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はじめに 

IDシステムは、オンライン・リソースのセキュリティ、ガバナンス、およびユーザビリティに不可

欠です。IDは、認証、ユーザー・エクスペリエンスのパーソナライズ、アクセス認定のいずれにお

いても、プロセスが正常に機能するための中心的な役割を果たします。しかし多くの組織では、さ

まざまなデバイスの幅広いユーザー集団をサポートする必要により、ID管理（IdM）システムがより

複雑化しています。また、新しい要件ごとにポイント製品をデプロイしても、複雑さの問題が増す

だけです。IT組織は、ポイント・ソリューションを寄せ集めてもIDシステムと同等にはならないこ

とを理解するようになりました。 

 

オラクルは、IDシステムの範囲の急速な拡大を認識し、IdMへのプラットフォーム・アプローチを提

供します。このプラットフォーム・アプローチにより、包括的に設定されたIdM機能と、データ統合

用ミドルウェア、アプリケーション統合用のアプリケーション・プログラム・インタフェース（API）
が組織に提供されます。オラクルのアプローチによって、組織は一連のプロジェクトで既存のネッ

トワーク・リソースを十分に制御し、各プロジェクトの制御インフラストラクチャの成熟度を上げ

ることができます。また、このプラットフォームを拡張して、部門から企業/インターネット規模へ

の成長をサポートできます。 

 

IdMに対するオラクルのプラットフォーム・アプローチによって、スケールとビジネス価値の両方が

提供されることが実証されています。オラクルのIdM製品は、数千の組織にデプロイされ、クラウド、

通信、電子商取引のWebサイトのバックボーンとなっています。またオラクルは、Oracle Cloud、Oracle 
Fusion Applications、および自社のIT運用にもこれと同じIdMプラットフォームを使用しています。 

 

このホワイト・ペーパーでは、IdMに対するオラクルのプラットフォーム・アプローチと、IT組織が

このプラットフォームのビジネス・ケースを構築するための方法について説明します。 
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IDおよびアクセス管理：時代の到来 

 

この10年間でIDおよびアクセス管理（IdM）システムのミッションは拡大し、さまざまなビジネス目

標が含まれるようになりました。初期のIDシステムはおもにアカウント管理の簡素化に使用されて

いましたが、今では組織が自社の制御インフラストラクチャにIdMテクノロジーを組み込むように

なっています。また、アプリケーションが従来のネットワーク境界を越えてクラウド/モバイル・チャ

ネルにまで拡大しているため、組織はIdMテクノロジーを使用して、セキュアで統合されたユー

ザー・エクスペリエンスを構築しています。またハッキング、インサイダーの脅威、コンシューマ

の不正による絶えることのない不安に対応するため、企業全体でIDベースのアクセス制御が必要と

なっています。つまりIdMインフラストラクチャへの要求は、多様性、スケール、重要性の点で高ま

る一方です。IdMテクノロジーの一般的な使用方法の一部を図1に示します。 

 

図1：IDのユースケース 

図1のユースケースにはすべて、IdM市場のテクノロジーが使用されています。ただし、IDテクノロ

ジーの使用が増えるにつれ、これらの目標をすべて1つのソリューションで実現することが難しく

なっています。特に大規模組織は、事業部門、パートナー・ネットワーク、およびクラウド・アプ

リケーション間のアプリケーション、データベース、プラットフォームのデジタル"アーバン・スプ

ロール"全体にわたって、IdMテクノロジーを普及させようとしています。 

IDシステムの重要性も高まっています。IdM市場は部門単位の単一目的のデプロイメントでも形成さ

れますが、IdMシステムは今や電子政府サービス、商用Webサイト、通信ネットワーク、ソーシャル・

ネットワーキング、および医療関連の取引のバックボーンとなっています。オンラインの世界にお

いて、IdMテクノロジーは規模と重要性の両面で重要です。 
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Oracle Identity and Access Management Suiteから制御インフラストラクチャまで 

このようなIdMインフラストラクチャの要求の高まりに応えて、市場では魅力的な製品群が提供され

ています。また、組織の複雑なセキュリティの問題を早急に解決するため、特殊用途ツールの市場

も生まれています。新しい規制、セキュリティの侵害、管理上の問題が発生するたびに、問題解決

のための新しい標準、製品、会社が出現するようです。図2のとおり、IdM市場にはアカウンタビリ

ティ、ガバナンス、権限管理、アクセス制御、情報セキュリティ、コマース有効化、不正削減、フェ

デレーション、およびユーザビリティ向けの製品が含まれるようになっています。 

 

図2：ID管理市場はさまざまなユースケースに対応できるよう拡張しており、IdM製品に緊張が生まれています。 

 

IdM市場のセグメント化は、断片化とほぼ同義です。多くの場合、製品カテゴリの範囲は明確ではあ

りません。たとえば組織において、ロール管理製品を使用して、ロール作成だけを実施したい場合

と、アクセス違反の検出や修正にも使用したい場合がないでしょうか。これらに対し、すべて応え

られる製品があります。この結果、IdMテクノロジーを必要とする組織は、大規模で複雑な、急激に

拡大する市場からテクノロジーを実装しながら、直近のターゲット化されたプロジェクトを完了す

るというやっかいなタスクを抱えることになります。 

ポイント・ソリューション・アプローチによる複雑さとリスク 

緊急の問題では、組織が迅速に対応する必要があるため、戦略的ソリューションの追求が難しい場

合があります。たとえば、監査上重大な点が見つかった場合、組織はその欠陥をすぐに修正する必

要があります。同様に、セキュリティ侵害が発生した場合、組織は迅速に特定の制御を強化します。

このため実際問題として、組織がIDプロジェクトの範囲を絞って直近の目標に対応しようとする場

合があります。たとえば、プロジェクト・チームがシングル・サインオン（SSO）をWindowsアプリ

ケーションにだけ適用したり、ロール・プロジェクトをロール・マイニングに特化したり、アカウ

ント認定プロジェクトを特定のプラットフォームで実行されているSOXアプリケーションに限定し

たりすることを決定する場合があります。 

狭い範囲について言えば、ポイント・ソリューションが簡単、迅速、かつ安価に思われるかもしれ

ません。しかし長期的には、その場しのぎのアプローチでは経済的にもアーキテクチャ的にも持続

可能でないことがわかります。実際、ポイント・ソリューションによってネットワーク化されたリ

ソースの管理がより難しくなります。独立したデータ・ストアを持ち、特殊なスキル・セットを必

要とする限定用途の別製品を追加すると、ITが複雑化し、システム全体が不安定になります。これ

は、特に組織のセキュリティ/制御フレームワーク製品にあてはまります。セキュリティ・ソリュー

ションを寄せ集めても、ソリューションにはなりません。 

4 



Oracle Identityプラットフォーム 

 
 

 

 

図3：セキュリティと制御に対して寄せ集めのアプローチを行うと、問題が悪化します。 

オラクルはこのような市場のジレンマを認識し、IdMテクノロジーの開発、取得、および製品スイー

トへのパッケージ化を始めました。このスイートは、組織が販売/サポート面で取引するのは1ベン

ダーでありながら、さまざまなID製品を統合したメリットを享受できる点で革新的でした。たとえ

ば、いくつかのスイート・ベンダーは、メタディレクトリとプロビジョニング・テクノロジーを1つ
の製品カテゴリにマージしました。同様に、Webアクセス管理（WAM）とアイデンティティ・フェ

デレーション製品が並行して販売およびデプロイされる場合が多くなっています。このような革新

は重要ですが、最終的に組織が必要とする、一連の小規模プロジェクトで継続的に拡張可能な制御

インフラストラクチャのデプロイ方法が提供されるわけではありません。 

制御管理に対するプラットフォーム・アプローチ 

制御インフラストラクチャの目標は、混沌とした制御されていない環境での秩序の構築ですが、ポ

イント製品はこのような戦略的価値を提供するようには作られていません。このため、組織がネッ

トワーク化されたリソースの保護のために幅広く、戦略的で、包括的なソリューションを必要とす

る場合、問題となるのは、既存の多用されているネットワークに対し、このような広範なインフラ

ストラクチャを最適に導入する方法です。既存システムと既製ソリューションの置換え（いわゆる"
フォークリフト"モデル）は、（仮にあったとしても）ほぼ不可能です。ただし、慎重な計画と適切

な監視、およびプラットフォーム中心のソリューションによって、まとまったIdMインフラストラク

チャを一連のプロジェクトに導入できます。 

テクノロジーの観点から必要なのは、制御管理へのプラットフォーム・アプローチです。プラット

フォームは、統合、再利用、拡張、およびスケールの必須サービスを提供する点で、ポイント・ソ

リューションやスイートと異なります。また、プラットフォーム・アプローチによってプラット

フォーム・テクノロジーがカスタム開発から分離されるため、いずれかの側へのアップグレードを

スムーズかつ独立して実行できます。つまり、プラットフォームは単なるポイント・ソリューショ

ンのコレクションではなく、まとまった包括的なテクノロジー・セットであり、拡張や、緊急かつ

予想外の要求にも効率的に対応できます。次の表は、制御プラットフォームとセキュリティ・ポイ

ント製品の重要な特性を比較したものです。 

 

5 



Oracle Identityプラットフォーム 

 
 

表1：IdMに対するポイント製品とプラットフォーム・アプローチの相違点 

特性 ポイント製品 プラットフォーム 

統合 明示的に統合されていない標準ベースのイ

ンタフェース 

独自の接続/拡張方法 

OS、データベース、ディレクトリの制限付

きオプションとテスト済み構成 

他のプラットフォーム・コンポーネント、

およびサード・パーティのポイント製品と

のコード化されたテスト済みの統合 

標準ベースのインタフェースを介した他の

プラットフォームおよび製品との統合 

統合用データ・ツール（仮想ディレクトリ

など） 

再利用 カスタム統合のみを介したデータ再利用 

管理/監視UIの再利用なし – 各コンポーネ

ントの製品固有 

単一の製品または製品ファミリー内のみで

のコンポーネントの再利用 

一般的な定義、データ・モデル、ポリシー・

モデルおよび方法 

プラットフォーム全体の同一の監視/管理

ツール 

ワークフロー、データ・ストレージ、およ

び統合の同一テクノロジー 

外部化されたセキュリティ/認可サービス 

同一コネクタを使用して、プロビジョニン

グ、パスワード管理、権限アカウント管理、

および監視が可能 

拡張 製品内（バージョン固有の場合あり）のみ

で関連するカスタマイズ 

製品固有のデータ・モデルまたはスクリプ

ト言語 

追加のユースケースにより、システムに実

質的に負荷がかかる 

製品コードとカスタム・コードの明確な分

離 

移植/再利用可能なカスタマイズ 

アップグレードに影響されないカスタマイ

ズ 

まったく異なるユースケースに拡張して

も、パフォーマンスへの悪影響がない 

スケーリング 上限に達すると、不明/未テストで検出され

るだけの場合がある 

初期のユースケース（数百人のユーザー）

から多数のユースケースと数百万人のユー

ザーへの確実な拡張 

表1：IDポイント製品とIDプラットフォームの相違点 

 

 

6 



Oracle Identityプラットフォーム 

 
 

オラクルのプラットフォーム・アプローチとは異なり、ポイント・ソリューションでは独自のデー

タ・モデル、ワークフロー・エンジン、およびスクリプト言語が実装されています。さらに、ポイ

ント・ソリューションではアプリケーション、プラットフォーム、トポロジの包括的なセットがサ

ポートされません。たとえば、SAPやPeopleSoftなどのビジネス・アプリケーションや、メインフレー

ムなどのレガシー・プラットフォームとの統合は、独立系ベンダーが開発、テスト、サポートする

のはほぼ不可能です。また、制御プラットフォームをスケーリングできることも重要です。製品は、

5,000～数億のユーザーをサポートでき、部門サーバーとして、または地理的に広範囲に分散したア

クティブ/アクティブなデータセンター構成で動作できる必要があります。このように幅広い用途で、

大規模に、さまざまなトポロジにわたって製品を構築するためのリソースを持ち、市場での存在感

があるベンダーは、オラクル以外にはほとんどありません。 

Identityプラットフォームのブルー・プリント 

以下の図では、IDプラットフォームによって、多様で複雑な環境を持つ組織の人やコンピューティ

ング・システムをサポートする方法のブルー・プリントを示します。 

 

図4：プラットフォーム・アプローチのブルー・プリントの概要（ユーザー、データ、アプリケーションなどとの接続を表示） 

図4では、ゲートウェイが企業やクラウド・サービスとのマルチプロトコルの"玄関"になります。ゲー

トウェイは、ネットワークの端での、重要なID対応実施ポイントになります。また、エンタープラ

イズ・ネットワークやクラウド・サービスの端またはその近くでは、アクセス管理およびフェデレー

ション・サービスになります。これらのサービスは、環境内、および外部のフェデレーテッド・サー

ビスとの接続において、SSOのセッション管理に使用されます。プレゼンテーション層のすぐ下には、

IDプラットフォームのインテリジェント機能を構成するロジック・コンポーネントのグループがあ

ります。リスク・エンジンはエッジ・システムやその他のコンポーネントと一緒に機能し、トラン

ザクションのコンテキスト・リスクを評価します。リスクが高まると、リスク・エンジンによって

ステップアップ認証、アクセス制御、およびアラートのポリシーが適用されます。エンタイトルメ

ント・サービスは、アクションやトランザクションを進めるかどうかを評価するための、外部化さ

れた決定ポイントです。同様に、職務の分離（SoD）サービスによって、トランザクションがポリシー

違反（特に職務の分離違反）につながるかどうかが評価されます。 
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ポリシー開発ツールには、管理者やポリシー・マネージャー向けの設計インタフェースが搭載され

ており、ロールの作成、アクセスおよびコンプライアンス・ポリシーの設定を行うことができます。

このようにIDプロビジョニング・システムによって、ポリシーの有効化とすべてのIDの使用認定を

確実に行い、すべてのIDに正しい情報が含まれるようにすることができます。データ統合サービス

によって、データベース、ディレクトリ・サーバー、アプリケーション、プラットフォーム、およ

びその他のデータ交換/監視/ポリシー制御サービスに、IDプラットフォームを簡単に接続できます。

また最終的に、IDプラットフォームのすべてのアクションは、監視/監査用にログに記録されます。 

図4のブルー・プリントは、プラットフォーム・アプローチがポイント・ソリューションより優れて

いる理由を示しています。特にプラットフォーム・アプローチは、分野横断的なユースケースの処

理においてポイント製品より優れています。次のアプリケーション・ポリシーを持つ簡単なSoDユー

スケースを考えてみましょう。 

承認者 ≠ リクエスタ 

スタンドアロンのロール管理製品を使用して、"承認者"と"リクエスタ"というロールを作成できます。

一部のスタンドアロン製品では、ロールを適切なユーザー・アカウントに適用できます。また、こ

の製品でSoD違反をチェックし、2つのロールが同一人物に割り当てられないようにできる場合もあ

ります。ただし上記のポリシーの実際の意味は、1人で承認者とリクエスタの両ロールを保持できな

いということではなく、所定のトランザクションでリクエスタと承認者が異なる2名である必要があ

るということです。コンテキスト認可の場合、ソリューションにはポリシー実施ポイント（PEP）と

エンタイトルメント・エンジンも含まれる必要があります。これはプラットフォームにはあり、ポ

イント・ソリューションにはない機能です。またプラットフォームでは、ロールの作成、割当て、

適用、使用方法に関する包括的な監査証跡が提供されます。 

もう1つの例は、アプリケーション間に一貫した共通IDがない場合のIDのマッピングです。ポイン

ト・ソリューションでは、SSOの開始前に、データ・クレンジング・プロジェクトが必要です。プラッ

トフォーム・アプローチでは、エンタープライズ・シングル・サインオン（ESSO）から開始できま

す。この機能により、自分のアカウントをマッピングしてSSOのメリットをすぐに享受できます。

ESSO製品はプラットフォームの一部であるため、プロビジョニング・サービスとマッピング情報を

共有できます。このため、他のIdMサービスをこれらのユーザーに迅速に拡張できます。 

組織でポイント製品よりIdMプラットフォームが好まれるのは、このような多くの分野横断的なユー

スケースがあるためです。 

プラットフォーム・アプローチによるスケール・メリット 

4つ以上の制御プロジェクトを抱える組織では、プラットフォーム・アプローチの費用効果が高く、

ずっと簡単に完了できることが分かります。代表的な市場調査会社であ

るAberdeen Groupの調査によると、制御管理にプラットフォーム・アプ

ローチを採用した160の組織では、ポイント・ソリューションを採用した

組織と比較して、48%のコスト削減、46%の応答性向上、35%の監査欠陥

の減少を実現しています。 

プラットフォーム・アプローチにより、ソリューション統合時に、より

優れた価値と自動化を実現する相乗効果が生まれます。Aberdeenのレ

ポートでは、さらに次のような経済的利点について述べられています。 
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• エンドユーザーの生産性向上 – プラットフォーム・アプローチを選択した組織の場合、統合さ

れたセルフサービス機能を持たない組織と比べて、エンドユーザーのセルフサービスの速度が

30%向上しました。またプラットフォームを採用した組織では、ユーザー・アクセスのオンボー

ドや変更により、ポイント・ソリューション・アプローチを採用した組織と比べて俊敏性が73%
向上しました。 

• アプリケーションのデプロイの高速化 – 組織に統合プラットフォームを導入したことにより、

ID管理対応の新規アプリケーションのデプロイ速度が64%向上しました。 

• 管理率の向上 – 調査によると、ポイント・ソリューション・アプローチを採用した会社の管理

者あたりの平均ユーザー数が2,000であるのに対し、プラットフォーム・アプローチを採用した会

社の場合は5,500でした。 

プラットフォームを利用した組織的アプローチにより、ID管理の長期ロードマップを構築した組織

は、より大きなスケール・メリットを得ることができました。1つの部門の課題を解決する代わりに、

複数の部門にわたる要件に対応するための基盤を構築できました。この結果、プラットフォームを

採用した組織の、標準化と繰返し可能なレポート作成プロセスの導入が進みました。特に、以下が

挙げられます。 

• プラットフォームを採用した組織は、標準化されたワークフローでユーザー・ライフ・サイクル

を自動化したり、ワークフローに基づく例外を提供したりする傾向が倍でした。 

• プラットフォームを採用した組織は、職務分離や所定の認証レポートなどの制御の成熟度が倍で

した。 

プラットフォーム・アプローチの財務モデルは、ポイント・ソリューションより優れています。顧

客は、Aberdeenの調査結果とオラクルの投資回収率（ROI）計算ツールを使用することで、プラット

フォーム・アプローチが自社組織にもたらす利点を見積もることができます。（以下の）図5および

6は、プラットフォーム・アプローチとポイント・ソリューション・アプローチの5年間のROI計算の

比較です。 

 

図5：ID管理に対するプラットフォーム・アプローチのROIの例 

図5は、ID管理プロジェクトに対するプラットフォーム・アプローチを示しています。ソフトウェア・

ライセンスを含むハード/ソフト・コストのパラメータの場合、3年目に損益分岐点に達し、5年でROI
が倍になります。 
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図6：ID管理に対するポイント・ソリューション・アプローチのROIの例 

これに対し図6（ポイント・ソリューション・アプローチ）では、図5のプロジェクトと同じパラメー

タを使用しています。計算結果によると、コストや複雑さ、遅延の増大により、プロジェクトは5年
目に損益分岐点に近づき、十分な利益は出ていません。 

プラットフォームの分析：Oracle Identityプラットフォームの内部 

オラクルのIdMへのアプローチによって、組織の包括的な制御へのニーズが認識されました。このた

めオラクルは、IdM用の完全でオープンな統合プラットフォームの開発に尽力してきました。デザイ

ン・センターは1つのプラットフォームでさまざまな制御を可能にしたいため、オラクルのIdMテク

ノロジーには、プラットフォーム・サービス（仮想ディレクトリやエンタイトルメント・サービス

など）、データ・セキュリティ、アプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）のほ

か、"従来の"ID管理機能（ディレクトリ、プロビジョニング、Webアクセス管理（WAM）など）も

搭載されています。これらのテクノロジーによって、組織はアプリケーションやデータ、すべての

アクセス・チャネルにわたり、一般的な方法での"詳細な制御"を普及させる基盤を構築できます。 

次の図のように、オラクルのIDプラットフォームは3つの機能ピラーと基盤となるプラットフォー

ム・サービスで構成されます。 

 

図7：Oracle 11g Release 2 Identityプラットフォームの機能グループ 

アイデンティティ・ガバナンスには、アクセス前の環境設定、およびポリシーが目的どおりに実施

されるようにするための環境確認が含まれます。アクセス管理ピラーには、アクセスのランタイム

実施（システムのアクティブな使用時）に含まれるテクノロジーが搭載されています。 
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ディレクトリ・サービスはデータ層で動作し、他の2つのピラーにIDコンテキストを提供します。ま

た開発者は、オラクルのPlatform Security Servicesを使用して、ピラー中の任意のコンポーネントにア

クセスしたり、セキュリティ上の決定を外部化したり、プラットフォーム・セキュリティ機能を利

用したりすることができます。 

Oracle 11g Release 2リリースでは、Oracle Identityプラットフォームは次のテクノロジーで構成されます。 

 

図8：Oracle 11g Release 2 IdMプラットフォーム中のオラクル製品とテクノロジー 

以下に、これらの各製品の機能について説明します。 

• アイデンティティ・ガバナンス製品： 

○ Oracle Identity Manager（OIM）は、IDプロビジョニング製品です。Identity Manager
には、さまざまな接続システムにわたるセルフサービスのパスワード管理、アクセス・

リクエスト・フォーム、委任管理、承認ルーティング・ワークフロー、およびエンタ

イトルメント管理の機能が含まれます。 

○ Oracle Identity Analytics（OIA）では、IdM製品やその他のシステムからログが収集さ

れ、使用に関するレポート、効果的なITロールの構築、アカウント関連の監査の問題

の検出（孤立したアカウントなど）に利用されます。 

○ Oracle Privileged Account Manager（OPAM）では、パスワード・チェックアウト・シ

ステムの実装により、高いアクセス権限を持つアカウント（Unixシステムやデータベー

ス上のrootアカウントなど）が保護されます。 

• アクセス管理製品： 

○ Oracle Access Manager（OAM）は、組織のWebプレゼンス全体でSSOを有効にする

Webアクセス管理（WAM）製品です。 

○ Oracle Adaptive Access Manager（OAAM）では、組織がより強力な、リスク・ベース

の、複数ファクタのアクセス制御を組織のWebプレゼンスに適用できます。 

○ Oracle Enterprise Gateway（OEG）は、組織のWebプレゼンスへのアプリケーション

/Webアクセスを保護/管理するソフトアプライアンスのXMLゲートウェイです。 

○ Oracle Identity Federation（OIF）は、Webサイト全体でSSOを有効にする標準ベース

のIDフェデレーション機能を搭載しています。 

○ Oracle Security Token Service（OSTS）は、WS-Trustに準拠したSTS実装です。STSに
よって、さまざまなタイプのセキュリティ・トークンが変換され、フェデレーション

境界間の互換性と信頼が確保されます。 
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○ Oracle Entitlements Server（OES）は、さまざまな外部化された認可メカニズム

（XACML 3.0など）をサポートするファイングレイン・エンタイトルメント・サービス

です。 

○ Oracle Enterprise Single Sign-On（OeSSO）は、認証用の単一の強力な認証"ウォレッ

ト"経由でWeb、クライアント/サーバー、およびレガシー・アプリケーションにアクセ

スできるようにするクライアント・ベースのSSO製品です。 

• ディレクトリ・サービス製品 

○ Oracle Unified Directory（OUD）には、Javaに基づく非常にスケーラブルなLDAPディ

レクトリ・サービスと、Oracle Virtual Directory（OVD）製品の両方が含まれます。Virtual 
Directoryについて詳しくは、以下の項を参照してください。 

○ Oracle Internet Directory（OID）は、Oracleデータベース・テクノロジーに基づくスケー

ラブルなLDAPディレクトリ・サービスです。 

秘訣：制御プラットフォーム用のオラクルのミドルウェア 

Oracle IdMプラットフォームは、接続およびセキュリティ用のミドルウェアが含まれている点で独自

性があります。オラクルのビジネス・アプリケーション分野での経験上、これらのテクノロジーはIdM
デプロイメントの成功に不可欠です。Oracle 11g Release 2リリースでは、これらのテクノロジーが次

のように含まれています。 

• Oracle Virtual Directoryにより、データソースとの効率的でスムーズな統合が可能です。 

• Oracle Entitlements Serverにより、ファイングレイン・エンタイトルメント制御、コンテキスト

なロール実施、ランタイム・ポリシー評価へのスケーラブルなアプローチが可能です。 

• Oracle Platform Security Services（OPSS）により、開発者が重要なセキュリティ機能にアクセス

できます。 

• Oracle Enterprise Gatewayにより、エンタープライズ・ネットワークの末端で、SOAアプリケー

ションがIDベースの制御を構築できます。またEnterprise Gatewayにより、モバイル・アプリケー

ション用のIDプラットフォームにREST-fulインタフェースが提供されます。また、Oracle Web 
Services Manager（OWSM）と組み合わせることで、暗号化、PKI、および関連するポリシー制御

をWebサービスに追加できます。 

• Web Services Managerにより、SOAインタラクションが保護され、IDが適用されます。 

Oracle IdMプラットフォームを使用した重要なユースケースの実行 

Oracle Identityプラットフォームにはこのようにさまざまなテクノロジー・セットが含まれているた

め、組織はこのホワイト・ペーパーに記載されているすべてのユースケースをデプロイできます。

たとえば、Oracle Identityプラットフォームによって、"クローズドループ"なアクセス認定が可能です。

これにより、認定されないアクセスのレポートだけでなく、検出内容の修正も行うことができます。

また、セルフサービス、委任管理、およびアクセス・リクエストのワークフローによってアクセス

変更を自動化しつつ、SoDポリシーを引き続き維持できます。 
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さらに、組織がアクセス・ポリシーをグローバルに管理できます。Oracle Identityプラットフォーム

の"アクセス・ピラー"には、レガシー/WebアプリケーションのSSOが含まれており、主要なプラット

フォーム、データベース、デバイス、アプリケーションとの標準統合が可能です。管理フレームワー

クが共通であるため、組織はユーザー・セッションをリアルタイムに表示し、管理できます。また、

Oracle Adaptive Access Manager製品により、リスク・ベースのアクセス制御が可能です。組織は

Adaptive Access Managerを使用して、デバイスのフィンガープリンティングの実行とセキュリティ・

リスクの評価をリアルタイムに行うことができます。たとえば組織は、接続デバイスの場所とトラ

ンザクションの機密性に基づき、認証済みユーザーの行動パターンと組み合わせてアクセスを制御

できます。リスク要素が高い場合、アクセス管理者はアクセスを許可する前に、ユーザーに対して

ステップアップ認証の実行、ワンタイム・パスワードの使用、またはその他の要件への適合を求め

ることができます。 

次の図は、このホワイト・ペーパーの冒頭の図1で説明した重要なユースケースに対し、Oracle IdM
プラットフォームでどのように対応するかを示したものです。 

 

図9：Oracle IdM製品によるアーキテクチャ・ブループリントの構成 

図9の3つのユースケースの流れは次のとおりです。 

1 クローズドループ認定。図9のフロー"1"のクローズドループ認定プロセスを実行するには、ま

ず従業員がセルフサービス・アプレットを使用してアクセス権限をリクエストする必要があり

ます。ユーザーのアプリケーションとエンタイトルメントの表示は、Entitlements Serverのポリ

シーによって設定されます。Identity Analyticsでは、ユーザーの既存の権限に基づき、このリク

エストが職務の分離（SoD）に違反していないことが検証されます。次に、Identity Managerに
よってさまざまなワークフローがオーケストレーションされ、必要な承認が収集され、記録さ

れて、変更の影響を受けるディレクトリ・サービスや接続済みシステムで、ロールと権限が設

定されます。Identity Analyticsを定期的に使用して、ユーザーの全体的なアクセスのレポート、

適切な承認の収集と記録、ユーザーの権限の拡張および過剰な権限の取消しを行うことができ

ます。 
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2 不正検出。Webリソースにアクセスしようとすると、ブラウザが提供する情報（MACアドレス、

IPアドレス、ブラウザ・タイプなど）がAdaptive Access Managerによって取得されます。Adaptive 
Access Managerでは、このデバイスの"フィンガープリント"と、（Access Managerが提供する）

関連するユーザー認証によって、トランザクションのリスクが評価されます。リスク・スコア

が高いと、アクセス許可の前に、Adaptive Access Managerから追加情報の入力を求められる場合

があります。またリスク・スコアとユーザー情報に基づき、ユーザーがターゲット・リソース

にアクセスできるかどうかのポリシーがEntitlements Serverから提供されます。 

3 ソーシャル・ネットワークの統合。ソーシャル・ネットワーキング・サイトの認証を受けてい

るユーザーは、その資格証明を使用して、組織のWebサイトのうち、特定の低リスクの部分に

アクセスできます。Access Managerのソーシャル・フェデレーション・サービスを使用すると、

他のサイトの資格証明を使用して、組織のサイトにプロファイルを作成することもできます。 

モジュラーおよびベスト・オブ・ブリード 

オラクルのプラットフォーム・アプローチは、ベスト・オブ・ブリードのコンポーネントを使用し

た、モジュール性の長期アーキテクチャ上に構築されています。このため、オラクルがID製品間の

統合を進めるにつれ、各製品がそれぞれのカテゴリで最高のパフォーマンスを発揮するようになり

ます。オラクルは、この目標を11gプラットフォームですでに実現しており、オラクルのID製品は

Gartnerやその他の調査会社から市場をリードする製品として評価されています。オラクルのプラッ

トフォーム・アプローチでは、製品を単独で使用するより、組み合わせて使用した方がメリットは

大きくなります。ただしオラクルは、自社のID製品に相互依存関係を組み込んでいません。 

同様に、オラクルのID製品は、オラクル以外の多くのオペレーティング・システム、アプリケーショ

ン・サーバー、およびIAM製品をサポートできるよう構築、テストされています。IDプラットフォー

ムの顧客の多くは、オラクルのID製品と、他のベンダーのインフラストラクチャやアプリケーショ

ンを組み合わせて使用しています。 

オープン性とモジュール性に対するオラクルのスタンスは、顧客に対して有益であるだけでなく、

オラクルのビジネス・モデルにとっても重要です。制御プラットフォームの本質は、企業内のすべ

てのシステム（他のIDソリューションを含む）に接続することです。このオープンなアプローチで

は、プラットフォームの運用に必要な一般的なスキル・セットも利用します。また、オラクルが（必

要に応じて製品間でテクノロジー・コンポーネントが再利用される）共有サービス・アーキテクチャ

に移行するにつれ、モジュラー・アプローチが優れたアーキテクチャ・モデルであることが分かっ

てきました。 

オープン標準のサポート 

Oracle Identityプラットフォームでは、関連する標準（LDAP、SAML、WS-Trust、WS-Federation、XACML、
OpenID、OAuth、およびSPML）がすべてサポートされます。オラクルは、標準化コミュニティの革

新も進めています。最近では、オラクルは"ID"の概念をJavaに導入するため、JSR 351に出資しまし

た。またIETFにも参加しており、OAuthの"エンタープライズ"プロファイルを追加して、モバイルSSO
を実現しようとしています。また、属性共有のためのオープン認可（OpenAz）やIdentity Governance 
Framework（IGF）の標準の提案も行いました。 
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サード・パーティおよびクラウドへの接続 

 

IDプラットフォームには、パートナー、サプライヤ、およびクラウド・サービスとの統合を容易に

するテクノロジーが搭載されています。アクセス・テクノロジーは、すべての主要なフェデレーショ

ン標準（SAML 1.xおよび2.x、WS-Federation、OpenIDなど）をサポートします。アクセス・スイート

には、Secure Token Service（STS）が含まれます。STSを利用することで、トークン交換と信頼の仲

介により、アプリケーションおよびWebサービス間にアクセスとIDを伝播させることができます。

また、Web Services ManagerによってWS-Trust 1.4を実装できます。 

成熟度とスケール 

Oracle Identityプラットフォームのコンポーネントはすべて、非常に優れたスケーラビリティと信頼

性を実現できるようテストされており、数百万～数億のユーザーをサポートします。またオラクル

のプラットフォームは、オラクルのExadata/Exalogicプラットフォーム、およびOracle Real Application 
Clusters（Oracle RAC）（データベースのクラスタリング用）、Oracle Coherence（オラクルのメモリ

内データ・グリッド・テクノロジー）をサポートするよう設計されています。これらのテクノロジー

は高負荷でのスケーリングに対応しており、非常に大規模な場合でも1秒未満で応答できることが実

証されています。 

 

Oracle 11g Release 2リリースでは、成熟した製品がすべて細かく改善されています。たとえば、28言
語のサポート、専用のフィールド/テクニカル・サポート担当者、大小インテグレータ間のパート

ナー・サポート、および大規模でアクティブなユーザー・コミュニティなどです。オラクルには、

あらゆる垂直/地理的市場において、実質的に数千のID製品の顧客がいます。顧客には、オラクルの

ID製品を使用して自社のカスタム・ソリューションを再プラットフォーム化するISVも含まれます。 

またオラクルのIdMプラットフォームは、市場からの高い支持のおかげで、製品全体のセキュリティ

が向上し、製品寿命も延びています。オラクルのアクセス製品は、大規模なインターネット・ポー

タル、政府のWebサイト、金融サービスへの実装、および通信インフラストラクチャで採用され、選

ばれてきました。また、これらの実績を通して重ねられる改良のメリットを、すべての顧客が享受

できます。またオラクルには、リリースごとにコードを記述し、テストする、数百人の熟練したセ

キュリティ・エキスパートがいます。さらにオラクルは、データベース・ファイアウォール、SOA
ゲートウェイ、およびデータ暗号化用のセキュリティ製品を提供しています。顧客はこれらの製品

を使用して、IDプラットフォームやネットワーク化されたリソースを保護できます。 

すべてのオラクル製品は、社内デプロイメント、ハイブリッド・クラウド、プライベート・クラウ

ド、およびパブリック・クラウドのモデルをサポートするよう設計されています。Oracle IdMプラッ

トフォームは、すでにクラウド・アプリケーション（Oracle Public Cloud経由で提供されるアプリケー

ションを含む）で使用されています。OpenWorldで発表したとおり、Oracle IdMプラットフォームは

Oracle Public Cloud経由で次の構成をサポートします。 

• すべてのIdMがOracle IdMプラットフォームによって提供される、サービスとしてのプラット

フォーム（Java、アプリケーション・サーバーおよびDB） 

• すべてのIdMがOracle IdMプラットフォームによって提供される、サービスとしてのソフトウェ

ア（CRMおよびHCM） 

• 独自の企業IdM機能：完全な委任管理とセルフサービス、バルク・オン・ボード、およびカスタ

マイズ可能なUI 
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オラクルのIDプラットフォームの顧客の多くは、自身がサービス・プロバイダであるため、高いス

ケーラビリティ、マルチテナントのサポート、およびオープン接続を必要としています。現在、顧

客はオラクルのIDプラットフォームの既存のバージョンを使用して、クラウド要件をサポートして

います。たとえばOracle OnDemandでは、大規模な銀行取引を行う顧客用のAccess Manager、Adaptive 
Access Manager、Identity Federationをホストします。SimeioやAccentureを利用するオラクル・パート

ナーは、自社の大手クライアントのような顧客向けにIdentity Manager/Identity Analyticsをホストしま

す。また、SasKtelなどのパートナーが、SMBや垂直市場の顧客向けのクラウドIdMaaSとして、Identity 
Managerを立ち上げました。 

開発者用プラットフォーム 

ポイント製品とプラットフォームのおもな違いは、開発者APIです。プラットフォームでは開発者が

共通のフレームワークを再利用し、拡張できるのに対し、ポイント製品ではアプリケーションに関

する限定的な機能セットにプログラムでアクセスできるだけです。Oracle Identityプラットフォーム

によって、もっとも機能的、汎用的、およびオープン・プログラムなインタフェースが市場に登場

しました。 

Oracle Platform Security Servicesによって、Oracleプラットフォームのセキュリティ機能に広くアクセ

スできます。プラットフォーム自体はJavaに基づきますが、開発者はこれらの機能をさまざまなAPI
から利用できます。たとえば、モバイル・アプリケーションでREST-fulインタフェースを使用してア

クセスを認証および認可できます。Platform Security ServicesはSOAインタフェースもサポートします。

開発者は同様にプラットフォームを使用して、Business Process Execution Language（BPEL）や

Extensible Access Control Markup Language（XACML）に基づくポリシーを実行します。また、開発者

によってアプリケーション・セキュリティが共通プラットフォームに外部化されるため、組織にとっ

ては一元的に監視および管理できるメリットがあります。ユーザー・インタフェース（UI）の設計

者は、Oracle Application Developer Framework（Oracle ADF）によって、強力なユーザー・エクスペリ

エンスを迅速に作成できます。IDプラットフォームは、Oracle Web Services Manager（オラクルのSOA 
Suiteの一部）にも統合されています。開発者はWeb Services Managerによって、標準ベースの方法を、

セキュアなID対応のSOAサービスに使用できます。 

オラクルのコネクタ・フレームワークには、もっとも主要なインフラストラクチャ、プラットフォー

ム、およびアプリケーションのアプリケーション統合を簡素化するためのツールキットとテンプ

レートが含まれます。これらのコネクタは、プロビジョニング、パスワード管理、権限管理、およ

びID分析に再利用できます。 

IdMに対するオラクルのコミットメント 

市場全体は堅調に成長しているにもかかわらず、多くのIDベンダーが買収されたり、市場から撤退

したりしています。他社は顧客に自助努力をさせたまま、リリース・サイクルを延ばし、新機能の

リリースに何年もかかっています。 

一方オラクルは、自社のID製品に非常に力を入れています。初心者向けは、オラクルのFusion 
Applicationsです。ミドルウェアとビジネス・アプリケーションが含まれており、認証、認可、セキュ

リティ・サービスにオラクルのIdM製品が使用されています。Oracle Public Cloudでも、IdM機能用に

Oracle Identityプラットフォームが使用されています。このため、オラクル社内の要件によって、競

合相手よりずっと多くの投資を行うことができ、市場にリリースする前に、オラクル社内でプラッ

トフォームのアーキテクチャと機能を十分に改良することができました。 
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より重要なのは、Oracle Identityプラットフォームがオラクル社内で力を入れている事業単位である

ことです。IDプラットフォームは、全世界の数千の顧客、専用の販売およびサポート・チームを抱

え、収益が2桁単位で伸びており、Oracle Fusion Middlewareの重要なコンポーネントとなっています。 

システム規模に応じて支払う価格モデルを採用したプラットフォーム・アプローチ 

Oracle Identityプラットフォームは、組織の成長をサポートするよう設計されています。顧客の多く

は明確な目的を持ったプロジェクトから開始し、実装を幅広く完全なID管理ソリューションに展開

し、拡張します。これは、製品アーキテクチャにもライセンスにもメリットがあります。オラクル

は、柔軟なライセンス・オプションを用意しています。これにより一連のライセンス・オプション

によって、詳しい"ユーザー数"の情報なしで拡張でき、さまざまな要件やユースケースに対応できる

よう、製品を組み合わせることができます。 

Oracle Identityプラットフォームの今後 

オラクルのIDおよび制御用プラットフォームの構築は、大きな進歩を遂げてきましたが、将来に向

けてさらなる進歩を続けます。オラクルは、モバイル・デバイス、ソーシャル・ネットワーク、ク

ラウド・アプリケーションとのプラットフォームの統合を進め、管理者とエンドユーザー向けのユー

ザー・インタフェースを改良していく予定です。 

簡素化とユーザビリティ 

オラクルはプラットフォーム間のデータ・モデルの合理化、ユーザー・エクスペリエンスの改良（管

理者とエンドユーザー両方）、およびデプロイメントと管理性の簡素化によって、引き続きプラッ

トフォームの改良を進めます。近日中に、使い慣れたUIメタファ（カタログやショッピング・カー

トなど）に基づくエクスペリエンスを利用した、より簡単なプラットフォーム・インタフェースが

搭載される予定です。また、ブラウザでの直接的なドラッグ・アンド・ドロップの変更により、UI
のカスタマイズが簡単になります。特別な設計やエンジニアリング・ツールは不要です。セルフサー

ビスのパスワード管理、アクセス・リクエスト、委任管理、ユーザー認定、ワークフロー承認など

の一般的なユースケースのデータ・モデルとUIは、共通になります。また、オラクルは近日中に

Privileged Account Management（PAM）コンポーネントをリリースする予定です。これにより、root、
管理者、およびサービス・アカウントのパスワードを安全にチェックインおよびチェックアウトで

きます。 

モバイル・デバイスでのアプリケーションの保護 

モバイル・コンピューティングによって、企業のアプリケーション環境は急速に変化しています。

組織がネットワーク上のモバイル・デバイスの急増によるセキュリティや管理への影響に苦慮して

いることを踏まえ、Oracle Identityプラットフォームでは、これらのデバイスをエンタープライズ・

ネットワークの管理対象の一部とする予定です。Oracle 11g Release 2では、IDプラットフォームに

REST-fulインタフェースが追加されています。これにより、IdM機能がiPhone、iPad、およびAndroid
ベースのデバイスまで拡張されます。また、このプラットフォームにはMobile SDKが搭載されてお

り、組織が独自のID対応アプリケーションを作成し、AppleのApp Store経由で配布できます。REST-ful
インタフェースとMobile SDKによって、一般的に使用されているIdM機能（パスワード管理、イエロー

/ホワイト・ページの検索、ワークフロー承認など）をモバイル・アプリケーションで使用できます。

Oracle Identityプラットフォームでは、引き続きREST-fulインタフェースとモバイル・アプリケーショ

ンのサポートを拡張する予定です。 
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クラウド 

オラクルは、IDプラットフォームによるクラウド・コンピューティングのサポート拡張も進めてい

ます。オラクルは、複数のクラウドおよび社内環境をサポートできるよう、プロビジョニング・コ

ネクタ・フレームワークを拡張しています。またESSO製品によって、クラウド・プロバイダおよび

複数ファクタの認証用の事前構築済みテンプレートを使用した、デスクトップへのフェデレーショ

ンが可能となる予定です。企業は近日中に、完全なエンタープライズ級のSaaS製品（ユーザー、ロー

ル、リクエスト管理、および認証サービス用）として、プラットフォームを使用できるようになり

ます。また、プラットフォームのWebアクセス管理（WAM）、フェデレーション、Security Token Service
（STS）、エンタイトルメント・サービス、適応認証のコンポーネント間が緊密に統合され、複雑な

認証および認可スキームのパフォーマンスが向上し、スケールが拡大されます。 

結論 

ビジネス環境の急速な変化により、組織は自身のIdM戦略の再検討を余儀なくされています。調査に

よると、部門レベルのポイント製品アプローチは、統合の欠如、セキュリティの欠陥、範囲とスケー

ルの制限により、コストがかかり非効率であることが分かっています。 

必要なのは、セキュリティやコンプライアンスのニーズに迅速に対応でき、企業の長期のIdM戦略の

セキュアで拡張可能な基盤となるプラットフォーム・アプローチです。 

オラクルのIdMスイート（統合された、セキュアな、高度にスケーラブルな製品）はこれらの要件を

満たしており、またクラウド・アプリケーションやモバイル・デバイスを利用できるため、企業が

成功に向けて前向きになることができます。 

オ ラ ク ル の IdM プ ラ ッ ト フ ォ ー ム に つ い て 詳 し く は 、 www.oracle.com/identity お よ び

blogs.oracle.com/OracleIDMのブログを参照してください。 
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