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概要 

BYOD（私物デバイスの業務利用）は、モバイル・セキュリティの新たな課題であり、今後あらゆる
組織で、従業員の個人デバイスを柔軟に業務利用できるようにするための社内ポリシーを導入する
必要が生じるでしょう。 

2015年までには、私用と業務用を兼ねる個人スマートフォンの台数が全世界で67億台に達するとみ
られます。個人デバイスが急増したために、IT部門の多くは、新たなセキュリティ要件や規制上の課
題に対する準備ができていません。1実際に、89%の従業員がスマートフォンを業務に使用しており、
その半数の従業員は会社の許可を得ていません。2 

プラットフォームやオペレーティング・システムの種類が豊富であることが、この急増の事態を複
雑にしています。この多様性のために、セキュリティ・チームが一貫したポリシーを全デバイスに
適用することが難しくなっています。 

そこで次のようにルールが変わりました。 

• モバイル機器の境界セキュリティが再定義されました。 

• ネットワークは主要な制御ポイントでなくなりました。 

• ユーザー、デバイス、データが、新たなセキュリティ境界となりました。 

新しいセキュリティ・モデルには、ユーザー、エンタープライズ・データ、および企業リソースに
アクセスするすべてのデバイスを中心とした制御を組み込む必要があります。ビジネスを転換する
ための新たな要件は、ネットワークの境界を再定義することです。クラウド・ストレージとクラウ
ド・アプリケーションの利用、パートナーと顧客用のアクセス・ポータル、モバイル・ネットワー
クやソーシャル・ネットワークでの従業員のコラボレーションなどはその一例です。 

-------------------------------------------------- 
1 Gartner（2012） 
2 http://www.csoonline.com/article/2131699/security-industry/companies-slow-to-react-to-mobile-securi 

http://www.csoonline.com/article/2131699/security-industry/companies-slow-to-react-to-mobile-securi
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このような状況から、市場への新たな道を開き、従業員の生産性を向上させるBYOD経済の新たなセ
キュリティ要件に対応するために、IT部門は変化しなければなりません。 

BYOD導入の圧力 

さまざまな事業部門からIT部門に対し、従業員がほぼリアルタイムの情報にアクセスしやすくなるよ
うに、モバイル・プラットフォームのサポートを導入することが求められています。最近のCIO 
Mobility Surveyによると、CIOとITリーダーの67%は、モビリティがビジネスにもたらす影響を、1990
年代のインターネットの影響と同程度かそれ以上になると感じています。3また、リアルタイムの情
報入手と24時間365日に拡大されたコラボレーションが、従業員の効率を高めるチャンスをもたらす
と認識しています。 

ただし、従業員が仕事と余暇を切り離さなければ、個人データとともに企業データが公開されてし
まいます。私用を柔軟に許可しながら、個人デバイスと企業デバイスを統一されたセキュリティ・
ポリシーで管理して組織の資産を保護するにはどうすればいいでしょうか。その実現のために、IT
部門は、人、デバイス、データを中心とした強固なセキュリティ制御を実装する必要があります。
この問題の中心となるのがIDであるため、組織はデバイスのプロビジョニングとライフ・サイクル
管理を簡素化する必要があります。 

-------------------------------------------------- 
3 http://www.ciosummits.com/Tangoe_WhitePaper_-‐_The_Dos_and_Donts_of_Mobile_Application_Management.pdf 

http://www.ciosummits.com/Tangoe_WhitePaper_-%C2%AD%E2%80%90_The_Dos_and_Donts_of_Mobile_Application_Management.pdf
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モバイル機器のリスク 

最近のデータによると、モバイル・プラットフォームを狙う最大の目的は、資格証明を盗むことで
す。現在、企業のデータ侵害全体の76%が、資格証明が簡単に破られたり盗まれたりすることに起
因しています。4特権ユーザーのモバイル機器がサイバー犯罪者にアクセスされると、特権のある資
格証明が検出されて、組織へのさらなる侵入を許してしまいます。モバイル機器は、必要不可欠で
すが、いくつかのぜい弱性に直面しています。組織は、BYOD構想への対応を開始するために、これ
らのぜい弱性に取り組む必要があります。 

 

モバイル・マルウェア 

モバイル・マルウェアは、2011年から2012年にかけて58%増加しました。また、既知のマルウェア
全体の59%が、モバイル・プラットフォームを標的にしています。5現在もっともよく見られるマル
ウェアの活動は、デバイス上の機密データの窃盗です。これにはデバイスとアプリケーションの資
格証明が含まれます。2012年には、全攻撃の約4分の1が、営業秘密の盗難を目的として製造業を標
的としていました。6全攻撃の半数は、従業員が2,500人を超える企業を標的としています。モバイル
機器にアクセスできれば、目的の攻撃で使う従業員の資格証明にアクセスできる可能性があること
から、モバイル機器がサイバー犯罪者の主要な標的となるのは当然です。 

 

デバイスの紛失または盗難 

米国では、1分間に113台の携帯電話が紛失したり盗まれたりしています。7現在、84%の組織が、退
職する従業員に個人デバイスの引渡しを求める強硬なポリシーを設定しています。8組織は、エンド
ユーザーのデバイスを返却する前に、エンドユーザーが削除した、または残した可能性があるデー
タを検討する必要があります。モバイル機器に関しては、個人所有か企業所有かにかかわらず、一
貫した共通のポリシーが存在しない場合が少なくありません。このためデバイスのオンボーディン
グとオフボーディングが困難になり、企業データとそのアクセスが危険にさらされます。 

アプリケーションの管理 

企業が従業員にリアルタイム・データを提供するためにもっとも活用しているのがアプリケーショ
ンです。アプリケーションは、特権アクセスの悪用や誤用、またデータ盗難のルートになる可能性
があります。二次的なアプリケーションや悪質なコードを通じて資格証明が盗まれたり、不正な接
続が利用されたりする場合も少なくありません。このためIT部門では、独自のエンタープライズ・ア
プリケーション・カタログを導入して、検査済みのセキュアなアプリケーションを配布しています。
2017年までには、25%の企業が独自のアプリケーション・ストアを設置すると予想されています。
これにより、従業員、顧客、パートナー向けに多数の企業アプリケーションをプロビジョニングで
きるようになります。9 

-------------------------------------------------- 
4 2013 Verizon Data Breach Investigations Report 
5 http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v18_2012_21291018.en-us.pdf 
6 https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?source=swg- 

  WW_Security_Organic&S_PKG=ov16986&S_TACT=102PW63W 
7 http://us.protectyourbubble.com/ 
8 http://mobileenterprise.edgl.com/news/Surprising-Stats-About-Mobile-Security84688 
9 http://www.gartner.com/newsroom/id/2334015 

https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?source=swg-%C2%AD%E2%80%90
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?source=swg-%C2%AD%E2%80%90
http://us.protectyourbubble.com/
http://mobileenterprise.edgl.com/news/Surprising-Stats-About-Mobile-Security84688
http://www.gartner.com/newsroom/id/2334015
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新たなセキュリティ要件 

エンタープライズ・アプリケーション・データの保護と従業員のプライバシ確保の間でバランスを
取る必要があります。現在、多くのソリューションがデバイス中心のアプローチ（モバイル・デバ
イス管理（MDM））を採用していますが、このアプローチは煩雑なうえに、BYODをセキュアに導
入するための要件を満たしていません。MDMソリューションでは、デバイス上のすべてのデータが
企業の財産とみなされ、企業のアプリケーション・データと個人のアプリケーション・データの境
界が考慮されません。このため、ユーザーの間に新たな期待が高まっています。 

ID管理 

IT部門は、人、データ、デバイスをIDによって管理することが重要であると認識しています。IDは、
モバイル機器がコンテンツ、アプリケーション、セキュア通信などにアクセスする仕組みにおける
中心的な要素です。このため、モビリティ・プラットフォームを実現するには、ID管理インフラス
トラクチャを活用することが不可欠です。 

セキュアなコンテナ 

次世代のモバイル・セキュリティ・ポリシーでは、企業のアプリケーション・データと個人のアプ
リケーション・データを分離できることが鍵となります。認可されたアプリケーションとデータを
格納するセキュアなワークスペース環境を作成するために使用されるのがコンテナです。この場合、
ID主導型のセキュリティ・ポリシーを適用して、プロビジョニングとプロビジョニング解除をサー
ド・パーティ・アプリケーションの介入なしに容易に行えるというメリットがあります。 

シングル・サインオン 

組織では、モバイル機器の資格証明の盗難を減らすために、証明書ベースのアプローチ、強力なパ
スワード、統一シングル・サインオンを使用する、強度の高い認証方式を必要としています。これ
により、それぞれに固有の資格証明を持つさまざまなアプリケーションとサービスを、1セットの資
格証明で認証できるようになります。従業員は、複雑な一意の資格情報をアカウントごとに記憶す
る必要がなくなります。 

アプリケーションの管理 

適切なアプリケーション管理では、モバイル機器用の承認されたセキュアなアプリケーションのプ
ロビジョニングとプロビジョニング解除がサポートされます。多くの組織が、リスクやセキュリティ
上の弱点を軽減する目的で、独自のエンタープライズ・アプリケーション・ストアでモバイル・プ
ラットフォーム用の承認されたセキュアなアプリケーションを調達するための要件を確立しようと
しています。これは、従業員に対して標準化された一連のアプリケーションを調達するワークフ
ロー・プロセスを簡素化できるようにするイネーブルメント・プラットフォームでもあります。 
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VPNに依存しない 

組織がモバイル・プラットフォームに移行するのに伴い、セッション・レベルの暗号化（VPNなど）
が、セキュリティ上の弱点とリスクを軽減するアプリケーション別の暗号化にシフトしています。
セッション・レベルの暗号化は、マルウェアや不正な接続がVPNセッションを共有するための経路に
なり得ます。このため、機密上重要な企業データやシステムにサイバー犯罪者が直接かつ自由にア
クセスできる状況が生じるおそれがあります。VPNを除去すれば、企業ネットワークを通過するビジ
ネスに無関係のインターネット・トラフィックに伴う帯域幅のコストを削減できます。 

デバイスのプロビジョニング 

デバイスのプロビジョニングは、これまでのような複数のステップで実行する処理ではなく、新規
ユーザーに関連付けられたアカウントをセットアップする新規雇用自動ワークフローに組み込む必
要があります。新規デバイス・オーダーでは、このワークフローでデバイス・オーダーを新規ユー
ザーの"ID"に結び付ける必要があります。ユーザーにデバイスへのアクセスを許可する前に、関連す
るすべてのアプリケーションとともに、新しいポリシーをプロビジョニングできます。 

マルチユーザー・デバイス 

最近のもっとも対応が困難と思われる要件の1つは、共有デバイス上のアプリケーションとリソース
へのセキュアなアクセスを確保しながら、患者、顧客、従業員などのプライバシを保護することで
す。この要件は、共有デバイスの利用が多いヘルスケア業界や製造業界の環境でよく見られます。 

デバイスの紛失と盗難 

デバイスが紛失したり盗まれたりした場合、デバイス全体をワイプするのではなく、セキュアなコ
ンテナを使用して企業のアプリケーションとデータのみを選択的に削除できます。これにより従業
員は、企業のデータやアプリケーションから干渉を受けたり、それらに干渉したりすることなく、
個人のデバイスとコンテンツをさらに自由に利用できます。 
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オラクルのモバイル・セキュリティ戦略 

オラクルのモバイル・セキュリティ戦略では、企業のアプリケーション・データを個人データから
分離して、従業員が企業のセキュリティを損なうことなく自由に個人デバイスを業務に利用できる
ようにします。 

 
 

コンテナ 

Oracle Mobile Security Suiteでは、コンテナ化と呼ばれる技術を利用して、企業のアプリケーション、
電子メール、データを格納するセキュアなワークスペースを作ります。セキュアなワークスペース
には、認証されたユーザーのみがアクセスして、アプリケーションを実行したりデータにアクセス
したりできます。また、企業のIT部門がプロビジョニングまたは承認したアプリケーションのみを、
このセキュアなワークスペースからインストールして実行することができます。個人のアプリケー
ション、写真、コンテンツは、すべて従業員が管理し、自由にアクセスできます。また、コンテン
ツの共有、表示、印刷などを制限するデータ・ポリシーを通じて制御されます。デバイスが紛失し
たり盗まれたりした場合は、IT部門が、個人データに影響を及ぼすことなく、セキュアなワークスペー
スをリモートにワイプします。 

コントロール 

Oracle Mobile Security Suiteでは、アプリケーションのポリシーと権限が、ロール、場所、時間、ま
たはその他のコンテキスト変数に基づいてプロビジョニングされます。組織は、制限的なポリシー
を導入している可能性がある新しい国にモバイル・ユーザーが出国または入国する際に、そのユー
ザーに対して自動的にアプリケーションのプロビジョニングとプロビジョニング解除を行うことが
できます。ポリシーはハードコーディングされるのではなく、実行時（アプリケーションがコンテ
ナ内で実行されるとき、または認証されたユーザーがコンテナにアクセスするとき）に適用されま
す。このため、セキュアなワークスペースは、常に最新のアクセス・ポリシーとアプリケーション
権限が適用された状態になります。企業のアプリケーション・ストアに新しいアプリケーションを
追加して、承認済みアプリケーションや社内アプリケーション、サード・パーティ・アプリケーショ
ンを、ユーザー・ロールに基づいて拡張できます。 

エクスペリエンス 

Oracle Mobile Security Suiteは、ロールベースのユーザー・アクセスに似た機能を使用して、企業内
からの資格証明レベルのアクセスをそのままモバイル・プラットフォームへと拡大して、同じIDお
よびポリシー・フレームワークを活用できるようにします。この場合、パスワードのリセットやサ
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ポートの問題を含むアカウント管理にセルフサービスが使用されるため、複雑さとコストが大幅に
軽減されます。また、Oracle Single Sign-Onを使用することで、強力な資格証明のセットによる認証
を1度行うだけで、セキュアなワークスペース内のすべてのアプリケーションとサービスにアクセス
できます。 

 

顧客関係の強化を図るSUPERVALU 

SUPERVALUは、食品雑貨の小売と食品の総合物流を手がける米国企業です。直営とフランチャイズ
を合わせて4,700以上の拠点を持ち、13万人の従業員を擁しています。同社は、店舗管理者にApple 
iPadを支給して、店舗データに即時にアクセスできるようにすることを目標としていました。そのた
め、関連するポリシー、リスクベースの認証、リアルタイムの在庫データへのセキュアなアクセス
でiPadを簡単にプロビジョニングできることが重要な要件でした。 

Oracle Mobile Security Suiteの導入により、SUPERVALUの各店長は、iPadからバック・オフィスのア
プリケーションにセキュアにアクセスして、売り場のどこからでも店舗を管理できるようになりま
した。これにより生産性が向上し、接客時間を増やすことができました。 

 

まとめ 

Oracle Mobile Security Suiteは、ネットワークの境界をモバイル・デバイスに転換しようとしている
組織を支援します。Oracle Mobile Security Suiteは、マルチレイヤー・アプローチでモバイル・デバ
イスを保護することにより、人、データ、デバイスのセキュリティを確保するという目的を果たし
ます。その実現のために、オラクルではアプリケーション・コンテナを通じてリスクを抑制し、ア
プリケーションとポリシーの制御を通じてリスクを管理します。さらに、ID管理のフレームワーク
をモバイル・デバイスへと拡張して、シングル・サインオンやモバイル・プラットフォームなどの
機能を提供することで、全体的なエクスペリエンスを管理します。 

オラクルは、同じデバイス上にある個人と企業のアプリケーションとデータを分離する構造化アー
キテクチャを提供し、互いに独立したポリシーを適用します。これで企業データは常にセキュリティ
で保護された状態となり、個人の自由度も維持されます。デバイス制御によってモバイル・セキュ
リティを確保して個人の自由を犠牲にすべきではなく、また個人の自由を企業のセキュリティ・ニー
ズより優先すべきでない、というのがオラクルの核となる考え方です。 

オラクルのモバイル・セキュリティ戦略の詳細については、次のサイトを参照してください。
www.Oracle.com/MobileSecurity 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/mobile-security/overview/index.html


 

 

 

Oracle Mobile Security Suite 2014  

Oracle Corporation  

World Headquarters  

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065  

U.S.A. 

海外からのお問い合わせ窓口： 

電話：+1.650.506.7000 

ファクシミリ：+1.650.506.7200 

oracle.com 

 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved. 

 
本文書は情報提供のみを目的として提供されており、記載内容は予告なく変更されることがあります。本文書は一切間違いがないことを保証す

るものではなく、さらに、口述による明示または法律による黙示を問わず、特定の目的に対する商品性もしくは適合性についての黙示的な保証

を含み、いかなる他の保証や条件も提供するものではありません。オラクル社は本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によっ

て直接的または間接的に確立される契約義務はないものとします。本文書はオラクル社の書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目

的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。 

 
OracleおよびJavaはOracleおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 
IntelおよびIntel XeonはIntel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて使用されるSPARC 

International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴおよびAMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devicesの商標また

は登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。0113 

 


	概要
	BYOD導入の圧力
	モバイル機器のリスク
	新たなセキュリティ要件
	オラクルのモバイル・セキュリティ戦略
	顧客関係の強化を図るSUPERVALU
	まとめ

