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概要 

企業はユーザーに対して、職務の実行に必要なアクセス権限を与える必要がありますが、コンプラ

イアンスやセキュリティ上の理由から、アクセスを制限することも重要です。このため企業は、ユー

ザーがアクセス権を簡単に取得でき、さらにマネージャー、リソース所有者、システム管理者がア

クセスを簡単にレビュー/取消しできるようにする必要があります。オラクルのガバナンス製品は、

企業がこのようなアクセス、セキュリティ、コンプライアンスの目的をバランスよく実現できるよ

うに設計されています。 

 

大規模組織の場合、ユーザーに対して必要なアクセス権を与えることは、不満の多い時間のかかる

タスクです。新規ユーザーはIT専門用語に接する機会がほとんどないため、権限を名前で要求する可

能性があります。新規ユーザーは、（そのユーザーが持つべきではない権限を持つ）同僚と同種の

アクセス権を要求する場合があります。また、従業員や請負業者はさまざまなプロジェクトを担当

したり、部署や場所を移動したり、職務を変更したり、昇進したりするため、アクセス要件が変わ

ります。システム管理者はより詳細なレベルで権限のある共有アカウントにアクセスし、業務に不

可欠な機能や管理機能を実行できる必要があります。これらのアカウントは、管理者の指定したア

カウントを使用しない"rootレベル"アカウントの可能性があるため、適切な個人に対して適時アクセ

ス権限を付与することが重要になります。オラクルは、これらすべてのシナリオに対してIDガバナ

ンス・ソリューションを提供します。このソリューションでは、ユーザーが簡単なWebベースのカ

タログでアクセスを要求でき、これらの要求が適切な承認者に転送されるため、簡単にアクセス権

限を付与できます。また、特権アカウントを管理できるため、共有のrootレベル・アカウントや管理

者アカウントに対するアクセスが制御されます。 

 

また、ほとんどの企業にとってはアクセス認定も普遍的な課題ですが、米国サーベンス・オクスリー

法（SOX）などの規制への準拠も必要です。ユーザー・アクセス権の認証、セキュリティ・ポリシー

の適用、不要なアクセス権の自動取消しなど、複数の難しいタスクを実行しなければならない上に、

この処理をエラーの発生しやすい遅々とした手作業に依存していることで、問題はさらに深刻化し

ています。また、コンプライアンスと監査に対して包括的でまとまりのあるアプローチが存在しな

いため、費用効率に優れた効果的な方法でこの問題に対処することはほとんど不可能になっていま

す。この結果、企業は多大なリソースをコンプライアンス関連の作業に費やすことを余儀なくされ

ています。オラクルは、レビュー・サイクルの自動化によって認定の課題への対処を容易にします。

オラクルのアクセス・ガバナンス製品によって、ユーザーの権限や孤立アカウントを検出したり、

適切な関係者に必要なアクションを通知したり、リスク・スコアの適用により関係者が自身の認定

タスクを優先順位付けできるようにしたり、決定が下されてから権限やアカウントを変更したりす

る操作を自動的に実行できます。 

 

このホワイト・ペーパーでは、Oracle Identity Governance製品（Oracle Identity Manager、Oracle 

Identity Analytics、およびOracle Privileged Account Manager）について説明します。これらの製品

を組み合わせることで、企業向けの統合されたIDガバナンス・プロセスを構築できます。 
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Oracle Identity Governance Suite – 統合的なアプローチ 

Oracle Identity Governance Suiteは、ビジネス・アプリケーションおよびプラットフォーム間でアカ

ウントやアクセス権限を管理するための、最新かつ簡素化された統合ソリューションです。このソ

リューションは一般的な各種管理スタイル（ロール、ルール、ポリシーなど）をサポートしており、

柔軟でスケーラブルな管理が可能です。また、豊富な表示機能を持つカタログを検索し、アプリケー

ション、データ、およびプラットフォームへのアクセスを要求できます。アクセス権限付与の前に、

適切な承認者に対してリクエストが送信されます。アクセス・リクエスト・カタログは簡単なセル

フサービスの、Webベースのインタフェースから利用でき、ユーザー自身や他のユーザーのアクセ

スを要求できます。 

 

このため、企業はOracle Identity Governance Suiteを使用することで、さまざまな方法でアクセス制

御を割り当てることができます。たとえば、ユーザー・アカウントへのロールの適用方法および時

期を制御するルールやポリシーから派生するロール割当てに基づいて、アクセス権を自動的に発行

できます。また、特権アカウントを排他的に使用する機能を要求できます。この権限が付与される

と、アカウントをチェックアウトして、基盤となるアプリケーションやインフラストラクチャ・コ

ンポーネントに対する排他的な特権アクセスを取得できます。 

 

Oracle Identity Governance Suiteでは、コンプライアンス制御を継続的に監視して効果的に実施する

ため、ユーザーのアクセス権を自動的かつ定期的にレビューするだけでなく、IT監査ポリシーの例外

も監視します。このため従業員（またはアカウントを乗っ取った攻撃者）は、不正行為を実行する

ためのアクセス権の組み合わせを取得できなくなります。また、Oracle Identity Governance Suite

では、IDガバナンス・ソリューション以外で行われる不正なアクセス権限付与が継続的に監視され

ます。また、Oracle Identity Governance Suiteには豊富な監査機能と報告機能があります。このため、

各業務分野、IT管理者、および監査者が、現在/過去のアクセス権所有者やその対象だけでなく、ア

クセス権の取得方法や排他的特権アカウントの使用時期までレビューできます。 

 

さらに、Oracle Identity Governance Suiteでは管理対象アプリケーションとターゲット・システムが

自動的にプロビジョニングされます。これはアクセス権限付与の際に、標準アクセスおよび特権ア

クセスの両方で、堅牢なコネクタのセットを使用して実行されます。監視制御の結果、これらの権

限付与の取消しが必要な場合は、同じコネクタを使用して、包括的な監査証跡を提供しながら自動

的にプロビジョニング解除できます。 
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ブロックの組み合わせ – コア・ソリューション・コンポーネント 

Oracle Identity Governance Suiteは次のコア・コンポーネントで構成されます。各コンポーネントで、

企業が直面している独自のガバナンス上の課題が解決されます。 

 

図1. Oracle Identity Governance Suite – コア・ソリューション・コンポーネント 

図1に示すように、Oracle Identity Governance Suiteの中心的機能であるアクセス・カタログによって、

アプリケーションとプラットフォーム間のさまざまなアクセス権に関する、堅牢かつインテリジェ

ントなストレージ・ソリューションと包括的なカタログ管理機能が提供されます。組織はこのカタ

ログを使用して、豊富な機能（アクセス・リクエスト、チェックイン/チェックアウト機能経由の特

権アカウント管理、ロール・ライフ・サイクル管理など）と包括的なIdentity Connectors Framework
を利用して従業員や作業員にアクセス権を付与できます。また組織は、ID認定、IT監査の監視、不

正アクセスの検出、および監査および報告の機能を使用して、ユーザーに割り当てられるアクセス

権を監視してコンプライアンスを実施できます。これらのコンポーネントについては、以下のセク

ションで詳しく説明します。 

 

アクセス・カタログ 

図2に示すように、Oracle Identity Governance Suiteにはアクセス権のカタログがあります。これには企

業とアプリケーションのロール、アプリケーション・アカウント、およびエンタイトルメントが含

まれます。このカタログでは、ターゲット・アプリケーションでエンタイトルメントの新しい定義

が検出されるか、ソリューションに組み込まれているロール管理機能の使用によってロールが定義

または変更された場合に、権限が自動的に収集されます。カタログ管理者とアプリケーション管理

者は、収集したデータをビジネス・ユーザーにとって使いやすいデータに改良します。特に管理者

は、カタログ中のロール、アプリケーション、エンタイトルメントごとに、ビジネス向けの説明を

作成し、監査目的をリスト化し、リスク・レベルを設定できます。 
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カタログ管理システムでは、カタログ・エンティティの名前と説明に基づき検索タグのセットが自

動的に設定されますが、カタログ管理者はさらにキーワード・タグを追加できます。ビジネス・ユー

ザーはこのタグを使用して、さまざまな検索結果内のロールやエンタイトルメントを検索できます。

また、管理者はカタログ項目のメタデータを提供できます。たとえば管理者は、（対応するロール、

アカウント、エンタイトルメントに関連する）承認、認定、手動プロビジョニング実行などのアク

ティビティに含まれるユーザーやロールを指定できます。カタログ情報を設定すれば、この情報を

あらゆるIDガバナンス機能（リクエスト作成、リクエスト追跡、承認、リクエスト履歴、手動プロ

ビジョニング、認定など）で使用できます。 

 

図2. Oracle Identity Governance Suite – アクセス・カタログ 

アクセス・リクエスト 

Oracle Identity Governance Suiteには、アクセス・リクエスト用のブラウザベースのツールがあります。

アクセス・リクエストの使用方法は、多くの電子商取引Webサイトで使用されている"ショッピング・

カート"のメタファと似ているため、組織の基本的なロール・アプリケーションやエンタイトルメン

トを理解していれば、詳しいトレーニングを受けなくてもアクセスを要求できます。また、使い慣

れたキーワードを入力して、必要なロールやエンタイトルメントを簡単に検索できます。さらに、

ツールの自動提案を使用して、検索結果をさらに絞り込んだり、フィルタリングしたりすることが

できます。必要なエンタイトルメントが見つかったら、カートに適切なエンタイトルメントを入れ

てリクエストを送信するだけです。 

アクセス・リクエストは、以下に説明してあるようにビジネス・ユーザーにとっての使いやすさ、

監視、およびUIカスタマイズを実現する堅牢な機能セットです。 

 

ビジネス・ユーザーにとってのアクセス・カタログの使いやすさ 

アクセス・カタログを使用すると、さまざまなアプリケーションやターゲット・リソースにわたっ

て必要なアクセス権を迅速かつ簡単に要求できます。これらのアクセス権は、各種アプリケーショ

ンのロール、エンタイトルメント、またはアカウント経由で付与される場合があります。またエン

ドユーザーは、検索結果を保存済みリクエスト・カートに保存し、これらのカートを他のユーザー

と共有できます。このような"リクエスト・プロファイル"をテンプレートとして使用して、頻繁に要

求される権限のバスケットを要求できます。 

アクセス・カタログ自体に、Webエンジン・ベースの検索セマンティックに従った堅牢な検索機能が
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搭載されています。エンドユーザーは、アカウントやエンタイトルメントの分かりにくい名前や複

雑な検索演算子を知る必要がなく、ビジネスで使いやすい検索キーワードや単語の一部を使用でき

ます（"pay"で"payroll"が返されるなど）。このため、自分の職務を遂行するのに必要なアクセス権を

迅速に検索して見つけ出し、要求できます。 

アクセス・カタログ中のロール、エンタイトルメント、アプリケーションは拡張可能なメタデータ

を特徴としています。これには管理者が、ビジネス・レベルの用語集の説明（アクセス権を整理す

るための詳細レベルのカテゴリの作成や、これらのアクセス権への複数検索タグの提供、ユーザー

が使いやすい説明の定義、リスク・レベルの定義や監査目的の設定など）を作成する機能がありま

す。各ロール、エンタイトルメント、アプリケーションは、承認や認定の割当て済み所有者になる

こともできます。このカタログ・メタデータを設定すれば、さまざまなIDガバナンス機能（アクセ

ス・リクエスト、リクエスト追跡、承認、リクエスト履歴、手動プロビジョニング、認定など）で

一貫して使用できます。 

  

アクセス・リクエスト中の予防的なIT監査ポリシー分析 

 

図3. Oracle Identity Governance Suite – 予防的なIT監査分析とシミュレーション 

  

図3に示すように、Oracle Identity Governance Suiteは、予防的なIT監査ポリシーを自動化して実施する

包括的なソリューションを提供します。アクセス・リクエスト中に、プロビジョニング・プロセス

から"What-If"ポリシー検証リクエストが開始され、予防的なシミュレーションの実行によって、望

ましくないアクセス権が要求されているかどうかが特定されます。これにより、望ましくないアク

セス権限がユーザーに付与されなくなり、コンプライアンスに準拠したプロビジョニング・プラク

ティスが実施されます。 
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リクエストの追跡 

ユーザーやヘルプ・デスク管理者は、ソリューションの包括的な追跡ツールを使用して、自分のリ

クエストの進捗をオンラインで追跡できます。追跡ツールには、リクエスト承認の現在の状態がプ

ロビジョニング・ワークフローにビジネス向けの画像で表示されます。ここでは、リクエストの完

了した手順と未実行の手順が表示されます。このツールを使用して、ユーザーは自分のリクエスト

がタイムリーに処理されていることを確認できます。 

 

UIのカスタマイズと永続性 

Oracle Identity Governance Suiteを使用したUIのカスタマイズは、Webブラウザでのドラッグ・アンド・

ドロップ編集で実行できます。複雑なプログラミングや独自のスクリプトは不要です。UIのカスタ

マイズは、ソリューションのメタデータ・リポジトリにある特別な予約された名前空間に保存され

るため、永続的であり、パッチ適用やアップグレードの後にも残ります。パッチ適用やアップグレー

ドの後、カスタマイズの再適用は必要ありません。このため、高価なカスタマイズのマージ・サイ

クルやテスト・サイクルがなくなり、デプロイメントを最新の状態に簡単に維持できます。 

  

特権アカウントの管理 

組織には、（複数の管理者がパスワードを共有する）権限の高いアカウントや共有スキーマを含む、

機密性の高いシステムやアプリケーションがあります。これらのアカウントはもともと強力であり、

適切に管理および監視しないとビジネスに破滅的な影響をもたらす可能性があることが分かってい

ます。特権ユーザーは、企業リソースへの拡張されたアクセスを含む機密性の高いアクティビティ

を実行します。ほとんどの企業では、特権アカウントは明確に定義されておらず、さまざまな人が

これらのアカウントの一部を共有している場合があります。特権アカウントを厳密に管理しないと、

企業のセキュリティ・リスクが高くなります。また一般的に、企業がすべての共有の特権アカウン

トの利用をトレース、認可、追跡、監査できることが規制によって求められています。 

管理対象のサーバー、デバイス、アプリケーションの数とともに、特権アカウントの数も増えてい

ます。ほとんどの大企業では、数百個（場合によっては数千個）もの特権アカウントがあり、複数

の人がそのユーザー名/パスワードの組み合わせを知っているにも関わらず、特定の時間にそのパス

ワードを実際に使用した人を追跡する方法がありません。特権アカウントの増加は管理が難しいた

め、パスワードはめったに変更されず、結果的に全体的なセキュリティの低下と、企業パスワード・

ポリシーの違反を招いています。 

これらの課題に対応するため、（Oracle Identity Governanceプラットフォームに不可欠な部分である）

Oracle Privileged Account Managerでは、権限の分離、特権アカウントへのセルフサービス・リクエス

ト、およびパスワード使用の監査と報告を可能にしています。コンプライアンスの観点から言えば、

このソリューションはGlobal Trade Management（GTM）戦略の強化に役立ちます（特に、米国サー

ベンス・オクスリー法などの規制への準拠に関連する場合）。 

このソリューションは、特定のリソースにアクセスする特権ユーザーのパスワードを生成、プロビ

ジョニング、管理するために設計されたサーバーベースのパスワード・リポジトリです。これは、

Oracle WebLogic Serverで動作し、資格証明ストア、ポリシー・ストア、ウォレット、認証、認可、

および監査のアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）を含むOracle Platform 
Security Services（OPSS）フレームワークを活用する真正のFusionアプリケーションです。 
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図4. Oracle Identity Governance Suite – 特権アカウントの管理 

図4に示すとおり、このソリューションでは、特権ユーザー（システム管理者やアプリケーション開

発者など）が特定のアプリケーション、オペレーティング・システム、またはデータベース・サー

バーを"チェックアウト"することで特権アカウントを使用できます。ソリューションが必要な承認を

受けると、管理者にパスワードが発行されます。管理者はこのパスワードを使用し、パスワードを"
チェックイン"します（管理タスクの完了が表示されます）。チェックイン時にパスワードが自動的

に変更されるよう、システムを構成できます。この結果、管理者が同じパスワードを再利用できな

いようになります。 

また、管理者はBreak-glassアクセスによって、通常は資格のない特権アカウントへの緊急アクセスを

要求できます（break-glassメタファは、ガラスを破って火災警報器を引くという意味から来ています）。

このような状況は、重要なサーバーがダウンして、指定したサーバー管理者が使用できない場合に

発生する可能性があります。この場合、管理者はbreak-glass緊急リクエストを示すリクエスト・プロ

セスを使用します。リスエストを送信すると、顧客のプロセスやポリシーに基づく最小限または自

動的な承認により、break-glassワークフローが開始されます。管理者はソリューションのLDAPグルー

プにプロビジョニングされ、権限資格証明にアクセスできます。イベントの特別なアラートが生成

され、セキュリティ管理者に送信されます。顧客が定義したセキュリティ・ポリシーに基づいて、

アクセスが自動的にプロビジョニング解除されます。 

監視上の観点から、リクエスト、承認、チェックイン、チェックアウト、使用者、使用時期などの

あらゆるアクションが監査されます。特権アカウントやそのプロビジョニング方法に基づいてリス

クを計算できるようにすることで、特権アカウント情報がID認定にも使用できます。最終的に、こ

のソリューションは、Oracle Enterprise Single Sign-Onと標準で統合されます。このため、トークンを

安全に渡すことができない手動による資格証明処理が行われなくなります。 

 

ロール・ライフ・サイクル管理 

ロール・ライフ・サイクル管理とは、組織リソースへのアクセスを必要とする人に対してロールを

定義して割り当て、それらのロールに従ってアクセスを管理するプロセスです。使用方法や企業ポ

リシーに基づいてロールを作成すると、可視性と制御のしやすさが向上します。適切なロール数に

限定することにより、膨大な人数や無数のアクセス権の並べ替えを処理するより、アクセスがずっ

と管理しやすくなります。このようにロール・ライフ・サイクル管理は、膨大で常に変化するユー

ザー群のアクセス制御という課題に対応するのに、効率的かつ有効な方法です。図5に示すとおり、

まずはロールを定義します。 
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Oracle Identity Governance Suiteでは独自のツールと手法の組み合わせが提供されています。これによ

り、組織は企業のロールを定義し、堅牢なロール・ベースのアクセス制御やロール・ガバナンス・

プロセスと組み合わせることができます。ロール検出は、市場最先端のロール・マイニングおよび

分析機能の包括的なセットであり、ハイブリッドなアプローチを利用して企業のロールを検出しま

す。このハイブリッドなアプローチでは、その堅牢なクラスタリング・アルゴリズムの一部として、

ボトムアップ（ユーザー・エンタイトルメント）やトップダウン（ユーザーHR属性）のアクセス権

と、ユーザーのビジネス的な説明を組み合わせて活用し、推奨されるロールを設計します。エンタ

イトルメント中のユーザーの人気、ロールの類似性の比較、ロール定義内のIT監査違反、設計され

たロール中のユーザーの割合などを示す高度な分析機能によって、ロール・エンジニアに対して、

ロール定義をさらに改善するための包括的な情報が提供されます。 

 

図5. Oracle Identity Governance Suite – ロール検出 

Oracle Identity Governance Suiteとロール定義の実用的アプローチである業界最先端のウェーブ手法を

組み合わせることで、組織に対してアクセス制御の課題を解決するための堅牢な機能セットが提供

されます。 
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図6. Oracle Identity Governance Suite – ロール定義のウェーブ手法 

企業がアクセス制御用にロール・ベースのモデルを採用するのを支援してきた長年の経験に基づき、

図6のオラクルのロール定義用のウェーブ手法は、ロール設計に効果的な方法であることが証明され

ました。管理者は、次の7段階のプロセスを実行します。1）アクセス制御がもっとも緊急に必要な

部門やアプリケーションを分析し、優先順位を付ける 2）効果的なロール定義にとって重要なデー

タを保存するウェアハウスを構築する 3）ロール検出を実行する 4）候補ロールのポリシーを定義

する 5）候補ロールを最終決定する 6）ロールの例外を分析してレビューする 7）ロールの例外を

最終決定し、定義したロールを認証する 

このソリューションには、増分ロール・マイニング機能もあり、新しく追加されるアプリケーショ

ンや段階的に不要となるアプリケーションが考慮されます。このため、既存のロール定義を動的に

変更したり、ロール定義を自動的に更新したりすることができます。このため、基盤のロール・コ

ンテンツを常に最新の状態にしておき、割当て、プロビジョニング、コンプライアンスで使用でき

ます。 

定義された企業ロールは時間とともに進化する可能性があるため、堅牢な管理および監査プロセス

が必要です。Oracle Identity Governance Suiteは関連エンタイトルメントの更新が検出されるとロール

を承認し、稼働環境に変更が適用される前に、ロールの統合による影響分析をリアルタイムで実施

します。ロール変更の承認プロセスをロール・バージョニング、ロール変更時の"What-If"シミュレー

ション、およびロールバック機能と組み合わせると、ロール変更およびライフ・サイクル管理の完

全なソリューションが提供されます。このソリューションでは、ロール・ライフ・サイクル管理機

能の一部として、ロール割当てルールやエンタイトルメント・マッピング・ポリシーを含むロール

定義に対するすべての変更が完全に監査されます。 

ガバナンスの観点から、Oracle Identity Governance Suiteはエンタイトルメント更新の検出に基づく

ロール・コンテンツの認定機能を提供しており、稼働環境に変更が反映される前にロールに関連す

る影響分析を実施します。また、ロール変更とロール・メンバーシップに関する完全な監査証跡を

提供します。このソリューションでは、ロール・バージョニングが可能です。 
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この機能によって、"ライブ"バージョンのロールに影響を与えることなくロールのオフライン・コ

ピーを作成し、ウェアハウスに記録されているいずれかのロール・バージョンに戻すことができま

す。これにより、ビジネス・ニーズに基づくアクセス変更が迅速かつ容易になるため、組織全体の

柔軟性が向上するともに、IT組織とビジネス組織の連携が強化されます。 

 

ID認定 

図7に示すとおり、今日のほとんどの組織は、何千ものビジネス・アプリケーションやターゲット・

プラットフォームのアクセス権を持つユーザーのアクセス・レビュー（または認定）を実行するた

めに、厳しいコンプライアンス条件を満たすよう苦慮しています。また当然、プロセスを持続およ

び繰返し可能にする必要があります。効率を上げてコンプライアンスのコストを下げるには、規模

の課題への取り組みのほか、自動化も重要です。自動化によって、ヘルプ・デスクと管理リソース

への依存度や、監査の失敗の原因となりうる手動エラーのリスクが低下するため、プロセスの効率

化と高速化を実現できます。もっとも重要な点は、自動化により持続および繰返し可能な監査プロ

セスが構築されるため、新しい規制に対処したり、監査のたびに準備したりするためにゼロから始

めることなく、企業が継続的な方法でコンプライアンスに対応できることです。 

 

図7. 規模の課題への対応 

Oracle Identity Governance Suiteは、非常に高度なインテリジェンス機能、詳細なリスク分析、個人別

のビジネス・ユーザー向け認定、および実用的なダッシュボードを搭載しており、堅牢なID認定機

能のセットを提供します。これにより、アクセス認定プロセスで大幅な時間とコスト削減を実現し、

ビジネス上の決定を支える考察を得ることができます。アクセスのレビューおよび取消しプロセス

の自動化により、アクセス制御を統制する規制に準拠するための全体コストを制御し、コンプライ

アンスおよび監査活動の実行に必要なリソースを減らすことができます。 

11 



統合的なIDガバナンスビジネス概要 

 
 

この認定ソリューションでは、複数の企業リソースやアプリケーションからIDデータを自動的に収

集、関連付け、監査し、リスク・ベースの認定キャンペーンを動的に生成し、パーソナライズされ

たビジネス向けのUIで、ビジネス・レビューア（マネージャーなど）やITレビューア（アプリケー

ション/データ/ロールの所有者など）に示すことができます。レビューアには、認証レビューに必要

な膨大になる可能性があるユーザー・アクセス情報を維持するのに必要なインタラクティブなツー

ルが、スプレッドシート・タイプのビューや、高度なソート/フィルタリング機能、および自動認定

オプションにより、提供されます。 

 

図8. Oracle Identity Governance Suite – リスク・ベースの認定 

図8に示すとおり、このソリューションにはビジネス中心の認定ユーザー・インタフェースと認定

キャンペーン生成ツールが含まれており、豊富な識別リスク分析が導入されています。このためレ

ビューアには、認定の迅速な完了に必要なツールやコンテキスト情報が提供されます。ユーザーのID
ライフ・サイクル全体にわたるリスク集計/提示が、認定レビューを効率的かつ持続可能な方法で実

行するための中心的な基盤を提供します。エンドユーザーのリスク・プロファイルは、ユーザーの

ロール、リソース、エンタイトルメント、およびイベント（最終認証決定、未処理の監査違反やプ

ロビジョニング・イベントなど）に関連付けられた明確な高/中/低スコアによって決定されます。こ

のためレビューアは、"最重要点"に特化して、高リスクなユーザー・アクセスの優先順位付けや認識

を迅速に行うことができます。これにより、認定サインオフ・プロセスがスムーズになり、ユーザー

満足度が向上します。 

またこのソリューションは、レビューアに対し、誰が何にアクセスできるかだけではなく、アクセ

スが適切に割り当てられたかどうか、またどのように使用されているかといった、あらゆる角度か

らユーザーのアクセス権を見た全体像を提供することで、業務上のリスクを軽減します。このよう

にあらゆる角度から検証することで、レビューアは有用な監査情報（以前の認定決定、割当てに使

用したルールやアクセス・ポリシーなど）や、ロール/エンタイトルメントのメタデータ（ビジネス

用語集やエンタイトルメント階層、ロール使用状況分析、IT監査違反など）を全体的に把握でき、

包括的なフォレンジック機能を利用してインテリジェントに認定決定を行うことができます。 
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認定とプロビジョニングの堅牢な統合の一部として、レビューアはユーザーに対するアクセス割当

て方法を確認し、視覚的なリスク・インジケータを使用して、高リスクなプロビジョニング・イベ

ントを特定できます。たとえば、アクセス権がアクセス・リクエストを使用したユーザーにプロビ

ジョニングされた場合、レビューアは認定時に関連する承認証跡を確認し、低リスク・イベントと

して認定できます。ただし、プロビジョニングのリコンシリエーションの一部として、ターゲット・

プラットフォームやアプリケーションでアクセス権が直接ユーザーに割り当てられた場合、これら

のアクセス権が（不正に割り当てられた可能性がある場合は）監視され、高リスク・プロビジョニ

ング・イベントとしてフラグが付きます。認定では、すべての高リスク・イベントにただちにフラ

グが付きます。このため、レビューアはユーザー・アクセスについてインテリジェントに決定し、

既存の手動制御に関するコストを大幅に下げて監査効率を上げることができます。この結果、企業

全体で"最小限の権限"が実施されます。 

ロールの使用によって、認定レビューでの管理対象の数が減るため、コストを削減できます。また、

ビジネス・レビューアが認証対象について理解しやすくなります。このソリューションにはロール

と実際を比較するレビュー機能があります。レビューアはこの機能を使用して、ユーザーがアクセ

スできるロール、例外的なアクセス権、またはロール割当てに含まれないアクセス権を迅速かつ効

率的に認証できます。認定レビューを自動化しているときに持続可能性を実現する他の機能として、

増分認定の概念があります。増分認定ではレビューアが前の認定サイクル以降に変更されたアクセ

ス権のみを認定できるため、時間とコストを節約し、効率を上げることができます。 

従業員の異動などのイベントは企業内で一般的なことです。この認定ソリューションでは、イベン

ト・ベースの認定レビューに基づいてイベントを動的に生成し、一連のビジネスで異動したユーザー

に割り当てられる新規アクセスを監視しながら、不要なアクセスを自動的に修正し、コンプライア

ンスに準拠したプロビジョニング・アクティビティを実施することで、これらのイベントに対応し

ます。 

最終的に、このソリューションではクローズドループ修正が行われます。これにより、ターゲット・

システムやビジネス・アプリケーション全般にわたってアクセスのレビューや取消しを行う自動化さ

れたエンド・ツー・エンド・ソリューションが提供され、修正が実行されなかった場合は修正確認と

アラート送信が自動的に行われます。このため、修正プロセスの自動化によってコンプライアンスの

コストを制御し、ポリシー違反やコンプライアンス上の失敗のリスクを減らすことができます。 

 

IT監査の監視 

コンピュータ関連の犯罪の大半は、内部関係者の悪意ある行動によって引き起こされることは周知

の事実です。もっともよく知られる脅威の1つである不正行為は、ワークフロー・システムを通じて

自動化されたコンピュータ環境では特に検出が困難です。したがって、このような違法行為を防止

するメカニズムを実装することが非常に重要です。次に、IT監査ポリシーによって、これらの小規

模な手順に対するロール、エンタイトルメント、および権限の矛盾する組合せが、同じユーザーに

割り当てられることを防止します。アプリケーションの内外を通じてセキュリティ・ポリシーを定

義および適用する機能を持つOracle Identity Governance Suiteは、継続的にIT監査ポリシーを監視しな

がらこれらのポリシーを実施するための包括的なソリューションです。全社から収集したIdentity 
Warehouse内のIDデータやアクセス・データ一式を利用して、1つのアプリケーション内や複数のア

プリケーション間で、詳細なエンタイトルメント・レベルやおおまかなロール・レベルでポリシー

を定義できます。また、実施プロセスをスケジュール設定したり、オンデマンドで実行したりする

ことができます。 
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IT監査監視エンジンは、ユーザーのプロビジョニング時（特に職務に影響を与えうるジョブ変更の

後）に発生する緊急の違反を自動的に特定し、ジョブ変更、パスワード・リセットなどの監査の競

合によって影響が出る可能性のある実行中のアクティビティのレコードを維持します。 

 

アカウント・リコンシリエーションおよび不正検出 

アカウント・リコンシリエーションは規制準拠の主要な制御目標です。これは、管理者が、ID管理

システム外で発生したアクセス権限の変更を検出できるためです。このようなアカウント変更は、

不正行為である可能性があります。このためソリューションでは、さまざまな修正アクティビティ

（例外承認、認証サイクル、エンタイトルメントのプロビジョニング解除、アカウント無効化など）

がトリガーされます。 

アカウントは、ソリューションで定義されている相関関係ルールに基づいて、ユーザーのIDにリン

クされます。相関関係ルールによってアカウントと既存のIDをリンクできなかった場合、管理者は

アカウントを手動でマッピングできます。一般的に、これは厳密なユーザーID生成ポリシーの策定

前に作成された古いアカウントの一部で発生します。手動リンク後にも、他のユーザーIDにリンク

できない可能性があるアカウントが残る場合があります。このようなアカウントは通常、特殊な特

権アカウント、サービス・アカウント、または孤立アカウントとして認識されます。アカウントが

特殊な目的で特定の時点で作成され、その後は不要になった場合、孤立することがあります。孤立

したアカウントは、ソリューションから直接プロビジョニング解除されます。自動リンクと手動リ

ンク、アカウントの特定、および孤立アカウントの修正のプロセスは、通常は、Oracle Identity 
Governance Suiteを使用して新しいアプリケーションの登場の最初のフェーズとして実行されるデー

タ・クレンジングの一部です。ただし、定期的なリコンシリエーションでも、作成された孤立アカ

ウントを検出できます。 

 

監査とレポート 

Oracle Identity Governance Suiteには、ソリューションのIdentity Warehouseに保管されたユーザーID、

アクセスおよび監査データに基づく、包括的かつ実用的なダッシュボードおよび高度な分析機能が

あります。このソリューションが提供する各種のコンプライアンスおよび業務ダッシュボードを使

用すると、ロール、職務分掌ポリシー、監査ポリシー、修正追跡およびその他の制御上の観点から、

コンプライアンスおよび業務ステータスを素早く確認できます。通常、コンプライアンス・ダッシュ

ボードは役員レベルのコンプライアンス監視に使用されます。一方、BIテクノロジーを使用した標

準の詳細レポートは、ITスタッフ、ビジネス・ユーザー、監査人が、組織内のIDデータの利用可能

な豊富な情報を体系的に分析するために使用されます。ビジネス・ユーザー、コンプライアンスお

よび監査責任者、その他のエンドユーザーは、必要に応じてダッシュボードをカスタマイズできま

す。またソリューション・データ・ディレクトリの発行により、顧客がこれらのレポートやダッシュ

ボードを拡張して、自身のレポートやディレクトリを構築できます。 

認定の観点からは、完了した認定データはすべて監査目的のためアーカイブされます。これにより、

監査人に対して、アクセス権の現在および過去の所有者や権限の種類、および取り消されたアクセ

ス権が実際にターゲット・システムやアプリケーションからの修正であったかどうかなどに関する

詳細情報が提供されます。ユーザー・アクセス権で実施されたあらゆるアクションの堅牢な認定履

歴も使用できます。これにより組織は、監査をパスするための重要な情報を入手できます。 
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ソリューションによって標準提供されるレポートには、次のようなものがあります。 

• 企業内の事業部門ごとにユーザーに割り当てられたロール 

• 企業内の事業部門ごとにユーザーに関連付けられたアカウント 

• 企業内の各部門内のロールおよび関連ポリシー 

• すべてのエンタイトルメント、ロール、アプリケーションおよびその所有者のリスト 

• 企業内ユーザーに関連付けられた特権エンタイトルメント 

• ポリシーを持たないロール、ロールを持たないユーザー、エンタイトルメントを持たないユー

ザー、関連ユーザーを持たない業務部門など、重要な関連付けに必要なデータの欠如を分類した

業務上の例外レポート 

• ユーザーの期限切れ、ロールの期限切れ、およびユーザーに対するロールの期限切れを記載した

期限切れ予測レポート 

• 企業内の削除済みユーザーを表示した履歴報告のための削除済みユーザー・レポート 

• ユーザーごとのロール外のアクセスを表示した割当てと実績の比較レポート 

• 不正アカウントの特定や正しい所有者へのアカウント割当てを正確に実行できる、孤立アカウン

ト・ダッシュボード 

• （認定レビュー中に）取り消されたアクセスやその修正ステータスの包括的な監査証跡を提供す

る、修正追跡ダッシュボード 

• 包括的な例外管理監査証跡を含むID監査違反（ユーザー・アクセスの不正な組み合わせによるIT
監査の例外を修正するために修正者が実施したアクションが表示されます） 

• 指定期間内に特権アカウントのパスワードをチェックアウトしたユーザーの詳細レポート 

 

結論 

今日の組織は、職務の遂行に十分なアクセス権を求めるユーザーのニーズと、厳密なガバナンス・

プロセスの実施によるコンプライアンス指令の遵守を両立させるため、さまざまな課題に直面して

います。Oracle Identity Governance Suiteは、アクセス権の付与とアクセス監視を融合することでIDガ

バナンスに特化し、このようなガバナンス上の課題を解決します。このソリューションでは、ユー

ザーは必要なときにアクセスを入手するとともに、予防的な監視制御が十分に行われ、職務遂行に

必要となる以上のアクセス権がユーザーに付与されないようになっています。このようなクローズ

ドループ・ガバナンスでは、統合されたプラットフォーム手法によって問題を管理する必要があり

ます。Oracle Identity Governance Suiteでは、その緊密な統合や一般的なデータ・モデルおよびプラッ

トフォームに基づくアーキテクチャで、差別化を図っています。 
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