組織全体の
CIAMをモダナイズするために
ステークホルダーを結集

始めに

概要

概要

アカウントの新規登録、購入、
あるいはニュー
スレターの購読を申し込まれた場合、
お客様
はご自身の個人情報を組織に託すことになり
ます。このような最初のやり取りの後、同意し
た目的以外で情報が使用されることは望まれ
ませんが、
お客様の同意があれば、
パーソナ
ライズされた顧客体験やリコメンデーション
を喜んで受けとっていただける場合がありま
す。重要なことは、
これはお客様次第であり、
いつでも考えを変えることができるというこ
とです。また、何らかの理由でその組織とのや
りとりに摩擦が生じたり、信頼を失ったりする
と、
その組織に見切りをつけて別の組織を探
すことになるでしょう。サービス利用者ID管理
とアクセス管理（CIAM）
は、
こうしたお客様と
ブランド間のオンデマンドでパーソナライズさ
れた信頼できる顧客体験を実現できます。
ま
た、自身が消費者であれば、競争力を維持す
るために組織のデジタル戦略の見直しを実施
する際、自らのお客様に共感することができる
でしょう。

最高マーケティング
責任者（CMO）

のタッチポイントを評価し、
モダナイズすること
で、組織全体の機能分野に影響を与えるものな
のです。利便性と安全性のバランスが崩れない
ようにするためには、組織はビジネスと技術の両
方のステークホルダーを集め、CIAMをデジタル
変革の成果に焦点を当てたサブセットとして認識
し、
ワークフォースIAMと技術コンポーネントを
共有する必要があります。戦略的かつ目的をもっ
て実施すれば、組織は消費者とのつながりを最
大化しながら、ITおよびセキュリティー担当者の
リスクを最小限に抑えることができます。

しかし、CIAMはウェブサイトの更新やマーケ
ティング・プロジェクトにとどまらず、
お客様と

CIAM戦略がなければ、企業は顧客離脱により
収益を失うリスクがあります。
また、代替品がす
ぐ見つかる中でブランド・ロイヤリティーは脆弱
なままになります。同様に公共部門においても、
依然としてレガシーなインフラストラクチャーや
プロセスに固執する政府機関は、市民の信頼を
失い、理想的なレベルの公共サービスを提供で
きない可能性があります。民間企業と公共企業
は、
その使命に違いはあるものの、
プライバシー
を考慮した情報共有を促進し、摩擦がなく安全
なデジタル体験を消費者に提供するという点で
共通しています。そして、多くの組織がそのことに

基幹業務の管理者

最高情報責任者 (CIO)

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

IAM管理者および開
発者

注目し、CIAMはIAM市場全体の中で最
大のセグメントとなり、2025年まで年間
15.1%1の成長が予測されています。まだ
デジタル・モダナイゼーションに着手して
いない企業にとって、
最初で最も重要なス
テップの1つは、複数の機能的役割にま
たがるリーダーシップの調整を行い、全
員がプロジェクトから恩恵を受けられる
ようにすることです。
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最高マーケテ
ィング責任者
（CMO）

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

CIAMの目標：プライバシーを
意識し、
ユーザーがコントロー
ルできるパーソナライズされた
エクスペリエンスを通じて、
ユー
ザーを獲得、育成、成長させる。
民間セクターでは、
マーケティング担当者が
潜在顧客の注目を集めるために奮闘してい
ます。
マーケティング担当者が最も避けたい
ことは、登録が難しいために直前になってお
客様が離れてしまうことです。お客様の離脱
は収益に直結するため、CIAMプログラムは
この問題を回避し、将来の見込み客をビジ
ネス機会に変えるために、登録とオンボーデ
ィングのエクスペリエンスを効率化化するこ
とを目的としています。理想的なオンボーデ
ィング・フォームは、
お客様情報をできるだ
け要求せず、
お客様との関係が深まるにつ
れて、
お客様について徐々に知ることができ
るようにタッチポイントが適切に設定されて
いることです。

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

複数のサブ・ブランドを持つ大企業は、顧
客関係管理（CRM）
やその他のサード・パ
ーティー・ツールやシステムと統合して、
お客様のIDを一元化するようにデータス
トアを設計する必要があります。お客様
IDを一元化することで、CIAMのベスト・
プラクティスを戦略的に導入することで、
マーケティング担当者はお客様の行動を
より深く理解し、
よりターゲットを絞った
パーソナライズされたマーケティング・キ
ャンペーンを実施できるようになります。
CIAMは、見込み客とお客様の両方のデ
ジタル体験にて中心的な役割を果たして
います。
だからこそ、
マーケティング・リー
ダーがモダナイゼーション計画のプロセ
スで重要な役割を果たすのは当然のこと
なのです。

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者
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業務の責任者

CIAMの目標：組織の目標を
達成するために、最新のインタ
ーフェイスとエンゲージメント
を備えた合理的で摩擦のない
エクスペリエンスを提供する。
ビジネス・マネージャーや代理店オーナー
も同様に、必ずしも収益のためではないも
のの、
お客様とのスムーズな交流を実現し
たいと考えています。例えば、政府機関で
は、市民に対して公共サービスを効率的に
提供し、膨大な数のユーザー嗜好やチャネ
ルに対応したエンゲージメントをモダナイ
ズする必要がありますが、通常、組織内に

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

真のマーケティング機能がないのが一般
的です。代理店オーナーは、登録を簡素化
し顧客の離脱を減らし、
サービスの提供を
成功させるために、同様のユーザー・ジャ
ーニーの変革することを求めています。マ
ーケティングキャンペーンは行っていない
かもしれませんが、
これらのビジネスマネ
ージャーは、各顧客に対して単一のIDを実
現することで、部門を超えた顧客とのやり
取りを効率化し、冗長性を排除し、行動の
理解を深めることを目指しています。

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者
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セキュリティーお
よびプライバシ
ー担当者

CIAM目標；安全なお客様とのやり
とりを通して、
ユーザーによる不正
行為やアカウントの漏洩を防ぎ、
透明性が高くユーザーにカスタマ
イズされた体験を提供し、
コンプラ
イアンスを維持することです。
原則として、
お客様はご自分のデータを誰がど
のように管理しているかを知るべきであり、いつ
でもご自分のデータを提供し、同意を変更する
機会を持つべきです。このことは、企業がデジタ
ル体験におけるプライバシーと同意の管理を優
先させる十分な理由となりますが、
グローバル
な規制により、
この問題は緊急性を帯ています。
企業は、各地域のルールに従わなければなら
ず、
それに従わなければ多額の罰金や罰金を科
せられる恐れがあります。
また、
プライバシーに
関する法律では、組織が何をする必要があるか
について詳細に規定されていますが、
そこに至
る具体的な方法については通常説明されてい
ません。適切なCIAMの実装は、個人を特定で
きるすべての情報 (PII) の唯一の情報源として
機能します。プライバシー担当者とコンプライア
ンスの専門家は、
さまざまな同意管理の目的に
応じてルールやポリシーを定義し、技術スタッフ

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

は必要なアプリケーションに適用するだけでよい
のです。これにより、
プライバシーおよびコンプラ
イアンス担当者は、
スプレッドシートを超えて、
プラ
イバシー法のダイナミックな現実に対応し、
より親
しみやすいものにすることができます。
CISOは、
プライバシーやコンプライアンス担当者
とともにプライバシーや同意の管理について課題
を共有することになりますが、CISOは時にCIAM
全体をマーケティング・プロジェクトとして考え、
他の優先事項と比較して関心を失いがちになる
ことがあります。従来の従業員向けIAMとお客様
向けIAMの成果はまったく異なりますが、
どちらも
データを安全に保存し、
データ漏洩のリスクを軽
減する商用ソリューションからメリットを得られま
す。従業員とお客様両方のIDは保護する価値が
あります。さらに、IAMインフラストラクチャーの
現状を戦略的に考慮せずにCIAMの取り組みを
進めると、CISOは組織の環境に断片的なソリュ
ーションの断片を追加することになり、
アクセス・
ポイントが増やしてリスクを高めることになるか
もしれません。不必要なデータのサイロ化を防ぐ
ために、従業員とお客様のIAMユース・ケースを
可能な限り単一のソリューションにまとめること
は、CISOにとって最善の策となります。

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者

デジタル・エクスペリエ
ンスのモダナイズ

5

最高情報責任者
(CIO)

CIAM目標：最新のセキュリティ
ー体制を維持するために最新の
アイデンティティー標準に準拠し
ながら、IAMソリューションの導
入と運用の複雑さを軽減する
CIAMがもたらすお客様とつながるメリットは
さておき、CIOは組織の総合的なインフラスト
ラクチャーと運用計画に適合するように、新し
いテクノロジーに関する意思決定を評価する
必要があります。シンプルさと標準化は理想的
であり、IAMとCIAMの機能を1つのツールに
統合することは、
セキュリティーと同様にITリ
ーダーシップに共鳴するはずです。このアプロ
ーチでは、IT環境全体が複雑になったり、既存
のスタッフに新たなスキルを要求することはあ
りません。同じソリューションを外部のユーザ

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

ーにも再利用することで、全体的なIT運用コスト
を最小限に抑えることができ、
コスト面でのメリ
ットが得られる可能性があります。
CIAMソリューションが稼働すると、
ダウンタイ
ムが発生するたびに、
お客様がアカウントにア
クセスできない組織では、時間と収益の損失が
発生します。これだけでも、多くのITリーダーが
投資対効果の観点からCIAMのユース・ケース
にクラウド・ベースのソリューションを好む理由
が説明できます。
オンプレミスの代替品よりもは
るかに高い可用性と拡張性を提供する傾向が
あるからです。それでも、
クラウドIAMは、
インフ
ラストラクチャーの運用負荷の削減、
ソフトウェ
アの自動更新、
および価値を生み出すまでの時
間短縮など、ITスタッフにとってさらなるメリット
をもたらします。

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者
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IAM管理者およ
び開発者

CIAM目標：ローコードと構成ベー
スのワークフローにより、開発作業
を簡素化し、
アプリケーション・ポ
リシーを保護および維持する
エグゼクティブ・ステークホルダーがより高いレ
ベルのビジネス目標、運用コスト、
リスク軽減に
ついて調整する一方で、IAM管理者と開発者は、
ソリューションの技術的能力を全面的に評価す
ることによって、CIAMプログラムの開発に影響
を与えることができます。データソースやアプリ
ケーションの移行や統合のためのロジスティク
スに加えて、
サポートされている認証プロトコ
ル、MFA方式、
および配信チャネルなどの主要な
項目を確認することができます。価値を生み出
すまでの時間を短縮するために、
このチームは、

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

ソリューションのAPIドキュメント、
ガイド付きリ
ソース、ローコード体験を評価し、
ソリューショ
ンの実装とメンテナンスを通じてチームが十分
にサポートされることを確認します。CIAMツー
ルの同意管理のようなワークフロー・ベースの
機能は、例えば、個人情報保護法から、変化する
要件を自動的に説明する単純なAPI呼び出しま
で、詳細を抽象化することによって、開発者の頭
痛の種を軽減することができるかもしれません。
さらに別のツールを追加する前に、技術担当員
は既存のIAMソリューションとの互換性と統合
性を総合的に評価し、長期的に最適な状態にす
る必要があります。

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者
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IBMの統合CIAM
アプローチ

IBMの統合CIAMアプローチによるデジタ
ル体験のモダナイゼーション

次のステップ

IBM Securityは、ID戦略、
デジタル設計の
専門知識、
クラウドネイティブなCIAMテクノ
ロジーを組み合わせて使用し、
オンデマンド
でパーソナライズされた安全なオムニチャネ
ル契約を通じて、
お客様を見つけつながるこ
とを可能にします。IBM Security Verify と
IBM Security Services を組み合わせて使
用することで、組織の連携を構築し、
お客様
情報を丁重かつ正確に追跡し、
シンプルで安
全なブランドのデジタル・エクスペリエンスを
提供してお客様を喜ばせることができます。

CIAMでさらに深く
CIAMのベストプラクティス、
プランニ
ングの考慮点、回避すべき落とし穴に
ついての詳細を読む
ガイドをダウンロードする →
IBM Security Verifyの概要
IDaaSを使用して、
ソーシャルログイン
や適応型認証によりユーザー体験を
モダナイズするとともに、同意管理によ
りプライバシーを保護する。
検証について学ぶ →
IBM Security CIAMサービス
独自のコンサルティングと協力的なア
プローチを用いて、
ビジネス目標に沿
ったCIAMプログラムを計画、設計、展
開、実行
CIAMのヘルプを表示 →

概要

最高マーケティング
責任者（CMO）

基幹業務の管理者

セキュリティーおよび
プライバシー担当者

最高情報責任者 (CIO)

IAM管理者および開
発者
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