをまったくコントロールできません。今までのところ、
よく利用されるアプリケーションのパスワード保護スキームが、企業の全体的なインフラストラクチャ管理の
ニーズを考慮して設計されていなかったことは明白です。 

• パスワード・ストレージの一元管理レポジトリというものは存在しません。エンドユーザーはセ
キュリティをほぼ無視して、パスワードを不用意に保存します。 

• 一部のWebアプリケーション・ストアではパスワードを保管し、ユーザーに代わって“記憶”します
が、強力なパスワード・ポリシーを適用しておらず、このパスワードの記憶自体も安全ではありま
せん。パスワードがマルウェアによって盗まれたり、ユーザーがデスクトップをアップグレードし
た際に消失したりする恐れがあります。あるいは、ハード・ディスクのクラッシュやマルウェア感
染などのデスクトップの問題が発生した場合、保存されたパスワードが削除されたり盗まれたりす
る可能性があります。 

• 現状では、アプリケーションごとに専用のパスワードが必要です。たとえば、6種類のアプリケー
ションを利用する従業員は、6つの固有のパスワードを作成します。企業に1,000人の従業員がいる
とすれば、管理対象となる固有のパスワードは6,000個になります。いずれかのアプリケーション
を利用するたびにパスワードを調べなくていいように、ユーザーは故意に覚えやすいパスワードを
選択します。しかし、そのような分かりやすいパスワードは不正ユーザーが解明しやすく、不正
ユーザーがユーザーのデスクトップ・アプリケーションへのアクセス権を得てネットワークをハッ
キングできる事態になりえます。ネットワーク・セキュリティは、システム内でもっとも弱いパス
ワード以上には強くなりません。 

• ユーザーがパスワードを忘れると、ITサポートに問い合わせます。パスワード関連のヘルプデスク
への問合せには費用がかかり、IT担当者が重要な作業から離れることになります。パスワード・リ
セットの問合せは、ヘルプデスクの作業量の40%も占め、平均的な問合せのコストは25米ドルで
あると推定されています。 

エンタープライズ・シングル・サインオン（ESSO）は、市場の他のテクノロジーよりも優れた手法でこれら
のニーズに対応します。基本的なレベルでは、ESSOテクノロジーはネットワークへのログオン以外のパス
ワードに関するすべての負担からユーザーを解放します。ユーザーが管理すべきパスワードをネットワーク
へのログオンのみに減らすことで、ESSOは、1年間に受けるパスワード関連の問合せと、それに伴うヘルプ
デスクのコストを大幅に削減します。ESSOソリューションを評価する際には、IDライフ・サイクル全体にわ
たってIDプロファイルと権限を管理し、サーベンス・オクスリー法（SOX）やHIPAAなどの規制へのコンプ
ライアンスを維持して、管理を容易にする（1つのコンソールからパスワード・ポリシーを管理する）ため
の包括的なソリューションをいかに実現しているかを考慮してください。包括的なESSOソリューションに
よって、組織の全体的なセキュリティが大幅に強化されます。 
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エンタープライズ・アプリケーションへのユーザーのサインオン 

ビジネスでのESSO推進要因 

企業でESSOが推進されるビジネス上のおもな要因は次のとおりです。 

• パスワード管理 - 企業内には、エンドユーザー・エクスペリエンスの簡素化、パスワード関連のヘルプ
デスクのコスト削減、および粗雑なエンドユーザー・パスワード管理の廃止によるセキュリティ向上と
いうニーズがあります。 

• ID管理 - 統合エンタープライズ・サインオンのニーズはさらに大きく、包括的なエンタープライズID管理
ソリューションの重要な要件であり、多くの場合はその導入の第一歩となります。これによりID管理デ
プロイメント・プロジェクトを迅速化できます。 

• 厳密認証 - アプリケーションに厳密認証を組み込もうとすると、実装が複雑になりコストがかかります。
多くの組織はすでに、バイオメトリック、トークン、スマートカードなどの厳密認証デバイスに投資し
ており、これらのデバイスを利用して、すべてのアプリケーションの認証を強化したいと考えています。 

• コンプライアンス - コンプライアンス主導の取組みに関連する、エンドユーザーの隠れたコストを取り除
きます。監査やレポートの機能の範囲を、ユーザー・サインオン・データにまで拡張します。 
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ESSOの利点 

ESSOは企業に多くの重大な利点をもたらします。 

• 生産性の最大化 - ユーザーはどこからでも、すばやく簡単にアクセスできます。 

• パスワードの消失/忘却の根絶 – ユーザーが覚える必要のあるパスワードは1つだけです。 

• ユーザー・サポートのコスト削減 – パスワード関連のサポートへの問合せがほぼなくなります。 

• すべてのパスワードのセキュアな保存/管理 – パスワードを手動で管理する必要がなくなります。 

• 認証セキュリティの強化 – 既存の厳密認証デバイスを利用してユーザー認証を簡単に実行できます。個
別のインフラストラクチャを管理する必要はありません。 

• ネットワーク・セキュリティの強化 – 不正ユーザーによるエンタープライズ・アプリケーションへのア
クセスを防ぎます。 

• 規制へのコンプライアンスの支援 – サーベンス・オクスリー法やHIPAAへのコンプライアンスが含まれ
ます。 

• 簡単な管理 – 1つのコンソールからパスワード・ポリシーを管理できます。 

• 迅速なデプロイメントと統合 –迅速にデプロイしてID管理プロジェクトを開始し、すぐにROIを確認でき
ます。また、既存のID管理ライフ・サイクル管理ソリューションと統合できます。 

Oracle ESSOの概要 

企業のユーザーは、企業ネットワークへの接続中、外出中、コンピュータ間の移動（ローミング）中、共有
のワークステーションでの作業中を問わず、常にさまざまなエンタープライズ・アプリケーションにアクセ
スできる必要があります。Oracle Enterprise Single Sign-on Suite Plus（Oracle ESSO）を利用すれば、1つの
パスワードでエンタープライズ・アプリケーションにログインし、デスクトップ、ネットワーク、またはイ
ンターネット上にあるパスワードで保護されたすべてのアプリケーションにアクセスできます。 

Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Plusは、スケーラビリティに優れたエンタープライズ・シングル・サ
インオン・インフラストラクチャであり、シングル・サインオン、クライアント側のWindowsパスワード・
リセット、一元管理されたユーザー・プロビジョニング、キオスク環境のサポート、厳密認証、包括的な監
査、さらには業界をリードするWebアクセス管理ソリューションであるOracle Access Management Access 
Managerとのシームレスなセッション統合などの機能を提供します。また、クロス・プラットフォーム対応
型のLogon Managerも新たに搭載され、コンピュータやモバイル・デバイスでWebベースのシングル・サイ
ンオンを実現します。 
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Oracle ESSOを利用した基本的な運用手順は次のとおりです。 

• ユーザーはESSOに対して認証します。これは一般には、Windowsワークステーションと共通の認証イベ
ントですが、段階的な厳密認証を求めるように構成することもできます。 

• ユーザーは、エンタープライズ・アプリケーション（Windowsアプリケーション、メインフレーム・ア
プリケーション、Webアプリケーション、またはJavaアプリケーション）へのアクセスをリクエストし
ます。 

• Oracle ESSO Logon Managerエージェントは、ユーザーのデスクトップ上でのリクエストをインターセプ
トします。 

• ESSO Logon Managerは、ユーザー・レコードを取得し、ESSO対応アプリケーションに対して適切な
ユーザー資格証明を入力します。アプリケーション固有のユーザー名とパスワードがアプリケーション
に送信されます。 

• ユーザーに対してアプリケーションへのアクセス権が付与されます。 

ソリューションの概要 

Oracle ESSO Suiteを構成するコンポーネントは次のとおりです。 

• ESSO Logon Manager（ESSO-LM） – シングル・サインオン機能を提供します。 

• Access Portal – クロス・プラットフォーム対応型のシングル・サインオン機能をWebベース・アプリ
ケーションに対して提供します。 

• ESSO Password Reset（ESSO-PR） – セルフサービスのパスワード・リセット機能を提供します。 

• ESSO Provisioning Gateway（ESSO-PG） – キオスク環境のセッション/アプリケーション管理機能を提
供します。 

• ESSO Kiosk Manager（ESSO-KM） – キオスク環境のセッション/アプリケーション管理機能を提供しま
す。 

• ESSO Universal Authentication Manager（ESSO-UAM） – Windowsセッションの内部および外部で厳密
認証機能を提供します。 

• ESSO Anywhere – カスタム構成したESSO-LMインストール・パッケージを、エンタープライズ・ネット
ワークに接続していないエンドユーザー・ワークステーションにデプロイする機能を提供します。 

• ESSO Reporting Service – イベント・データを記録し、イベント・ログまたはデータベースに保存しま
す。 

Oracle ESSOでは、ユーザー資格証明、アプリケーション・ログオン・テンプレート、パスワード・ポリ
シー、およびクライアント設定の一元管理リポジトリとして、幅広いディレクトリおよびデータベースをサ
ポートしています。Oracle ESSOは、エンタープライズ・エンドユーザー・サインオンの簡素化、拡張、保
護によって、企業のID管理、コンプライアンス、認証の取組みを推進します。 
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Oracle ESSOソリューションが提供する優れた機能について、次に示します。 
• WebベースのアプリケーションSSO：Oracle ESSOソリューションには、Webベースのアプリケーション

向けのSSO機能があります。WebベースのSSOでは、ユーザーが資格証明を提示すると、Webサーバーが
一元管理された資格証明サーバーを使用してパスワードを検証します。一致する情報が見つかれば、
Webベースのアプリケーションまたはシステムに対するアクセス権がそのユーザーに付与されます。ク
ロス・プラットフォーム対応型のAccess Portalは、さまざまなWebベース・アプリケーション（Oracle 
Access Managementで保護されたリソース、フェデレーテッド・リソース、SaaSアプリケーションを含
む）に対してSSO機能を提供します。 

• デスクトップ/メインフレーム/ホスト・アプリケーションSSO：Oracle ESSOソリューションは、すべて
のデスクトップ・アプリケーション（Windows、Solarisなど）、メインフレーム・アプリケーション

（3270、5250など）、ホスト・アプリケーション（Telnetなど）へのアクセス機能を提供します。ユー
ザーは複数のエミュレータや複数のエミュレータ・セッションを同時に利用できます。デスクトップ・
アプリケーションでのログオンやパスワード変更のユーザー・ニーズに対応しています。また、管理者
はメインフレーム・アプリケーションやデスクトップ・アプリケーションを追加して構成し、ユーザー
に対してそれらを簡単にデプロイできます。 

• Javaアプリケーション/アプレットSSO：AWT、Swing、スタンドアロンJavaアプリケーション/アプレッ
トにユーザーがアクセスできるようになります。 

• レポート：アプリケーション利用状況に関する豊富なレポートを出力できます。また、ネットワーク管
理者は、パスワード関連のアクティビティに関して、パスワードの利用者、アクセスしたアプリケー
ション、場所、日時などに関する包括的なレポートを利用できます。 

• Oracle Access Management - Access Manager統合：Access Managerは、オラクルのWebアクセス管理
ソリューションです。ESSOとAccess Managerの統合により、アクセスされているアプリケーションのタ
イプを問わず、1つのSSOセッションを実装できるようになります。これにより、コンプライアンスの姿
勢が強化され、Access ManagerでWeb SSOセッションに対してESSOの厳密認証サポートを利用できます。 

• エンタープライズ・クラスのスケーラビリティ：Oracle ESSOソリューションは、あらゆる規模の企業の
ニーズに対応できる比類ないスケーラビリティを備えています。 

• オンデマンドESSO：Oracle ESSO Suite Plusソリューションを使用して、システム管理者は、ユーザーが
ESSO製品をダウンロードできるように、ESSO製品をオンラインで簡単にホストできます。ユーザーはボ
タンをクリックするだけで、ホストのWebサイトやネットワーク・ファイル共有サイトからESSOをダウ
ンロードして実行できます。この機能により、ESSOは真にポータブルになり、さらにリモート・ユー
ザーやモバイル・ユーザー、あるいはパートナー、外部委託業者、請負業者などの非従業員を含む一時
的なユーザーなど、組織内の幅広い人を対象にできます。 
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エンタープライズ・シングル・サインオンのチェックリスト 

ここでは、ESSOソリューションの要件の基準となる項目を示します。次に示すそれぞれの表で、左側の列に
は要件を、右側の列にはOracle ESSOソリューションによるその要件への対応方法を説明しています。 

 
エンタープライズ・シングル・ 
サインオン 

 

ユーザーが1つのパスワードを使用して、ネットワー
ク、アプリケーション、Webサイトにログオンできるよ
うにします。ユーザーが最初にWindows認証を行う
と、このソリューションは、それ以降のすべてのアプリ
ケーション・ログオンについてパスワードを管理し、必
要に応じて多層のセキュリティも追加できます。 

 
WindowsアプリケーションSSO Microsoft Office、Adobe Acrobat Reader、FrontRange 

Goldmine、Interact Act!、PKZipなど、ほぼすべての
Windowsアプリケーションに対応するように、あらか
じめ構成されています。 

 
WebベースのアプリケーションSSO Microsoft Internet Explorer 、Mozilla Firefox、Google 

ChromeでのWebアプリケーションへのアクセスに対応
するように、あらかじめ構成されています。 

また、フォーム・ベースのサインオンやポップアップ・
サインオンを含むWebページもサポートしています。 

 
モバイル・デバイス・サポート クロス・プラットフォーム対応型のAccess Portalによ

り、AppleやGoogleのモバイル・プラットフォームを含
むさまざまなプラットフォームからWebベースのリソー
スにシングル・サインオンでアクセスできます。 
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Javaアプリケーション/アプレットの 
デスクトップSSO 

Java Runtime Environment（JRE）バージョン1.3以降を
サポートしています。 

 
 

ホスト/メインフレーム・アプリケー
ションのシングル・サインオン 

AS/400（5250）、OS/390（3270）、 

Unix（Telnet）をサポートしています。 

ほとんどのエミュレータに対応するように、あらかじめ
構成されてい ます（Attachmate Extra!、G&R Glink、
Hummingbird HostExplorer 、 IBM Pcom 、 Host On-
Demand、NetManage Rumba、ScanPak Aviva、WRQ 
Reflection、Zephyr Passportなど）。 

複数画面でのログオン/パスワード変更シナリオをサ
ポートしています。 

複数のエミュレータを同時に使用できます。 

 資格証明の共有 同じリポジトリを使用して認証を行うアプリケーション
では、パスワードがどこから変更されても、常に同期さ
れます。 

 パスワード・リセット ユーザーに対してセルフ・サービス（GINAまたはブラウ
ザ）のパスワード・リセット機能、またはアシスト付き
のパスワード・リセット機能を提供します。 

 デスクトップおよびエンタープライズ・
リソースへのプロビジョニング 

Oracle Identity Manager、Tivoli Identity Manager、Sun 
Identity Manager（SIM）のコネクタが標準提供されてい
るため、ESSOアプリケーションへのユーザー・プロビ
ジョニングを簡単に実行できます。 

エンタープライズ・リソースへのユーザー・プロビジョ
ニングが可能になり、企業内のアプリケーションのESSO
を実現できます。 

ユーザー・アカウントの一括インポートをサポートして
います。 
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 多要素によるユーザーの厳密認証 Windowsログイン、LDAP、PKI、スマートカード、バイ
オメトリック、トークン・ベースの認証などの複数の
ユーザー認証モードを、アプリケーションを変更せずに
利用でき、迅速なデプロイメントと低コストの導入が可
能です。 

 ユーザー・アクセス・モード ユーザーがエンタープライズ・アプリケーションにアク
セスするための複数の方法（デスクトップ、オフライ
ン、キオスク、共有のワークステーションなど）を提供
します。 

 オフライン・ユーザーや接続していない
ユーザーのサポート 

Oracle ESSOは、すべてのユーザー作業モード（接続、
切断、スタンドアロン、ローミング、モバイル、キオス
ク）をサポートするように設計されています。その結
果、Oracle ESSOはサーバーに直接依存せずに、エン
タープライズSSOを実現します。 

ユーザー資格証明のコピーをローカル・ワークステー
ションに暗号化した状態でローカルにキャッシュするこ
とで、オフライン/切断された状態での利用をサポート
しています。このローカル・コピーは、ユーザーが指定
リポジトリに再接続したときに、レコード・レベルで自
動的に同期されます。 

オフライン・キャッシュの有効化機能は、管理者が完全
に一元管理できます。組織で必要となるユースケースに
対応するために、これらの設定のグローバルな管理、グ
ループ/ロールまたはユーザーごとの管理、および特定
のマシンごとの管理が可能です。 
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 エンタープライズ・ディレクトリ統合 ローミング・ユーザー（ワークステーション間を移動する
ユーザー）を完全にサポートします。Oracle ESSOは各
ユーザーに対して、サーバーに接続するほぼすべてのワー
クステーションから独自の資格証明リポジトリへのアクセ
ス権を付与できます。 

Sun One Directory、Novell NDS eDirectory、Microsoft 
Active Directory 、 Microsoft ADAM 、 Oracle Virtual 
Directory、およびほぼすべてのLDAP v2またはv3ディレク
トリの同期をサポートしています。 

 暗号化のサポート 選択可能な複数の暗号化アルゴリズムの1つを使用して、
各ユーザーの資格証明ストアを保護します。デフォルトで
は、Microsoft CAPI AES暗号化アルゴリズムを使用して、
デスクトップにローカルに保存されるユーザー資格証明、
およびリモート・ディレクトリまたはネットワーク・ドラ
イブに送信されるユーザー資格証明をすべて保護します。
MS CAPI 3DESはFIPS 140-2要件を満たすことが認定されて
います。Oracle ESSOでは、管理者が選択可能なアルゴリ
ズムとして、MS-CAPI AES 256ビット（FIPS 140-1）、
RC4、Blowfish 448、Cobra 128も利用できます。 

各資格証明は、必要になったときのみ復号化されます。暗
号化されていない状態で保管またはキャッシュされること
はありません。Oracle ESSOでは、暗号化された状態で
ユーザー認証を確認し、ユーザー資格証明データを安全に
保管します。 
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 管理コンソール Oracle ESSOの管理コンソールはGUIベースのウィザードに
よる構成です。管理者はこのコンソールを使用して、
Oracle ESSOのすべてのエージェント設定を実行できま
す。 

• シングル・サインオンに関するアプリケーション固有
のすべての設定を実行できます。 

• ディレクトリのスキーマを拡張できます。 

• ESSO固有の構成を管理、追加、更新できます。 

• Oracle ESSOアプリケーション構成テンプレートを更新
できます。 

• アプリケーション・テンプレートを生成して、LDAP/
ディレクトリに発行できます。 

 認証 Windows ロ グ オ ン 、 Windows Active Directory/ ド メ イ
ン・ログオン、LDAP、PKIシステム、スマートカード、バ
イオメトリックのためのオーセンティケータが付属してい
るため、さまざまなプライマリ/フロント・エンド認証手
法を利用できます。 

オーセンティケータを使用すれば、ユーザーはWindows
ドメイン・パスワード、バイオメトリック、スマートカー
ドのいずれでも自分のIDを証明できます。オーセンティ
ケータはユーザーの証明を認証サービスに送信します。認
証サービスはオーセンティケータから送信された資格証明
を、独自のストアかシステム認証サービス（Windowsド
メイン、PKIなど）に対して照合して検証します。 
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ディレクトリ同期 インテリジェント・アクティビティ（ログオンの追加、パス

ワード変更、起動、ログオフ、構成可能タイマーなど）に基
づいてディレクトリと同期します。一部の企業では、一定の
間隔でデータの同期を行っていますが、そうするとデータが
変更された場合に非同期の状態になる可能性があります。ま
た、不要な同期処理が多数のマシンから発生する場合があり
ます。 

 
ディレクトリ・スキーマ拡張 オラクル製品では、効果的なクラス・スキーマ拡張を利用し

ます。基本スキーマはディレクトリ・ベンダーの配布時のま
ま残し、オラクル独自のオブジェクト・クラスを使用して、
自己完結型の構成オブジェクトを作成します。一部の企業で
は逆に、基本スキーマの拡張クラスを作成していますが、こ
の方法では自社の基本スキーマ（特にユーザー・オブジェク
ト）を変更してSSOデータを追加することになります。その
場合、ディレクトリのアップグレードやディレクトリのレプ
リケーションの際に問題が発生します（ユーザー・オブジェ
クトが常にレプリケートされます）。 

パスワード・ポリシー管理 

パスワード・ポリシー管理によって、管理者はデフォルトのグローバルなパスワード・ポリシーやアプリ
ケーション固有のパスワード・ポリシーを定義し、さらに複数のアプリケーションを1つのパスワード・ポ
リシーに登録できます。 
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パスワード管理 Oracle ESSOはパスワードの期限切れやパスワード変更リク

エストを検知し、ユーザーに対して新しいパスワードを作成
するように促すか（この際にはユーザーにパスワード・ポリ
シーに従うように要求します）、またはエンドユーザーに代
わって管理者の名で自動的に（かつ透過的に）パスワード・
ポリシー・セットに従うランダムなパスワードを生成しま
す。また、Oracle ESSOには、保管されたパスワードの存続
期間を監視する機能と、あらかじめ構成した期間（30日、
60日など）の経過後にローカル・アプリケーション・レベ
ルでパスワード変更プロセスを開始する機能があります。 

さらに、Oracle ESSOでは、管理者は次の項目を指定でき
ます。 

• パスワードの最大/最小の長さ 

• 同じ文字の最大使用数 

• 同じ文字を連続して使用できる文字数 

• 数字を使用できるか 

• 数字の最大/最小数 

• パスワードの1文字目を数字にしてもよいか 

• パスワードの最後の文字を数字にしてもよいか 

• 特殊文字を使用できるか（許可/除外する文字を指定可
能） 

• 特殊文字の最大/最小数 

• 英字の使用（なし、大文字、小文字、大文字と小文字） 
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レポート 

Oracle ESSO Suiteのレポート・コンポーネントでレポートを作成することで、ESSO Suiteによって保護され
ているアプリケーションの日々の使用時に繰り返し発生するすべてのデータとイベントを活用できます。 

 

 一元管理されたレポート・データベース レポート生成の情報源となるイベント・データを、すべ
て一元管理されたOracle ESSOデータベースに保存しま
す。 

 Webベースの管理コンソール レポートはWebインタフェースを経由してリモートで生
成できます。SQLデータベースにアクセスして、保存さ
れたイベント・データからレポートを生成します。
Oracleデータベースに問い合わせて手動でレポートを生
成することもできます。 

 レポート・サービス 監査/レポート・イベントを収集してデータベースに格納
します。 

 アプリケーションの統合 アプリケーション・ログオン、資格証明の記録、パス
ワード変更などのイベント情報を、Oracle ESSO Suiteに
よって保護されたアプリケーションから収集し、その
データをレポート・サービスに送信します。 

 
Oracle ESSOでは、Oracle ESSO Logon Managerによって提供されるイベント・ロギング・データから

監査レポートを簡単に作成できます。さらに、Oracle ESSO管理コンソールから、一元管理リポジトリ

に保存されているデータに対してESSOの使用レポートを起動して、ユーザーによる資格証明の利用情

報を含むレポートをエクスポートできます。このレポートによって、資格のあるユーザーとその対象

アプリケーションに関してすばやく簡単に確認し、利用方法や前回の変更について特定できます。一

度ロギングされたESSOイベントは永久に保存され、コンピュータの利用やポリシー制御に関する全社

的な監査記録に含まれるようになります。 
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厳密認証 

Oracle ESSO Universal Authentication Manager（UAM）は、既存の厳密認証ソリューションを使用してアプ
リケーションを多層化することで、ほぼすべてのアプリケーションのセキュリティを強化します。アプリ
ケーションへの厳密認証の統合は、コストのかかる複雑なプロセスになりかねません。UAMは、すでに投資
した厳密認証スキームを利用して、ほぼすべてのアプリケーションのセキュリティを透過的に強化すること
で、この問題を克服します。この際に、バックエンドのアプリケーション・インフラストラクチャに変更を
加える必要はありません。 

 

 バイオメトリック・ログオン サード・パーティの指紋スキャナ（外部USBスキャナ、ラップ
トップ・コンピュータの内蔵スキャナなど）の登録と利用が可
能です。 

 外部バイオメトリック・ 
サービス・プロバイダ（BSP）の
サポート 

指紋スキャナ、手のひらスキャナ、網膜/虹彩スキャナや顔特
徴分析な ど、 BioAPIに 準拠 したサー ド・ パーテ ィのBSPモ
ジュールの登録と利用が可能です。 

 スマートカードのサポート スマートカードの登録と利用が可能です。さらに、2つの要素
による認証が望ましい場合には、カードのPINの入力を要求で
きます。 

 近接型カードのサポート RFIDの登録と利用が可能です。さらに、2つの要素による認証
が望ましい場合には、PINを定義して入力を要求できます。 

 オフライン・モードと 
オンライン・モードのサポート 

• オフライン・モードでは、構成を行い、その結果を
ユーザーのワークステーション内にあるセキュアな
ローカル・キャッシュに保存できます。 

• オンライン・モードまたはエンタープライズ・モー
ドでは、一元管理リポジトリに構成を同期して、管
理者がリモートで構成できます。 

 監査のサポート ログオン、登録などの認証イベントの詳細を記録し、イベント
をレポート・サービスにロギングします。 
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オンデマンドのESSOインストール 

Oracle ESSO Suite Plusでは、システム管理者にとってESSOデプロイメントが容易になる一方、エンタープ
ライズ・シングル・サインオンによる利点の範囲を、リモートでモバイルを利用するユーザーにまで拡張し
ます。いつでもどこからでもESSOにアクセスする必要のあるユーザー向けに、Oracle ESSO Suite Plusでは、
どこからでもオンデマンドでクリックしてESSOを実行できます。市場に出ている他製品とは異なり、Oracle 
ESSO Suite Plusでは従来型のインストールは必要なく、場所を問わずESSOにアクセスするためにブラウザを
使用する必要もありません。 
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一元管理されたデプロイメント・
オプション 

すべてのESSOソフトウェアに対応できる1つのデプロイメン
ト・パッケージを提供します。 

 
クリックして実行”する 

（オンデマンド）ESSO 
“ユーザーはボタンをクリックするだけで、ホストされたWeb
サイトやネットワーク・ファイル共有サイトからESSOをダ
ウンロードして実行できます。 

 
自動アップデートとロールバック デプロイメント・パッケージはバージョン管理できるため、

アップデートとロールバックが簡単です。 

アップデートには、必須またはオプションの情報を設定でき
ます。デプロイメント・パッケージの最小バージョンと照合
して、強制アップデートを設定できます。アップデートの有
無を確認する頻度（ESSOクライアントの起動時、週1回、月
1回など）を指定できます。 

投資収益率（ROI） 

 
Oracle Enterprise Single Sign-On Plusを導入すれば、パスワード・リセット関連のヘルプデスクのコス

トを削減し、パスワード忘れに関連するユーザーの生産性の低下を大幅に抑えられるため、良好なROI

を実現できます。たとえば、7,000人のユーザーがいる組織では、1年間にユーザーが平均4回パスワー

ドを忘れるとすると、パスワード・リセットにかかるコストは平均で40ドルになり、 

年間に約112万ドルがパスワード関連のヘルプデスク・コストとして消失します。パスワード・リセッ

ト関連の問合せによって消失した生産性を加えれば、年間約150万ドルを失うことになります。Oracle 

ESSO Suite Plusを導入すれば、そのような組織の1年以内のROIが100%を超える結果となります。

Oracle ESSO Suite Plusによってヘルプデスクのコストが不要になるだけでなく、ユーザーの生産性も向

上し、5年間で500万ドル近くのROIが生み出されます。 
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パスワード忘れの問題を解決しない場合に失われる多大なコスト 

 

Oracle ESSO Suite Plusの導入によって5年間に達成できる投資収益予測 
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結論 

Oracle Enterprise Single Sign-Onにより、企業ユーザーは、1回の認証イベントによってほぼすべてのア

プリケーションにアクセスでき、セルフサービスのパスワード管理も行うこともできます。 

エンタープライズ・シングル・サインオン・システムは、ユーザーが資格証明を入力する機会を最小

限に抑えて複数のアプリケーションにサインオンできるように設計されています。ESSOソリューショ

ンがパスワード入力システムとして動作し、ユーザーは自動的にログイン状態になるため、パスワー

ドを覚える必要がなくなります。この仕組みは、企業がサプライヤ、外部委託業者、請負業者、再販

業者、代理人、共同開発パートナーなどのさまざまなタイプのユーザーに対処する必要がある場合に

も効果を発揮します。また、ESSOは、ユーザー・エクスペリエンスと生産性が向上するようなクラウ

ド・アプリケーションへのシングル・サインオンを実現するための簡単で効果的な方法も提供します。

セキュアなシングル・サインオンをすべてのエンタープライズ・アプリケーションに提供するのに加

えて、厳密認証、コンプライアンスの強化、コスト削減の推進によって、企業に対して高いROIをもた

らします。 

Oracle ESSO Suite Plusではデプロイ作業を迅速化できます。システム統合テストを実施せずにソフト

ウェアをデプロイでき、デスクトップのアップデートや、スケジュールされたインストールの強制適

用を実行できます。そのため、インストール先のコンピュータで管理権限が必要になるといった従来

のインストールの問題を回避できます。さらに、ソフトウェアのアップデートやロールバックを自動

的に適用して、一元管理された場所から管理できます。 

Oracle ESSO Suite Plusは、複雑で時間のかかる実装を行わずに、ほとんどのエンタープライズ・ア

プリケーションと連携される、実績のあるソリューションです。Oracle ESSOはOracle Access 

Managerとセッション・レベルでシームレスに統合されるため、あらゆるタイプのアプリケーショ

ンに優れたユーザー・エクスペリエンスを提供し、Webアクセス管理ソリューションとESSOソ

リューションの相乗効果が得られます。Oracle ESSO Suite Plusは、エンドユーザーのユーザビリ

ティを大幅に改善し、従業員の業務停止時間を短縮して間接コストを削減し、ヘルプデスクの直接

コストを削減して高いROIを達成します。さらに、企業内のすべてのアプリケーションのセキュリ

ティを格段に強化します。 
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