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Oracle Label Security を使用すると、企業や政府機関は、異なるアクセス要
件を持つ類似の機密データセット（政府機関の機密データを含む）を、同一
のデータベースに統合できます。Oracle Label Security では、データの種別
とアプリケーション・ユーザーのアクセス・レベル（セキュリティ認可）に
基づき、複数レベルのアクセス制御が実装されます。この強力な機能により、
機密の研究開発プロジェクト、非公開の財務情報、および複数レベルのセ
キュリティ要件を、Oracle Exadata を含む Oracle Database Enterprise Edition
内に適用できます。 

データの種別 

Oracle Label Securityは、データ・ラベルまたはデータ種別をアプリケーション・デー

タに割り当てて、機密データをより機密性の低いデータと同じ表に格納することが

できます。Oracle Label Securityは、アクセスをリクエストしているユーザーのラベ

ルまたはセキュリティ認可とデータ・ラベルを比較することで制御を行います。デー

タ・ラベルは非表示列として既存の表に添付して、データ・ラベルを基にアクセス

を仲介することで既存のアプリケーションに透過性をもたらしますが、実際のデー

タ・ラベルをSQL文で返すことはありません。または、データ・ラベルは明示的にリ

クエストできますが、リクエスト元のユーザーのラベル認可で許可される行だけが

対象となります。 

 

図1：Oracle Label Securityのデータ・ラベル 

 

ビジネス上のおもなメリット 

• 機密性のレベルが異なるさまざまなデー
タセットを同一のシステム環境に混在さ
せることができるため、運用コストやスト
レージ・コストを削減できる 

• アプリケーションの開発や再コーディ
ングのコストを削減して、認可レベル
に基づいた行レベルのアクセス制御の
要件を満たせる 

• マルチレベルのセキュリティ、必須と
されるアクセス制御、"Need to know"
（情報は知る必要のある人のみに伝え
る）の原則に基づくデータへのアクセ
スの管理といったコンプライアンス要
件に、容易かつコスト効率の良い方法
で対応できる 

• 安全性の高い製品に対する政府および
商業上の要件に準拠できる。以前のリ
リ ー ス は 、 International Common 
Criteria EAL4+で評価済み 

• 複数のデータとユーザー種別のラベル
により、必須とされるアクセス制御/コ
ンパートメント化の要件のある環境に
対応するように最適化できる 

• 既存の Oracle Enterprise Manager のス
キルを活かして、ポリシーを構築し、ラ
ベルを管理できる 
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データ・ラベルは 3 つの構成要素で構成できます。最初の構成要素は、必須レベル

です。レベルの例には、公開、機密、極秘があります。2 つ目はオプションで、コン

パートメントと呼びます。追加の特別なアクセス要件を満たすために、複数のコン

パートメントをデータ・ラベルに割り当て、使用することができます。たとえば、

特別な顧客アカウントを保護するデータ・ラベルには、コンパートメント VIP が含

まれることがあります。最後の 3 つ目はオプションのラベルで、グループと呼ばれ

ます。グループの例には、組織や地域（例：CEO のオフィス、南北アメリカ、欧州）

があります。ラベルには必ずレベルが含まれており、グループやコンパートメント

数はゼロの場合も、1 つまたは複数の場合もあります。 

ユーザー・ラベルとアクセス仲介 

ユーザー・ラベルは最大レベルと最小レベル、コンパートメント、グループで構成

されます。ユーザーが Oracle Database で認証されると、Oracle Label Security は、

そのユーザー・ラベルを初期化します。物理データベース・ユーザーを使用しない

アプリケーションの場合、アプリケーションは、Oracle Label Security の組込みプロ

キシ機能を使って、ユーザーが誰なのかを Label Security に伝えます。Oracle Label 

Security は柔軟な実施制御機能を備えているため、読取り操作、書込み操作、または

その両方に対してアクセス制御を適用できます。アクセス仲介時、Oracle Label 

Security は最初に、ユーザー・レベルと、データ・ラベルに割り当てられたレベルを

比較します。2 番目に、データ・ラベルに割り当てられたグループを 1 つ以上ユー

ザーが持っていることを確認します。3 番目に、データ・ラベルに割り当てられたコ

ンパートメントをすべてユーザーが持っていることを確認します。たとえば、

Sensitive:VIP:Executive,CEO のデータ・ラベルの場合、ユーザーは極秘データ、VIP コ

ンパートメント、および Executive グループか CEO グループのいずれかへのアクセ

ス権を持っている必要があります。 

 

図2：ユーザー・ラベルとアクセス仲介 

  

おもな機能 

• データのアクセス方法やアクセスされ
た場所に関係なく、アクセス制御ポリ
シーを確実に実施するために、データ・
アクセス実施をデータベース内に実装 

• プロキシ認可と組込みアクセス制御ロ
ジックにより、複雑なルールをアプリ
ケーションにコーディングする必要性
を排除 

• 最小上限（LUB）やラベルのマージ関数
など、多数のラベル関数を標準で提供 

• データ・ラベルの非表示列 

• 柔軟で粒度の細かい実施制御により、
READ、UPDATE、INSERT、DELETE 操作
に実施 

• FULL や READ などの権限を割り当てる
ことで、信頼できるストアド・プロシー
ジャを実現 

• アプリケーション・ユーザーなどの非
データベース・ユーザー、IP アドレス、
その他の要因へのラベル認可の割当て
をサポート 

• Oracle Database Vault と統合すること
で、信頼で きるパ スの要 因としてセ
キュリティ・ラベルを使用 

• Real Application Security と統合するこ
と で 、 ラ ベ ル を Real Application 
Security ユーザーに割り当てることが
可能 

 

•  

関連製品 

• Oracle Database 19c の多層防御セキュ
リティ・ソリューション： 

• Oracle Advanced Security 

• Oracle Key Vault 

• Oracle Data Masking and Subsetting 
Pack 

• Oracle Audit Vault and Database 
Firewall 

• Oracle Database Security Assessment 
Tool 
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データ・ラベルの割当て 

データ・ラベルは、機密レベル、ゼロ個以上のコンパートメント、ゼロ個以上のグ

ループからなります。データ・ラベルを作成する前に、Oracle Enterprise Manager を

使って有効なラベル構成要素を定義し、Oracle データ・ディクショナリ内に保存し

ます。データ・ラベルは、ラベル付け関数またはユーザーの現在のセッション・ラ

ベルを使って、表の行に自動的に割り当てることができます。ラベル付け関数によ

り、さまざまなアプリケーションの属性を基にデータ・ラベルを計算できます。ま

た、数値ラベル・タグか char_to_label 関数を使って、INSERT 文で実際のラベルを

指定することで、ラベルを割り当てることもできます。Oracle Label Security はスト

レージ・オーバーヘッドを低く抑えるために、数値タグを使って各行のデータ・ラ

ベルを表します。label_to_char 関数を使って、数値ラベル・タグをその外部または

テキスト・バージョンに変換することができます。 

ラベル・セキュリティと EU GDPR 

欧州連合の一般データ保護規則（EU GDPR）の下では、データの主体となる人は、

自分のデータの 取り扱い を停止する ように企業 に要求す る権利（Restriction of 

Processing）を有しています。そのような場合、その企業は制御手段を講じて、個別

のレコードの継続的な処理を停止する必要があります。アプリケーションとスキー

マの設計によっては、アプリケーションのカスタマイズや、Oracle Label Security の

使用が適切です。Label Security を使用して、セキュリティ関連のメタデータを個別

のデータ行に付加できます。その後、ラベルを使用して、行の処理を続けるかどう

かをコントロールできます（アクセス制御）。 

EU GDPR への対応を考慮した別のユースケースとして、Oracle Label Security を合

意の管理に使用するというものがあります。この場合、データ・ラベルを使用して、

ユーザーの合意の定義を保存します。 

EU GDPR の Right for erasure（消去の権利）についても、Oracle Label Security とそ

のデータ・ラベル付け機能を利用できます。行に“to be forgotten”（消去対象）とい

うラベルを付けるプロセスを用意し、データ消去手順を実行する際に処理できます。 

管理性 

ポリシー・ベースの管理により、データ・ラベル、ユーザー・ラベル、実施オプショ

ン、保護された表の容易な管理が実現します。同じデータベース内に複数の Label 

Security ポリシーを共存させることができます。Oracle Label Security ポリシー、デー

タ・ラベル、ユーザー・ラベル、保護された表は、Oracle Enterprise Manager を使っ

た管理が可能です。Oracle Internet Directory との統合によって、Oracle Label Security

のポリシー、データ・ラベル、ユーザー・ラベルを社内全体で一元的に管理できます。 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECT WITH US 

+1.800.ORACLE1 までご連絡いただくか、oracle.com をご覧ください。 
北米以外の地域では、oracle.com/contact で最寄りの営業所をご確認いただけます。 

 blogs.oracle.com/cloudsecurity/db-sec  facebook.com/oracle  twitter.com/oracle 
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