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ORACLE ACCESS MANAGEMENT SUITE 
PLUS 
Oracle Access Management Suite Plusは、アプリケーション、データ、Web
サービス、およびクラウドベースのサービスを保護するための、業界最

先端のソリューションです。Oracle Access Management Suite Plusは、さま

ざまな機能セット（認証とシングル・サインオン、モバイル/ソーシャル・

サインオン、エンタイトルメント管理とファイングレイン認可、不正検

出とリスク対応認証、セキュリティ・トークン・サービスとIDフェデレー

ションなど）を搭載した、顧客が完全なアクセス・ソリューションをデ

プロイするための統合モジュール・アーキテクチャを提供します。これ

はもっとも包括的なソリューションであり、エンドポイントからクラウ

ドまで幅広いアクセスを保護できるよう、まとめて緊密に統合および設

計されています。 

はじめに 

今日の企業は、新しいレベルの保護を必要とするアクセス管理の課題に直面していま

す。たとえば企業は、従業員が個人のモバイル機器から会社のリソースにアクセスで

きるようにする必要があります。同様に、一部の組織では、ソーシャル・ネットワー

キング・サイトのユーザーIDに基づいて、アプリケーションへのアクセス権を顧客に

付与する必要があります。またほとんどの組織は、社内アプリケーションと同様に、

クラウド・サービスへのサインオンを管理する必要があります。さらに組織は、エン

ド・ツー・エンドの標準ベースのセキュリティ・サービスを、自身のアプリケーショ

ン、データ、Webサービス、クラウドベース・アプリケーション、およびSoftware as a 
Service（SaaS）アプリケーションに提供する必要に迫られ、変革期を迎えています。

このようなビジネス上の要望により、組織はセキュリティ・サービスの外部化、パー

トナ－との統合、内外トランザクションのリスク評価を強いられています。Oracle 
Access Management Suite Plusは、（企業内外の）アプリケーション、データ、Webサー

ビス、およびクラウドベース・サービスへのアクセスを制御する完全なソリューショ

ンによって、これらの課題に対応します。Oracle Access Management Suite Plusには、次

の機能が含まれます。 

• プラガブル認証およびWeb SSO 

• iOSおよびAndroid上のネイティブ・モバイル・アプリケーションのSSO 

• フェデレーテッドIDおよびソーシャル・ネットワークとの統合 

• 内外リソースのファイングレイン認可 

• 事前予防的な不正防止と認証セキュリティ 

• リアルタイムなリスク分析と、リスク対応/複数ファクタの認証 

• WebサービスとSOAインフラストラクチャの包括的なセキュリティ 

• セキュアなIDおよびトークン伝播のためのSecurity Token Service（STS） 

 

 

おもな機能： 

• もっとも包括的で統合された、クラス

最高のアクセス管理スイート 

• 異機種エンタープライズ・アプリケー

ションの認証、シングル・サインオン

（SSO）およびIDアサーション 

• ネイティブ・モバイル・アプリケーショ

ン用のSSOと、カスタム・アプリケー

ション開発用のREST API 

• 一般的なソーシャル・ネットワークか

らサインオンするためのRelying Party
（RP）のサポート 

• 業界トップの企業不正防止、リスク対

応認証、およびリアルタイムなリスク

分析 

• ポリシーを実施しながらポリシー管理

を一元化する、革新的な外部認可ソ

リューション 

• セキュリティ・ドメイン全体のフェデ

レーテッド認証、および新しいフェデ

レーション・パートナーの迅速な登録

のための標準ベースのソリューション 

• SOAとWebサービスを保護し、完全な

SOAガバナンス・ソリューションを提

供するための業界標準を設定 

• 企業の複数の層にわたってセキュリ

ティ・トークンを発行、検証、交換す

るための完全なソリューション 
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ベスト・オブ・ブリード機能の統合スイートは、顧客にとって次の大きなメリットが

あります。 

• 企業、クラウド、モバイルおよびソーシャル・エコシステム向けのエンド・

ツー・エンドのアクセス・セキュリティ 

• スイート全体の相互運用性 

• リアルタイム・トランザクションの革新的な異常検出 

• セキュリティと認可の一元化 

• 運用コストの削減とITの俊敏性の向上 

認証およびWeb SSO 

Oracle Access Management Suite Plusは、認証、SSO、ポリシー管理、ポリシー実施、エー

ジェント管理、セッション制御、システム監視、レポート、ロギング、および監査用

の、エンタープライズ級のWebアクセス管理（WAM）ソリューションを提供します。

マルチ・データセンターのロードバランシングおよびフェイルオーバー機能によって、

企業がミッション・クリティカルなインフラストラクチャをサポートできます。この

ソリューションは、さまざまなWebサーバーやアプリケーション・サーバー、および

アプリケーションで認定済みのWebエージェントを含む、企業の既存の異機種環境で

機能します。 

モバイルとシングル・サインオン 

企業はモバイル機器の増加や競争上の理由から、顧客や従業員が、個人のモバイル機

器を使用して、一般的に使用されるビジネス・アプリケーションにアクセスできるよ

うにする必要に迫られています。ただし、多くのアプリケーションではデバイスのセ

キュリティ対策を把握できないため、監査、コンプライアンス、およびプライバシ要

件を実施するのが難しくなっています。Oracle Access Management Suite Plusには革新的

なモバイルおよびソーシャル機能が搭載されており、組織は使用するデバイスに関わ

らず、モバイル・アプリケーションにSSOを拡張し、アプリケーションやデータを保

護できます。また、組織は主要なソーシャル・ネットワーク（Facebook、Google、Yahoo、
Twitter、LinkedIn）のIDを使用して、ユーザーがコンシューマ向けの他の低リスク・ア

プリケーションにサインオンできるようにし、追加の登録やログインが不要な、シー

ムレスなユーザー・エクスペリエンスを提供します。また、このソリューションには

REST APIを含むSDKが含まれます。開発者はこのSDKを利用して、カスタム・モバイ

ル・アプリケーションを一般的に使用されているID管理機能（認証、資格証明管理、

セカンダリ認証、デバイスのフィンガープリンティング、セッション管理など）と統

合できます。SDKは、OAuthとOpenID（ともに、業界でもっとも一般的に使用される

ユーザー・セントリックなIDフレームワーク）をサポートします。このため、開発者

はSDKを使用して、アプリケーションでソーシャルIDを使用可能にできます。 

適応アクセスと不正検出 

組織は、増え続けるオンライン・システムの不正や誤使用の脅威に直面しています。

効果的なアクセス管理と監視を実装しないと、ビジネスの最終損益に影響するおそれ

もあります。Oracle Access Management Suite Plusでは、強力な複数ファクタの認証セ

キュリティと事前予防的なリアルタイムの不正防止によって、ビジネスとその顧客を

強力に保護できます。本製品では、デバイスに依存しない強力な相互認証とリアルタ

イムなリスク・スコアリングによって、トランザクション中の複数のポイントで潜在

的な不正を識別できるオンライン・アプリケーションを使用できます。組織はOracle 
Access Management Suite Plusによって、重要なビジネス・プロセスからWebに移行する

際の将来的な要件を満たすよう拡張可能な、現在のセキュリティ・ニーズに合った費

用対効果の高いソリューションを利用できます。 

 

おもな機能： 

• 異機種パッケージ・アプリケーション、

J2EEおよびWebアプリケーション、

Webサービス、およびSaaSの非常にス

ケーラブルなアクセス制御 

• モバイル機器のセキュリティ向上 

• ユーザー・エクスペリエンスの向上と

規制遵守のコスト削減 

• 動的で事前予防的なセキュリティ対策

により、事後対応の静的セキュリ

ティ・システムの一般的な落とし穴を

回避 

• アプリケーション・セキュリティの簡

素化、管理不能なポリシー実施サイロ

の削除 

• アクセス管理コンポーネント間の標準

統合による、デプロイメントの簡素化/
合理化 
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アイデンティティ・フェデレーション 

会社の境界を越えてフェデレーションされたユーザー・コミュニティを構築すること

で、ビジネスにおいてコンシューマ製品の抱合せ販売戦略を実装し、エクストラネッ

ト・アプリケーションへのサプライヤのアクセスを合理化し、合併や買収などの組織

変更に迅速に対応できます。Oracle Access Management Suite Plusでは業界のフェデレー

ション標準がサポートされており、標準ベースのWebテクノロジーを実装したマルチ

プロトコル・フェデレーション・サーバーによって、このようなインタラクションが

可能となります。このため組織は、中央ユーザー・リポジトリやデータ・ストアの同

期なしで、セキュリティ境界間でアカウントやIDをセキュアにリンクできます。   
Oracle Access Management Suite Plusでは、ベンダー、顧客、ビジネス・パートナー向け

に、ドメイン間のシングル・サインオンを相互運用的に実装できます。この際、IDや

資格証明を管理、維持するためのオーバーヘッドはかかりません。 

外部認可 

企業がアクセス管理要件を制御できるようになるにしたがい、アプリケーション自体

に組み込まれているファイングレイン認可ポリシーの一元管理が必要となっています。

業界標準（XACML、NIST RBAC、エンタープライズRBACなど）のサポートにより、

異機種のベンダー環境間でこれが可能となります。オラクルは、一元化された標準ベー

スのポリシー管理と、エンタープライズ・アプリケーション間のポリシーの分散実施

を提供します。これにより、エンタープライズ環境のセキュリティの向上、管理の簡

素化、一貫したポリシー実施とコンプライアンスの改善を実現できます。 

Webサービス・セキュリティ 

サービス指向アーキテクチャ（SOA）では、異機種環境間のアプリケーション・コン

ポーネント間が疎結合され、標準ベースの相互運用可能なセキュリティが必須となり

ます。Oracle Access Management Suite Plusは、アクセス制御およびメッセージレベルの

暗号化および保護用の多くの標準機能により、このニーズに対応しています。また、

オラクルやサード・パーティのID管理インフラストラクチャと緊密に統合されていま

す。一連の包括的なポリシー管理機能によって、ランタイムのSOAガバナンスで、ラ

ンタイム・セキュリティ実施メトリックの一元的な監査、ロギング、レポートが可能

になります。 

Security Token Service 

Secure Token Service（STS）は、組織のWebサービス・セキュリティ・インフラストラ

クチャの基盤となるコンポーネントです。このインフラストラクチャで、STSはセキュ

リティ・トークンを発行して管理する信頼できる機関となります。Oracle STSは、セキュ

リティ・トークンを発行、検証、交換し、信頼できる機関として機能する標準ベース

のセキュリティ・ソリューションです。エンタープライズWebサービス・インフラス

トラクチャはこの機関を使用して、Webサービス・プロバイダとコンシューマ間に適

切なセキュリティ・トークン・ポリシーを適用できます。またSTSによって、インフ

ラストラクチャ層全体にIDとセキュリティを伝播させることができます。たとえば、

エンタープライズ・ポータル向けに発行したWeb SSOトークンを、アプリケーション

やWebサービスで使用されるSAMLトークンに変換するなどの方法があります。 

 

一連の機能： 

 

認証およびWeb SSO：異機種アプリケー

ション環境で、一元化されたアクセス制御、

シングル・サインオン、およびセッション

管理が可能です。 

 

モバイルとシングル・サインオン：ネイ

ティブ・モバイル・アプリケーションでシ

ングル・サインオンが可能となり、モバイ

ル機器からのアクセスが保護されます。ま

た、サード・パーティのIDプロバイダ（主

要なソーシャル・ネットワークを含む）が

プロビジョニングするIDを、アプリケー

ションで簡単に使用できます。 

 

適応アクセス：強力かつ簡単にデプロイで

きる複数ファクタの認証と、事前予防的で

リアルタイムな不正防止によって、ビジネ

スとその顧客を強力に保護します。 

 

外部認可：包括的で再利用/監査可能な認可

ポリシーと、簡単で使いやすい管理モデル

によって、エンタープライズ・アプリケー

ションとWebサービスのファイングレイ

ン認可を外部化/一元化できます。 

 

フェデレーテッド・シングル・サインオ

ン：完全に自己完結型、かつ標準で実行で

きるアイデンティティ・フェデレーション

により、ドメイン間でのシングル・サイン

オンが可能です。 

 

Webサービス・セキュリティ：ポリシー主

導のセキュリティ/管理機能のWebサービ

スを追加するための包括的ソリューショ

ンです。 

 

Secure Token Service：ブローカは、標

準ベースのセキュリティ・トークンを発行、

検証、管理することで、アプリケーション

とWebサービス間を信頼します。 
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結論 

Oracle Access Management Suite Plusによって、情報セキュリティを強化し、企業の監査

の成功とユーザー・エクスペリエンスの改良を実現できます。これらはすべて、世界

最大のエンタープライズ・ソフトウェア会社によって支援されます。詳しくは、

www.oracle.com/identityを参照してください。 

お問い合わせ先 

Oracle Access Management Suite Plusについて、詳しくはoracle.com/identity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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