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免責事項 
下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、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、機能の提供を
コミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらないで下さい。オラク
ルの製品に関して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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概要 

ネットワーク通信が急増し、コラボレーションとモバイル・コンピューティングへのニーズが高ま
り続ける中で、今日の企業は、どのユーザーがどのリソースにアクセスし、そのアクセス権で何を
しているのかを特定しようと苦心しています。従業員や請負業者、悪意のある第三者が、不適切に
割り当てられたアクセスを悪用するリスクを軽減するためには、アクセスとガバナンス制御の実施
を総合的に認識することが不可欠です。また、アクセス制御を義務付ける規制の遵守も非常に重要
であり、これなしでは、企業は監査人に対して、環境内でアクセスを割り当てた方法と目的を説明
するための意味のある根拠を提供できません。 

多くの企業にとって、このようなガバナンス制御の実施は継続中の課題であり、完全な把握は困難
になる一方です。アクセス・リクエストや委任管理などの活動は、以前はITの役割と見なされていま
したが、これらのガバナンス構想全体の推進に対するビジネス・ユーザーの関与はますます強くなっ
ています。容易にカスタマイズでき、ビジネス・ユーザーにとって使いやすい簡単な操作は、企業
のガバナンス構想を総合的に成功させるために極めて重要になっています。さらに、従来は、単一
ベンダーが提供する統合ガバナンス・スイートがないという課題がありました。プロビジョニング、
特権アクセス管理、ロール管理、コンプライアンスの各製品が互いに独立した発展を遂げたことで、
顧客はこれらの要件に対応するために、複数のベンダーが提供する複数の製品をポイント・ソリュー
ションとして実装する結果となりました。規制およびプロビジョニング要件が拡大し、変わり続け
る中で、このようなマルチベンダー・ソリューションは製品の管理と統合にかかるコストを増やし、
複雑化を招いただけでした。その結果、企業はベンダー各社のサポートに大きく依存し、成功する
確信がほとんどないまま、統合と手動処理に対するガバナンス活動に多大なリソースを費やさざる
を得ない立場に立たされています。最近の調査では、マルチベンダーのポイント・ソリューション
をデプロイする代わりに、単一ベンダー・プラットフォーム・ソリューションをデプロイすること
で、合計コストを最大48%削減できることが明らかになっています。 

 

はじめに 

業界をリードするクラス最高のプロビジョニング（Oracle Identity Manager）、新たにリリースされ
た特権アクセス（Oracle Privileged Access Manager）、ロール、ポリシー、リスク管理（Oracle Identity 
Analytics）を、一貫性のある共通の統合ガバナンス・スイートに集約したOracle Identity Governance 
Suiteは、アクセスの付与とアクセスのレビューを簡素化します。Oracle Identity Governance Suite
は1つの集中プラットフォームで以下の利点を実現します。 
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• エンドユーザー生産性の向上 - 直感的に操作できる一貫したユーザー・インタフェース、一般的
なビジネス用語集、主要アプリケーションへの即時アクセス、ロールのライフ・サイクル管理 

• リスクの軽減 - アクセス取消しの保証、孤立アカウントの検出と管理、事前予防型と事後対応型
のIT監査ポリシーの検出および実施、処理の実行者と実行内容を制御するファイングレイン認可、
定期的な再認証、ポリシーとロールに基づく連続的なアクセスの再評価 

• 運用効率の向上 - リスクベースのID認証による総合的な認証時間の短縮、繰返し可能な自動ユー
ザー管理タスク、ロール統合、容易なデプロイ 

• 合計コストの削減 - 単一ベンダー・プラットフォームによるガバナンス、柔軟で簡素なカスタマ
イズ・フレームワーク、容易な規制要件の立証、共通コネクタ、標準ベース・テクノロジ 

 

この包括的な統一ソリューションを図1に示します。 

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

 

このホワイト・ペーパーは、Oracle Identity Managerの重要機能についての詳しい説明を通じて、あ
らゆるエンタープライズID管理要件に対応するために、柔軟かつセキュアでスケーラブルなアーキ
テクチャを読者が的確に理解できるように支援します。 
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Oracle Identity Manager（OIM）は、IDの初期登録から最終的なプロビジョニング解除までのID管理
ライフ・サイクル全体を通じて、さまざまな企業リソースに対するユーザー・アクセス権限の管理
を自動化します。OIMは、"誰がいつ、どのリソースにアクセスできるか。ユーザーがリソースへの
アクセスを獲得する理由と方法は何か"、という重要なコンプライアンスの質問に回答するために役
立ちます。また、定期的なアクセスの再認証が可能です。 

 

図2：Oracle Identity Manager 11gの概要 

 

図2はOracle Identity Managerの全機能を示したものです。柔軟なOIMアーキテクチャは、アプリケー
ションのインフラストラクチャやポリシー、手順を大幅に変更することなく、複雑なITおよびビジネ
ス・プロセスを体系化します。この際立った柔軟性は製品のアーキテクチャに由来しており、中心
となるID管理とプロビジョニングの各機能が別々のレイヤーに抽出されています。ワークフロー、
ポリシー、データ・フロー、統合テクノロジに対する変更は、それぞれの機能レイヤー内に分離さ
れるため、アプリケーションへの影響は最小限に抑えられます。また、すべての構成をWebインタ
フェース経由で実施できるOracle Identity Managerは柔軟でありながら、インタフェースとその動作
をビジネス・ニーズに合わせて調整できる、強力な拡張性フレームワークを提供します。ビジネス・
ユーザー・フレンドリーな幅広いセルフサービス式機能には"ショッピング・カート"のような操作が
含まれており、ビジネス・ユーザーはパーソナライズと拡張が可能なユーザー・インタフェースか
ら各自のプロファイルとアクセスを容易に管理できます。 

 

Oracle Identity Managerは、企業中心（イントラネット）環境と顧客/パートナー中心（エクストラ
ネット）環境の両方で使用できます。エクストラネット環境では、Oracle Identity Managerの優れた
スケーラビリティにより、何百万もの企業リソースを管理できます。アクセスを必要とする顧客お
よびパートナーに対して、OIMは集中登録機能と自己登録インタフェースを提供することで、外部
ユーザーとパートナーの一元管理を通じて、企業の運用効率を高めながら、拡大するコンプライア
ンスおよびプライバシ規制への対応能力を向上します。 
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OIMがもっとも高度なエンタープライズID管理ソリューションであると考えられている理由は、他に
も多数あります。Oracle Identity Managerについて、詳しくはwww.oracle.com/identityを参照して
ください。 

 

 

おもな機能 

簡素化されたセルフサービス 

OIMは幅広いセルフサービス機能を提供することで、ビジネス・ユーザー自身がアカウントを登録し、
各自のプロファイルと資格証明を管理できるようにします。このようなセルフサービス機能は、ヘ
ルプデスク・コールと管理コストの削減を通じて、優に何倍もの価値をもたらします。 

自己登録 

OIMが提供する構成可能なインタフェースでは、エンドユーザー自身が（通常はエクストラネット環
境から）企業内アカウントに対するリクエストを送信できます。構成可能なワークフローを利用す
ることで、実際にユーザーにアカウントを付与して詳細を通知する前に、リクエストを承認するこ
とができます。 

プロファイル管理 

OIMのセルフサービス式インタフェースを使用すると、ユーザーは電子メールIDや住所、電話番号、
緊急時連絡先、パスワード回復用の質問および回答を変更するなど、変更可能な各自のプロファイ
ル・データを容易に管理し、代理/委任ユーザーを設定して指定期間中は代理で処理を実行させます。 

パスワード管理 

OIMのセルフサービス式インタフェースでは、シングル・サインオン（SSO）に使用するエンタープ
ライズ・パスワードをユーザー自身が管理できます。OIMは、ユーザーにプロビジョニングされてい
るすべてのターゲット・リソースに対してこのパスワードを同期します。また、企業のパスワード・
ポリシーを使用してこのパスワードのコンプライアンスを徹底します。パスワード・ポリシーもOIM
内で作成できます。ユーザーがパスワードを忘れた場合、OIMは初回ログイン時に設定したか、自己
登録中に取得された秘密の質問を使用してパスワードを回復します。また、OIMが提供するランダ
ム・パスワードの生成機能を、登録中または管理者によるパスワード・リセット中に起動できます。
ランダムに生成されたパスワードはパスワード・ポリシーに適合しており、電子メールやテキスト・
メッセージ、その他の手段などの各種通知メカニズムを通じてユーザーに送信できます。さらに、
OIMのパスワード管理機能は、Oracle Access Manager（OAM）とOracle Adaptive Access Manager

（OAAM）に含まれるすべてのログインおよびパスワード関連フローに統合されています。OAAMと
の統合には、ナレッジベース認証（KBA）またはワンタイム・パスワードに基づく秘密の質問および
回答を使用したパスワードの回復が含まれています。この統合は、より強力な認証を必要とするシ
ナリオで、上級ユーザーと管理者の認証プラットフォームとしての役割を果たします。 
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リクエスト・カタログ 

OIMは、エンタープライズ・ロールとアプリケーション・ロール、アプリケーション・アカウント、
エンタイトルメントを含むアクセス権の集中カタログを提供します。 

図3：Oracle Identity Manager - リクエスト・カタログ 

 

図3に示すとおり、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、製品に組み込まれたロール管理機能を使用してロールが定義または変更されると、OIMは自動的
に権限をリクエスト・カタログに収集します。その後で、カタログ管理者が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、カタログ内のロールとエ
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。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、認証、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・プロセス（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、認証など）で使用できます。 

セルフサービス式のアクセス・リクエスト 

OIMはブラウザベースのアクセス・リクエスト・ツールを提供しています。アクセス・リクエストの
使用方法は、商取引Webサイトで使用されている"ショッピング・カート"に似ているため、組織の基
本的なロールやエンタイトルメントを理解していれば、ツールのトレーニングを受けなくてもアク
セスを要求できます。エンドユーザーは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。付与された特定のエンタイトルメントに関する詳細情
報も表示できます。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。顧客は、ロケーション別や部門別のカタログなど複数
のリクエスト・カタログ・ビューや、すべてのアプリケーションを関連するエンタイトルメントと
ともに表示する階層カタログを、それぞれの要件に合わせて作成できます。 
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また、ユーザーが別の人物に代わってアクセスをリクエストできる委任アクセス・リクエストもサ
ポートされています。リクエストは、単一アプリケーションに対するセルフサービス式のアクセス・
リクエストのような単純なものから、複数対象者に対する複数エンティティ（ロールやアカウント、
エンタイトルメントを含む）のリクエストのような複雑なものまであり、リクエスト対象の項目ご
とに追加のリクエスト情報を含めることができます。 

ユーザーは後で送信するためにカートを保存したり、頻繁にリクエストする権限（OIMではリクエス
ト・プロファイルと呼ばれる）をまとめたりして、別のユーザーと共有できます。たとえば、直属
の部下に対して継続的に似たようなリクエストを複数送信する必要のあるマネージャーは、初回の
リクエストでカートを保存しておき、同じアクセスを必要とするその他の従業員に対しては、保存
したリクエスト・プロファイルを使用してリクエストを送信できます（例：銀行の支店マネージャー
による"窓口係"カートの作成）。 

リクエストの追跡 

ユーザーやヘルプデスク管理者は、Identity Managerの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。追跡ツールでは、リクエスト承認の現在の状態が、プロビジョ
ニング・ワークフローにグラフィカルに表示されます。リクエスト完了までのどのステップが完了
しており、どのステップが残っているかを示すイメージが表示されます。このツールを使用して、
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。 

リクエストの処理 - 複雑なワークフロー 

承認者は、アクセス・リクエストに対する各種処理をあまり苦労せずに実行できます。リクエスト
の承認または拒否以外に、承認ステップを別の人物やロールに委任できます。総合的なユーザー生
産性において承認は非常に重要になるため、システムは承認のリマインダーおよびエスカレーショ
ンの構成をサポートしています。承認者は、リクエストされたアクセス情報を承認前に変更するこ
とができます。また、承認ステップの一環として各種ドキュメントを添付としてアップロードでき
ます。さらに、セルフサービス・インタフェースにログインすることなく、電子メールから直接承
認または拒否することもできます。リクエストが承認されると、OIMはプロビジョニング処理を開始
します。特定のターゲット・システムに対してプロビジョニング・コネクタがデプロイされている
場合、一部のプロビジョニング処理を自動化できますが、その他は手動で実行されます。手動で実
行する場合、プロビジョニング・タスクが割り当てられた管理者がターゲット・システム内で適切
な変更を実施してから、OIMでタスクに"完了"マークを付けます。承認要件は時間とともに変化する
ため、ポリシー所有者はWebインタフェースで承認経路ロジックを変更できます。 

拡張可能なユーザー・インタフェース 

OIMにはビジネス・ユーザー・フレンドリーなセルフサービス式アクセス・リクエスト機能が標準で
搭載されていますが、組織は固有のユーザー・インタフェース標準と指針に合わせてツールをカス
タマイズしたい場合があります。 

グローバルなカスタマイズ 

OIMでサポートされるカスタマイズは、単純なブランディング、ロゴ、スタイルシートの変更からペー
ジ・レイアウトの変更やページ上の各種ウィジェットのラベル変更まで多岐にわたります。高度な
カスタマイズの例として、各種エンティティ（ユーザー、ロール、組織、カタログ・エンティティ
など）に対して追加属性を定義し、各種UIページのどこに新しい属性を表示するかを決定すること
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で、エンティティの標準定義を拡張できます。新しい属性は、検索条件、検索結果、各種フォーム、
その他のUI画面に追加できます。また、このシステムにはサンドボックス環境があり、他のユーザー
に影響を与えずに、これらのカスタマイズをすべて実行、テスト、コミット、ロールバックできま
す。カスタマイズが完了すると、これを環境間で簡単に移動できるようになります。 

パーソナライズ 

OIMのビジネス・ユーザー・インタフェースでは、強力なパーソナライズ・フレームワークが提供さ
れています。OIMの使用時にユーザーに表示されるホームページには、もっともよく使用される機能
と情報を含む複数の領域があります。ビジネス・ユーザーは各領域を再配置または非表示にするこ
とで、ホームページのレイアウトをパーソナライズできます。また、ヘルプデスク管理者や委任管
理者などの技術系でないユーザーが、各種のエンティティに対して同じ問合せを繰り返し実行する
場合があります。ユーザーは問合せ条件を何度も入力する代わりに、検索を保存しておき、異なる
セッションで再利用できます。ビジネス・エンドユーザーは各種のUIウィジェットのレンダリング
方法をパーソナライズできます。たとえば、表の中で表示する列やソート設定を指定したり、各列
の表示幅を調整したりできます。ユーザーがビューに対して実行したすべての変更は保存され、次
のログイン時にプリファレンスとして適用されます。 

UIカスタマイズの永続性 

Identity Managerでの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、OIM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、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。 

ID、ロール、アプリケーションの高度な管理 

IDライフ・サイクル全体を通じて、ユーザーのアクセス権はOIM内で管理されます。新規ユーザーが
登録されると、適用される"初期プロビジョニング"ポリシーに基づいて、一連のアカウントとエンタ
イトルメントが割り当てられます。昇進や転属、その他の組織変更の結果として、企業内でのユー
ザーのID属性が変化した場合、アカウントとエンタイトルメントの割当ても変更されます。OIMはこ
のような変化を自動的にターゲット・システムにプロビジョニングします。また、OIMのセルフサー
ビス機能を使用してロール、アカウント、エンタイトルメントをリクエストすることで、ユーザー
自身が追加のアクセスを獲得することもできます。ユーザーが解雇されると、OIMに設定された企業
ポリシーに従って、ユーザーのすべてのアカウントが無効化またはプロビジョニング解除されます。
アカウントとエンタイトルメントの自動割当てとプロビジョニングにより、手動でアカウントをプ
ロビジョニングするために通常必要になる長時間の手動処理が解消されるため、従業員の生産性が
向上します。同様に、アカウントとエンタイトルメントの自動プロビジョニング解除により、解雇
された従業員は退職後に重要な企業アプリケーションにアクセスできなくなるため、重要な規制要
件の遵守が保証されます。 
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OIMデータウェアハウス 

OIMの中心にあるのは、一元化されたIDウェアハウスです。このIDウェアハウスには以下の3つの主
要データ・タイプが含まれます。 

ID：ユーザーIDは、セルフサービス機能または委任管理機能を使用し、OIM内の信頼できるシステム
に基づいて、または直接作成されます。OIMでは、ユーザー・アカウントを作成し、Oracle E-Business 
Human Resources Management SystemやPeopleSoft HRMSなどの信頼できるシステムのデータに
基づいて属性とアクセスを調整できます。OIMにはユーザー・プロファイルに対してデフォルトの属
性セットが付属していますが、顧客はデフォルト属性を追加、変更、削除することでユーザー・プ
ロファイルの構成を変更できます。ユーザーIDはOIMのデータベース内に格納されますが、任意の数
のLDAPディレクトリを使用したデータベースと同期できます。多くの顧客が企業LDAPをセットアッ
プするために、OIMで作成したIDをLDAPと同期しています。IDは、ユーザーのID属性にアクセスす
る必要のある各種認証および認可システムに転送できます。 

アカウント：OIMはユーザーのアカウント属性と、各種ターゲット・システムから取得したプロビジョ
ニング済みのエンタイトルメントを照合して、関連するアカウント情報とユーザー・プロファイル
を一緒に格納します。 

アクセス・カタログ：カタログ・データには、すべてのエンタイトルメント定義とロール定義が、
カタログ検索とアクセス・リクエストをサポートするメタデータおよびキーワードとともに格納さ
れています。エンタイトルメント・メタデータには、ターゲット・システム内でのエンタイトルメ
ントのマッピング先に関する詳細情報を含めることもできます。たとえば、E-Businessのロールまた
は役割（エンタイトルメント）に対して、一連のメニュー/ボタン権限をユーザーに付与するメタデー
タを追加できます。 

高度な委任管理 

OIMは高度な委任管理システムを採用しており、論理的な組織を使用して、委任管理者に対するデー
タの可視性を制御します。このような論理組織に対して、ユーザーを静的なメンバーまたは動的

（ルール主導）なメンバーとして指定できます。論理組織は、組織階層内のユーザーが持つ委任管理
機能の範囲を制御することで、ユーザーが認可された別のユーザーとエンティティのみを表示およ
び管理できるようにします。 

ロール、エンタイトルメント、アプリケーション、ターゲット・インスタンスを含むすべての管理
対象エンティティは一連の論理組織に対して公開されますが、その組織のユーザーによるリクエス
トに対してのみ提供されます。ユーザーが表示およびリクエストできるエンティティを制限する場
合、このようなセキュアな線引きが必須になります。 

一般的なエクストラネット展開では、サプライヤやパートナー、顧客などの組織ごとに委任管理者
を定義して、それぞれ異なる処理を実行するように設定できます。OIMでは、これらの組織を論理組
織としてモデル化し、それぞれの論理組織に含まれる委任管理者が、その組織に属するエンティティ
に対して特定の処理を実行できるように指定できます。たとえば、サプライヤ組織のユーザーをユー
ザー管理者またはロール管理者として委任すると、このユーザーはサプライヤ組織の範囲内でのみ、
すべてのユーザーおよびロール管理機能を実行できます。どのような場合でも、サプライヤ委任管
理者またはサプライヤ・ユーザーに、パートナー組織に属するユーザーやデータが表示されること
はありません（パートナー組織に対する表示権限がある場合を除く）。このような柔軟な委任管理
を使用することで、委任管理機能に対するきめ細かいアクセス制御を求めるニーズの高まりに対応
できます。 
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ロール管理 

企業のロールは時間とともに進化するため、堅牢な管理と監査プロセスが必要です。OIMは高度なロー
ル管理機能も提供しています。OIMは新しいロールを検出すると、関連するエンタイトルメントの更
新に対する管理者のレビューと承認を求めます。また、ライブ環境に変更が適用される前に、ロール
統合に対するリアルタイムの影響分析を実行できます。この統合はバージョニングをサポートしてお
り、"ライブ"バージョンに影響を与えることなくロールのオフライン・コピーを作成して、任意の旧
ロール・バージョンに戻す機能を提供します。これにより、ビジネス・ニーズに基づいて容易にアク
セスを変更できるようになるため、組織の柔軟性が向上し、IT組織とビジネス組織間の足並みも揃う
ようになります。このロール・ライフ・サイクル管理機能では、ロール割当てルールやエンタイトル
メント・マッピング・ポリシーを含めて、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。 

アプリケーション登録の迅速化 

統合ライブラリを提供しないシステムが企業内に存在しており、管理者がユーザーに対して手動で
アクセスをプロビジョニングしなければならない場合があります。また、システムが統合ライブラ
リを提供している場合でも、手動プロビジョニングを実行してから、後で完全な自動化接続モデル
へと移行することを希望する企業もあります。OIMには、ビジネスの管理者がコードを記述したり開
発者に頼ったりすることなく、このようなシステムを数分で簡単に登録できる、Webベースのイン
タフェースが搭載されています。プロビジョニングが完了すると、ターゲット・システムの管理者
がIdentity Managerで手動プロビジョニング・タスクに完了フラグを付けることができます。必要に
応じて上述のコネクタを使用すると、このような非接続システムを、接続されたプロビジョニング・
ソリューションへと簡単に変換できます。 

アプリケーションの統合/サービス指向セキュリティ 

OIMは容易な統合をサポートしており、サービスとして消費できます。OIMを利用すると、XSDプロ
フ ァ イ ル ま た は SPML Web サ ー ビ ス を 介 し て 、 Oracle Fusion Middleware や Oracle Fusion 
Applications、カスタム・アプリケーションのID管理サービスを外部化できます。また、OIMにLDAP
リポジトリを統合して、ユーザーやロール、ロール割当てを管理できます。これにより、アプリケー
ションでSPML Webサービスを使用してLDAP統合を実現できます。OIMは幅広いIDサービスも提供
しています。たとえば、アプリケーションでOIMのWebサービスを使用してユーザー名またはランダ
ム・パスワードを生成し、LDAPにユーザー名を予約すると同時に、ユーザー登録の承認プロセスを
進めることができます。OIMのWebサービスが事前に統合されているアプリケーションであれば、初
日から革新的なOIMの機能を活用できます。さらに、エンタープライズ・プロビジョニング・ソリュー
ションを求めるFusion MiddlewareおよびFusion Applicationsの顧客は、すでに、アプリケーション
で利用しているプロビジョニング技術に十分精通しているため、非常に短い期間で順調にソリュー
ションを習得できます。 

OIMは、Oracle E-Business Suite、PeopleSoft、Siebel、JD Edwardsを含むすべてのOracle Applications 
Unlimited製品に対して簡素化されたID管理を提供しています。これらのアプリケーションは通常、
SSOソリューションやLDAPディレクトリ、GRC IT監査ポリシー・アプリケーション、社内ユーザー・
リポジトリを含むIDエコシステム内にデプロイされています。たとえば、Oracle E-Business Suiteは
多くの場合、Oracle SSOやOracle Internet Directory、Oracle Application Access Controls Governor
に加えて、FND、TCA、HRMSストアとともにデプロイされています。OIMはエコシステム全体を通
じてプロビジョニングを体系化することで、このような環境でユーザー・アカウントおよびエンタ
イトルメントを管理するというID管理の課題を解消します。このため、Applications Unlimited製品
のセキュリティに関連する総所有コストが大幅に削減できます。 
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コネクタ 

OIMのコネクタ・フレームワークは、ビジネス・アプリケーションに含まれる独自仕様のインタ
フェースに対する接続の作成と維持に関連する複雑さを解消します。このコネクタ・フレーム
ワークは、コネクタのメタデータ（データ・モデル、フォーム、接続情報およびプロセス）から
コネクタ・コード（ターゲット・システムに固有で最適化された統合ライブラリ）を切り離しま
す。これにより、コネクタの拡張、維持、アップグレードが管理しやすく、分かりやすいプロセ
スになります。そのため、改良バージョンのコネクタ・コードへのアップグレードの妨げとなり
うるカスタム・ロジックを、カスタム拡張経由でより容易に接続できるようになります。 

OIMはコネクタ開発向けに以下の統合テクノロジを提供しています。 

Adapter Factory®：Adapter Factoryを使用すると、プログラムやスクリプトを作成しなくても、
グラフィカル・ユーザー・インタフェースを使用して新規統合を作成したり、既存の統合を変更
したりできます。コネクタを作成すると、その定義がOIMリポジトリ内に維持され、自己文書化
ビューが作成されます。これらのビューを使用することで、コネクタの拡張、維持、アップグレー
ドが管理しやすく、分かりやすいプロセスになります。 

Generic Technology Connector：Generic Technology Connectorフレームワークは、ファイル形
式を受け入れるアプリケーションへのデータ・フロー向けに補完的なソリューションを提供しま
す。システム管理者が素早く簡単にカスタム・コネクタを設計できる、基本的構成要素を備えた
フレームワークです。Generic Technology Connectorは、HTTP、SMTP、FTPなどの標準プロト
コルを使用して、任意のターゲット・リソースと通信できます。また、CSV、SPML、LDIFなど
の汎用メッセージ形式を組み合わせたWebサービスとの通信も可能です。 

Identity Connector Framework：Identity Connector Framework（ICF）は、コネクタのメタデー
タ（データ・モデル、フォーム、接続情報およびプロセス）からコネクタ・コード（ターゲット・
システムに固有で最適化された統合ライブラリ）を切り離します。開発者が独自に実装する必要
のある共通機能を数多く提供しています。たとえば、接続プーリングやバッファリング、タイム
アウト、フィルタリングなどを提供します。ICFコネクタは、必ずしもコネクタを使用するアプ
リケーション内にデプロイする必要はありません。別のマシンやプラットフォーム上にデプロイ
することもできます。ICFが提供するコネクタ・サーバーを使用すると、IDコネクタをリモート
実行できます。コネクタ・サーバーにはJava用と.NET用の両方があります。ICFに準拠した集中
コネクタは、Oracle Identity ManagerとOracle Wavesetの両方に使用できる共通コネクタです。 

OIMは、社内アプリケーションとクラウド・アプリケーション向けに急拡大する事前構成済みコ
ネクタの豊富なライブラリを提供しており、一般的な商用アプリケーションとインタフェース・
テクノロジーのほとんどに対応しています。上記コネクタを使用することで、企業はアプリケー
ション統合において一歩先を行くことができます。各コネクタは幅広いID管理機能をサポートし
ており、独自仕様であるか、オープン標準ベースであるかにかかわらず、ターゲット・リソース
に最適な統合テクノロジを使用します。これらのコネクタは追加設定なしで統合を実現しますが、
企業独自の統合要件に合わせて拡張できます。ごく一部の例を挙げても、OIMが標準提供する機
能豊富なコネクタは、Google Appsなどのクラウド・アプリケーションと、Oracle Fusion 
ApplicationsやOracle E-Business Suite、PeopleSoft、JD Edwards、Siebel、SAPなどのビジネス・
アプリケーション、Oracle Internet DirectoryやOracle Directory Server Enterprise Edition（Oracle 
DSEE）、Oracle Unified Directory、Active Directory、eDirectoryなどのLDAPディレクトリ、RACF
やTop Secret、ACF2などのセキュリティ・システム、Unix、AS/400、Windowsなどのオペレー
ティング・システム、BMC Remedyなどのチケット・システムに対応しています。また、市販ア
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プリケーションや社内構築アプリケーションに容易に統合できる汎用のLDAP接続とデータベー
ス接続も提供しています。 

包括的な監査およびコンプライアンス管理 

ID認証 

特に大規模な企業組織の場合、従業員がアクセスするアプリケーションが増えるにつれ、アクセス
認証が不可欠になってきます。効率的なスケーリングと維持のため、これらのプロセスを自動化し、
リジリエンスを持たせるようにする必要があります。Oracle Identity Governanceには高度なリスク
ベースの分析機能とナビゲートが容易なダッシュボードが搭載されています。このため、一連の堅
牢なID認証機能により、確認と承認のプロセスが合理化され、リスクを継続的、効果的に管理でき
ます。詳細分析では、"誰が何にアクセスできるか"はもちろん、認証中のエンタイトルメントに関す
る詳細なメタデータとグラフィカルで実用的なビジネス・コンテキストが提供され、アクセス権の
付与方法をあらゆる角度から把握し、個人のロールと対比して異常値を見つけることができます。ID
認証は、レビューアがオフラインで認証を実行できるなどの革新的な機能を通じて、ビジネス・ユー
ザーの使いやすさを向上します。ビジネス・チームとITチームの両方が1つのID認証キャンペーンに
対して協業できるワークフロー機能も含まれます。最後になりますが、このソリューションはクロー
ズドループ修正を提供しており、レビューアがターゲット・システム間での不適切なアクセスを自
動的に取り消しできるようにするとともに、修正に失敗した場合のアラートも含んでいます。 

アカウント・リコンシリエーション 

アカウント・リコンシリエーションは規制遵守に向けた主要な管理目標です。これにより、管理者
は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ます。このようなアカウント変更は
潜在的に不正行為である可能性があるため、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OIMで起動されます。 

アカウントは、OIM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。このようなケースは通常、厳密なユーザーID生成ポリシーの施行前に作
成された古いアカウントで発生します。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。特殊な目的のためにある時点
で作成され、その後は不要になったアカウントは孤立することがあります。孤立したアカウントは、
OIMから直接プロビジョニング解除できます。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、OIMを使用した新規アプリケーションの登録の初期
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。定期的なリコンシリエーションも、
孤立アカウントの検出に役立ちます。 

不正/孤立アカウントの管理 

不正アカウントとは、プロビジョニング・システムの制御範囲外で作成されたか、または"手続きに
従わずに"作成されたアカウントです。孤立アカウントとは、有効なユーザーが関連付けられていな
いにもかかわらず、利用可能なアカウントです。これらのアカウントは企業に深刻なセキュリティ・
リスクをもたらします。Oracle Identity Managerは不正アカウントと孤立アカウントを継続的に監視
します。拒否アクセス・ポリシーとワークフロー、リコンシリエーションを組み合わせることで、
企業はこのようなアカウントが検出された場合に、セキュリティおよびガバナンス・ポリシーに従っ
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て必要な修正アクションを実行できます。Oracle Privileged Access Managementとシームレスに統
合されたOracle Identity Managerを使用すると、特別なサービス・アカウント（別名管理者アカウン
ト）のライフ・サイクルも管理できます。管理者アカウントには、割当てユーザーのライフ・サイ
クルを超えて、複数の割当てユーザーのライフ・サイクルにまたがる長期間のライフ・サイクル要
件が求められます。サービス・アカウントを適切に管理することで、孤立アカウントを生み出すも
う1つの原因を排除できます。 

IT監査ポリシーの実施 

ユーザーに対するエンタイトルメントの割当てをエンジンが制御するにあたり、Oracle Identity 
Managerはユーザーに適切な権限が割り当てられるように徹底し、不正を許すような状況に陥らな
いようにする必要があります。重要なビジネス・アプリケーションに対するアクセスはますます、IT
監査ポリシーを介して管理されるようになっています。 

IT監査ポリシーは、該当するビジネス・ポリシーに適合しないエンタイトルメントをユーザーが獲得
しないようにするための手段として、幅広く定義できます。"不正"な組合せと呼ばれることもある、
この一連のエンタイトルメントを使用すると、確立された特定のチェックとコントロールを逃れる
ことで、ユーザーが不正な行為や望ましくない行為を実行できる可能性があります（例：自分自身
への支払いの生成および承認）。このため、IT監査ポリシー・チェックにより、一人で不正を犯すの
に十分な権限が個人に付与されないようにします。 

これには、Oracle Identity Managerのプロビジョニング・アクションがIT監査ポリシーに準拠してい
る必要があります。OIMは、関連アプリケーションに対する監査ポリシーを管理するIT監査ポリ
シー・エンジンを使用したリアルタイム検証と事前プロビジョニングを通じて、このコンプライア
ンスを実現します。具体的には、Oracle Application Access Controls GovernorやSAP GRC Access 
Controlなどの主要なIT監査ポリシー・エンジンにOracle Identity Managerをプラグインできる統合フ
レームワークを使用します。 

レポートと監査 

Oracle Identity Managerはプロビジョニング環境の最新状態と履歴の両方についてレポートを作成
します。システムは、"誰がいつ、どのようにして、何のために、何にアクセスできるか"という質問
に答えるために必要なすべてのデータを取得します。取得されるIDデータには、ユーザーIDプロファ
イルの履歴、ユーザー・グループ・メンバーシップの履歴、ユーザー・リソース・アクセスときめ
細かいエンタイトルメント履歴が含まれます。OIMのワークフローやポリシー、リコンシリエーショ
ン・エンジンによって生成および取得されたトランザクション・データを組み合わせることで、企
業はIDとアクセス関連の監査の問合せに対応するために必要なすべてのデータを準備できます。
Oracle Identity Managerのレポートおよび監査機能を使用することで、企業は、サーベンス・オクス
リー法、21 CFR Part 11、グラム・リーチ・ブライリー法、HIPAA、HSPD-12などの、厳格化し続け
る規制要件に費用効果に優れた方法で対処できます。 

診断 

Oracle Identity Managerに導入されたOracle Enterprise Managerの新しい運用コンソールでは、さまざま
なサーバー・ログを調べることなく、すべての定義済みOIM処理、標準提供および顧客定義のイベント・
ハンドラ、子プロセス、ワークフロー・プロセス、状態およびエラー情報を含む完全なビューを取得で
きます。このツールは、Enterprise Managerに含まれ、スイート全体の監視機能を提供する大型のIDM
管理パックに取って代わるものではなく、OIM専用の便利な診断ツールとしての役割を果たします。 
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結論 

Oracle Identity Managerは、市場でもっとも柔軟でスケーラブルなエンタープライズID管理および
ユーザー・プロビジョニング・アプリケーションです。革新的な先進機能を搭載したOIMは、セキュ
リティ・リスクの軽減、コンプライアンス・コストの削減、サービス・レベルとエンドユーザー・
エクスペリエンスの大幅な向上に貢献します。Oracle Identity Governance Suiteのコンポーネントで
ありながら、Oracleアプリケーションとサード・パーティ・アプリケーションを統合する柔軟なOIM
は、IDおよびアクセス・ガバナンスの目標達成に向けて前進する企業にとって、新しいID管理環境の
開始または既存のID管理環境の補完に最適な選択肢です。
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