ビジネスの
成長につながる
最新 IAM
プログラムの設計

IB

はじめに

ID 管理とアクセス管理 (IAM) プログラムは、セキュリティーとリスク担当のリー
ダーに、ヒト、サービス、モノの ID や資格情報を管理する詳細な手法、プロセス、
テクノロジーを提供します。また、ヒト、サービス、モノの関係性や信頼性について
もカバーしています。今日の複雑な分散型 IT 環境において、最新の IAM プログラ
ムは、単にユーザー ID のプロビジョニングやアクセス権を付与するだけではなく、
はるかに高度なことが要求されます。IAM プログラムは重要なビジネス目標を達成す
るうえで中核を成すものであり、企業の業績向上と深く関連しています。IAM 以上に
熟考と精査を必要とする IT やセキュリティーの取り組みはほとんどありません。
最新の IAM プログラムは、従来のツール中心の考え方ではなく、企業における大規
模な展開の妨げとなる、技術的な負債や大掛かりなカスタマイズを排除し、ビジネス
の成果に焦点を当てる設計となっています。最新の IAM プログラムの焦点は、運用
を目的する手作業の操作から、ビジネス目標に合わせて最適化した戦略的な機能へと
シフトしています。さらに、モダナイズされた IAM プログラムの独自の機能は、ID
と資格情報を含む情報の漏えいリスクを軽減します。こうしたプログラムにより、生
産性とコラボレーションが向上し、市場での競争優位性を得ることができます。ま
た、最新のプログラムによって規制コンプライアンスの管理をより体系的に行うと同
時に、IAM に関わる監査結果に対応するためのコスト削減にも役立ちます。

デジタル変革（DX）を模索している多くの企業は、IAM プログラムがこの取り組み
の鍵を握っていることに気付いています。デジタル変革を最適化する戦略には、職場
で使われるツールのモダナイゼーション、クラウドへの移行、Software as a Service
(SaaS) とオンプレミスのアプリケーションの統合、在宅勤務に関する取り組み、カス
タマー・エンゲージメント・チャネルの拡大が含まれます。こうした必須要素によっ
て、広く認められるビジネスの価値や競争優位性を獲得することができます。同様
に、IAM は、ベンダー、パートナー、顧客と低コストで、リスクが管理されたやり取
りを可能にすることで、直接的なビジネス価値をもたらし、ユーザーと顧客のエクス
ペリエンス全体を向上させる大きな機会を提供します。

1

ID 管理とアクセス管理テクノロジーのハイプ・サイクル 2020 年版、Gartner 社、2020 年 7 月 16 日。
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はじめに (続き)

IAM プログラムは、
、ユーザー、利害関係者、サプライヤー、ベンダーが、リソースにシー
ムレスに、迅速かつ効率的にアクセスすることを可能にします。これにより適切な条件下
で、適切に保護されたリソースに適切なアクセス権が、適切なユーザーに付与されます。

82

%

の CEO がデジタル変革または
管理に関かわる取り組みを
進めている 2

しかし、多くの企業は、モノリシックな設計の特定のソリューションに特化したテク
ノロジーを使って時間をかけて開発され、断片化され、過去から変わらない不完全な
IAM プログラムが原因で、これらの目標を達成できていません。その結果、企業は大
きな失敗のリスクに直面することになり、連携してアジャイルに対応できる従業員の
競争優位性を失う可能性があります。
従来の IAM プログラムは、以下のような課題にも直面しています。

– 深まる複雑さ: 業務において、多くのアプリケーション、情報、アクセス手法、
ユーザー資格情報が追加されています。

増大するユーザーの期待: 個人情報 (PII) の保護とシームレスなユーザー・エクス
ペリエンスが期待されています。

– 増加する規制: PII や機密情報へのアクセスと共有に必要な新たな基準が追加されて
います。
–
– 増加するセキュリティー・ツールの数: 平均的な企業は、10 社のベンダーが提供
する 25 から 49 種類ものセキュリティー・ツールを使っています。
–
計画的なアプローチで既存の IAM プログラムをモダナイズすることで、業績を改善
し、セキュリティー体制を強化し、以下のような効果をもたらすことができます。
– 自動化によるコストの削減

– 統合されたテクノロジー・フレームワークによる、ユーザーやシステムの運用効率
の改善
– 適切なプランニングによる優れた実装
– リスク分析の向上

– コンプライアンス要件に必要なコストの削減
– 顧客と従業員のエクスペリエンスの向上

2
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2019 年版 Gartner 社 CEO と企業経営者を対象とした調査結果、Gartner 社、2019 年 5 月、http://www.gartner.com/smarterwithgartner/ceos-look-for-growth-opportunities-in-2019-ceo-survey
ESG Brief: サイバーセキュリティーの状況: 進化する企業クラスのベンダー、2018 年 11 月、research.esg-global.com/reportaction/cybersecuritylandscape/Marketing
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最新の IAM プログラムを採用しない場合の落とし穴
企業のニーズや固有の状況に合わせて最適化された IAM プログラムは、法規制コンプライ
アンスの管理機能を強化し、承認されたユーザーへに適切なアクセス権を付与し、重要な
データを保護するのに役立ちます。しかし、最新の IAM プログラムのフレームワークを使
用しない場合、企業は以下のような大きな問題に直面する可能性があります。
– マニュアルで対応する IAM プロセスにかかる時間とコストの増大
– ユーザー・エクスペリエンスの質の低下

– 最新のソリューションを導入するスキルの不足

– モノリシックなカスタマイズによる技術的な大きな負債
– 従業員によるイノベーションや生産性の低下

最新の IAM プログラムを導入していない企業にとって、コスト増大の可能性も、面倒な問
題です。Ponemon 社の 2020 年の「インサイダー脅威のコスト調査 」レポートによる
と、インサイダー脅威の 1 件当たりで最もコストがかかったのは、クレデンシャルの盗難
でした。こうしたインシデントの頻度とコストは、大幅な増加傾向にあります。実際、企
業ごとのインシデントの頻度は、2016 年の平均 1 件から 3.2 件と 3 倍に増加し、平均
コストは、同時期の 493,093 米ドルからほぼ 2 倍に増加しています。

87.1万ドル以上
クレデンシャルの盗難 1 件当たりについて、企業にかかる平均コスト(2019 年)4

適切な条件下において適切なタイミングで適切な人員にアクセス権を付与する正確性とス
ピードの向上を目指す企業にとって、最新の IAM プログラムの必要性は極めて高くなって
います。しかし、企業のセキュリティーと IT のリーダーが取り組まなくてはならない理
由が他にもあります。

内部脅威による損失 グローバルレポート 2020、IBM Security、米調査会社 Ponemon Institute が独自に実施、2020 年、
http://www.ibm.com/downloads/cas/LQZ4RONE
4
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なぜ最新の IAM プログラムが重要なのか

最新の IAM に移行する動機付けの 1 つは将来的な成長に貢献することです。従来型の
IAM プログラムから脱却することで、企業の担当者はツールの使用だけでなく、技術的負
債 (Technical debt) や過度にカスタマイズされたソリューションの排除、およびビジネス
成果に重点を置くようになります。アジャイル手法を使用すると、最新の IAM ソリュー
ションを迅速に導入し、ワークフローを自動化できます。より戦略的なユースケースへ移
行することで、IAM を担当する従業員が価値の高い他のプロジェクトに専念できるように
なります。その結果、企業はより大きな価値を提供するマイクロサービスに向けて準備を
進め、市場での優位性を実現し、自動化の活用でさらにスマートになった IAM を活用して
厳しいビジネス要求に対応できるようになります。

考慮すべきもう 1 つの重要な要素は、従業員か顧客かを問わないシームレスなエンド・
ユーザー・エクスペリエンスです。Gartner 社によれば、IAM プロジェクトの 70 % が、
ユーザーに受け入れてもらえないことが原因で失敗しています。5 最新の IAM プログラム
を使用する場合、導入された新しいソリューションに対して、ユーザーは当事者意識を持
つことが必要になります。それが導入を広範囲に進め、全体的な IAM プログラムの取り組
みの成功につながります。

クラウド・ベースの IAM プログラムには、その他にも以下のメリットを得られる可能性が
あります。
– インフラと Infrastructure as a Service (IaaS) アプライアンスのコスト削減: 拡張する場
合でも、追加のハードウェアは必要ありません。
– 導入と保守時間の短縮: ソフトウェア更新、パッチ、バージョンアップ、関連する新機
能をすぐに利用できます。

– 容易な管理: ハードウェア障害や容量の問題に対処する必要はありません。使用パター
ンを明確に把握する一方で、運用監視の労力が軽減されます。
– より安全な運用: インフラストラクチャー、プラットフォーム、IAM アプリケーション
のリスクはプロバイダーに外部委託されるため、企業はデータとエンドポイントへのア
クセスの保護に集中できます。

–
こうしたメリットは魅力的ですが、最新の IAM プログラムの実装にはトレードオフも必要
です。すべての関係者には、これまでとは異なる運用の準備が求められます。大規模なテ
クノロジーの変更はユーザー・エクスペリエンスに影響を与え、導入の課題が発生する可
能性があります。企業がすべきことは、リソースを確保して新しい運用モデルに割り当
て、IAM プログラムから最大の効果を得られるように改善を続けることです。

5

2020 年の予測: ID 管理とアクセス管理、2019 年 12 月 9 日、http://www.gartner.com/document/3976106
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最新の IAM プログラムの柱

IAM プログラムで最も大きな成功を収めている企業には、共通点があります。そう
した企業は アイデンティティー・アシュアランス、アイデンティティー・インテリ
ジェンス、アイデンティティー・ガバナンスを採用し、企業の IT 環境全体で一貫
性のある統合された方法で作業を行っています。
最新の IAM プログラムの可能性を最大化するには、これらすべての要素が備わっ
ていることが不可欠です。
境界のない世界での アイデンティティー・アシュアランスの強化

多くの企業は、今もなお身元証明としてのパスワードに依存しています。1 つの特
殊文字と 1 つの数字を使った 8 文字からなる静的パスワードは本質的に脆弱で
す。静的パスワードは、さまざまな種類のフィッシングやソーシャル・エンジニア
リング攻撃に狙われやすくなっています。多くのユーザーはシングル・サインオン
(SSO) や多数のエンタープライズ・システムで同じパスワードを再利用できるとい
うメリットを享受しているため、最初にセキュリティー侵害が発生した場所とは全
く違うアプリケーションに保管されているデータが危険にさらされる可能性があり
ます。
不正アクセスを防ぐには、企業リソースにアクセスしているユーザーが、コンテキ
スト内の情報で、自分の身元を証明する必要があります。このコンテキストには、
使用しているデバイスの種類、ロケーション、活動のパターンなどが含まれます。
最新のセキュリティー・テクノロジーは、このコンテキスト情報を使用して、特定
のユーザーがアクセスを許可されているかどうかを判別できます。
コンテキストに基づくデータ分析をリスク分析に使用すると、対象となるトランザ
クションとユーザーを動的に評価して、アクセス権を付与できるようになります。
例えば、北米の従業員が突然アフリカからモバイル・デバイスを使用した場合、コ
ンテキスト内での異常な変化をソフトウェアが検知し、ワンタイム・パスワードな
どの追加の身元証明を入力するようにユーザーに求める場合があります。状況に
よっては、セキュリティー・リスクが高過ぎると見なされ、特定の IT リソースへ
のユーザーのアクセスが拒否されることがあります。
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最新の IAM プログラムの柱 (続き)

複数の認証を要求することで、企業は以下を確実に行うことができるようになります。

– 適切に保護されたリソースへの適切なアクセス権を適切なユーザーに付与すること。
– 正しい認証のみが可能になる保護されたリソースへのアクセス。

アクセス要求のセキュリティーを強化し、そのコンテキストを向上させることで、ユー
ザー・エクスペリエンスがよりスムーズになり、生産性も向上します。リスクが低いと
判断された場合も、ストレスのないユーザー・エクスペリエンスが提供されます。

ユーザーの アイデンティティー・アシュアランスは、生体認証からモバイル用に最適
化されたプッシュ通知やハード・トークンに至るさまざまな認証方式と、先進的なポリ
シー・エンジン、あるいは理想的にはリスク・エンジンを組み合わせることによって強
化できます。ポリシー・エンジンを使用すると、管理者が各アクセス要求に対して特定
のルールを設定できるようになり、優れた ID 保証の実現に大いに役立ちます。リス
ク・エンジンは、さらに一歩進んでいます。ユーザーが保護されたリソースへのアクセ
スを要求すると、システムはリスク・スコアを計算して、アクセスの許可、拒否、ある
いは条件を満たした後に許可するかを決定します。
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アイデンティティー・インテリジェンスの
プロセスへの統合
セキュリティーの脅威がますます巧妙化し、リスクとコンプライアンスに関する対
応要件が高まるにつれて、ID 管理へのより積極的なアプローチが求められるよう
になってきています。今日の最も効果的な ID 管理ソリューションは、エンタイ
トルメント管理と特権制御、および「アイデンティティー・コンテキスト対応」セ
キュリティー・インテリジェンスを組み合わせた機能を提供します。

特権資格情報とは、サーバー、ネットワーク・アプライアンス、データベース・シ
ステム、エンタープライズ・リソース・プランニング (ERP) アプリケーションな
どの企業リソースに対する管理者権限、特別ユーザー権限、またはスーパー・ユー
ザー権限を含むすべてのアカウントを指します。特権資格情報に不正にアクセスす
る攻撃者の脅威は、特権ユーザーと同様に、企業の IT インフラストラクチャーに
リスクをもたらすことは明らかです。監査されていない管理業務を、スタッフや請
負業者に委任している企業は、特権アカウントに関連するさらなるリスクをもたら
します。
そのため、企業は以下のプロセスを実施することが重要です。

– 最小特権の原則を適用した、アカウント・アクセスに関する必要性の優先順位付け
– 最もリスクが高いユーザーと使用された特権資格情報の特定と監視

– 機密性の高いデータとシステムに対するアクセス権を持つユーザーの把握と再評価
– 正常な行動と異常な行動に関するベースラインの作成
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アイデンティティー・インテリジェンス
のプロセスへの統合 (続き)

こうした要件を満たす最も現実的な方法は、特権資格情報のリポジトリーを採用し
ている先進的な特権アクセス管理システムを使用することです。このソリューショ
ンにより、企業は以下の目標を達成できます。
– リソースにリンクされた特権アカウントの急増を回避する

– 特権ユーザーが特権資格情報へのアクセスを必要とする場合、必要な条件内
(特権ユーザーがアクセスを必要とする期間とリソースが割り当てられている場
合に限る)で、アクセスを許可する
– 自分が所有する、もしくはチェックアウトした資格情報に対する責任を特権
ユーザーが持つ

– ID 属性を収集し、そのデータをログ・イベントとネットワーク・フローのデー
タ・ルールと組み合わせて使用し、
「アイデンティティー・コンテキスト対応」
のセキュリティー・インテリジェンスを提供する
– インシデントが発生した場合に、タスクとアクションを確認するため、管理
セッションを記録する

セキュリティー情報とイベント管理 (SIEM) システムのようなセキュリティー・
インテリジェンス・ソリューションは、有用なログ・ファイルと指標を提供しま
す。これらは、異常の特定、高リスクあるいは異常な行動の検知、コンプライアン
ス・レポートの作成支援に役立ちます。ID 管理とアクセス管理または特権アクセ
ス管理をこれらのソリューションと統合することで、企業はそれらの出力とログ・
イベントやネットワーク・フローのデータを組み合わせて、「アイデンティ
ティー・コンテキスト対応」セキュリティー・インテリジェンスを作成できます。

企業全体のさまざまなセキュリティー・ドメインにわたるアクティビティーに関す
る幅広い見解を持ち、ID 管理とアクセス管理のデータと他の重要なセキュリ
ティー・イベントの関連付けを行うことで、セキュリティーとリスク担当のリー
ダーは 2 つの課題に対処できます。内部脅威を含む不適切あるいは疑わしいユー
ザーの行動をより迅速に検知し、脅威への対処にかかる時間を大幅に短縮すること
ができます。

IBM Security

9

アイデンティティーとアクセスの
ガバナンスによるコンプライアンス対応

全世界に存在する多くの政府規制は、個人の資格情報とアクセス権に対する可視性
と制御の重要性を強調しています。セキュリティーとプライバシーへの懸念の高ま
りと、企業による監視とガバナンス重視により、リスク管理とコンプライアンス対
策がビジネスの最優先課題となりました。
企業は、自社とビジネス・パートナーのコンプライアンス要件を満たすために、強
力かつ一貫性のあるアクセス制御を行なってことを証明する必要があります。
ユーザーが古いアクセス権や不適切なレベルのアクセス権を持っている場合、セ
キュリティー侵害やコンプライアンスに関わる問題の発生率は非常に高くなり、内
部脅威や資格情報の盗難に発展する可能性が高くなります。外部攻撃者は多くの場
合、制御や管理の行き届いていないユーザー・アクセス制御プログラムの盲点を探
します。この状況は、企業が最新の IAM プログラムを開発し、正しく機能させ続
ける必要があるということを意味します。

アイデンティティーとアクセスのガバナンスは、ユーザーの役割を定義する方法と
資格情報を付与する方法に関するガイドラインを提供します。アクセス権は入社か
ら異動、退職まで、ユーザーのライフサイクル全体を通してプロビジョニング、管
理、適用されます。利用者 ID の場合、アクセス権は、身元情報の取得を介して利
用者が自身の PII とデータをより多く提供するにつれて信頼性が増していくプログ
レッシブ・プロファイルという概念を通してプロビジョニングされます。

アイデンティティー・ガバナンス・ソリューションは、これまで以上に説明責任と
透明性をもってユーザーID と資格情報を管理するように設計されています。このプ
ロセスは、IAM とセキュリティーの管理者が、より効果的かつ効率的にユーザー権
限を管理して適用するのに役立ちます。こうしたガバナンス・ツールを使用すれ
ば、管理者はユーザー・アカウントとユーザー特権が更新されているか、役割に対
して適切であるかを確認できるようになります。さらに、アイデンティティーとア
クセスのガバナンスを活用すれば、企業は特定のリソースに誰がどのような操作を
行えるのかを、より徹底的かつ一貫性を持って制御できるようになります。

アイデンティティーとアクセスのガバナンス・プログラムへのポリシーのアプロー
チには、以下の要素が必要です。
– 戦略のための計画

– 標準、ポリシー、プロセス、制御の定義
– 実装の有効化

– 有効性の監視、測定、レポート
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成熟とモダナイゼーションへの
計画的なアプローチ

アイデンティティーとアクセス管理に対して計画的なアプローチをとる
ことで、セキュリティー、生産性、コンプライアンスに関連するビジネ
ス目標を短期的にも長期的にも達成できるようになります。企業は、必
要最小限の機能を提供するだけのものから、ユーザーと収益に対する長
期的な価値創出に至るまで、IAM への投資による成長を実感すること
ができます。
さらに、IAM への計画的なアプローチによって、ビジネス・リーダー
はデジタル変革とセキュリティーのロードマップに優先順位を付けて、
最も急を要する問題に対処できます。長期的には、チームが事後対応に
よる支出を繰り返すサイクルから抜け出すことによって、コストを削減
できます。
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最新の IAM の総合的な経済効果

最新の IAM プログラム実装による潜在的な投資収益率 (ROI) を調べるために、
IBM® は Forrester Consulting 社 に Total Economic Impact™ 調査の実施を依頼しま
した。この調査の目的は、IBM の IAM ソリューションの最新プログラムを使用して
いる企業の、潜在的な財務面への影響の評価です。数値化されたメリットは、以下の
結果となりました。

86
190万ドル
%
96
32.3万ドル
%

IAM アプリケーションを
パブリック・クラウドへ
実装したコストを削減

削減した労働コストの
3 年間の現在価値

IAM ソフトウェアと
ハードウェアのサポートにかかる
保守時間を短縮

時間短縮による 3 年間の価値。IBM の IAM ソリューションと、クラウド・ソ
リューションによって必要なハードウェアが削減されるメリットにより、企業は、
基本的なソフトウェアの維持管理に従業員 1 人が 20% の時間を費やすだけですみ
ました。6
以降の導入事例も、IAM ソリューションが提供する最新プログラムが、アクセス、
ガバナンス、特権管理の分野でどのように企業にメリットをもたらしているかを示
しています。

IBM ID Identity And Access Management Services の Total Economic Impact™、IBM の依頼による Forrester 社の Total Economic Impact 調査、2019 年 6 月
ibm.com/downloads/cas/LWDNAK97
6
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アクセスに関する導入事例: より優れた認証を
実現するため最新の IAM 変革を推進
ある企業は、既存の専用ホスト・ソリューションの高額な保守、サポート、運用コストに
直面していました。新機能や新機能の追加は、コストが高く時間もかかります。構築済み
のアーキテクチャー内には脆弱性の自動監視機能が備わっておらず、手動による年次のセ
キュリティー・アセスメントに高額のコストが発生していました。

IBM の IAM ソリューションは、220,000 人の内部と外部ユーザーのアクセス管理を設計
し、40 個の新規ワークフローを設定し、ビジネス・リーダーを支援し、中核的な IAM
プロセスを簡素化するのに役立ちました。

この企業はこれらの変更によって、IAM の重要な機能をコスト効率の良いクラウド上の
IAM ソリューションに移行する明確なロードマップを策定しました。リーダーは、すべ
ての IAM サービスとコンポーネントに、エンドツーエンドのセキュアな SSO を構築し
ました。さらに、新しい規制に準拠する API の仕様により、クラウドから迅速かつ効率的
に SSO と認証を導入しました。

ガバナンスに関する導入事例: アイデンティ
ティー・ガバナンスを実装して管理業務を
軽減し、ユーザーの生産性を向上
世界各地に製造工場やオフィスを構えるある製造業の企業は、ID ガバナンス・ベースのソ
リューションと自社の IAM インフラをより広範に統合したいと考えていました。同社のアイ
デンティティー・ガバナンスと管理 (IGA) システムは異種混合かつ複雑で、人手を必要とす
るために、保守が困難で運用コストがかかっていました。抱えていた多くの課題の 1 つは、
すべてのアクセスが含まれるユーザーのプロビジョニングが完了するのに最大 30 日間待た
なければならないことでした。
IBM の IAM ソリューション は、ユーザーの ID 管理を可能にするガバナンス・プログラム
の構築や、選択した IGA ソリューションの導入に役立ちました。IBM はガバナンス・フ
レームワークを採用し、アプリケーション実装、ユーザー・レビュー、役割ベースのアクセ
スを含む追加機能を提供しました。
このソリューションにより、自動化されたユーザーのライフサイクル管理を実現する、統合
されたユーザー・オンボーディング・エクスペリエンスを提供できるようになりました。こ
の企業のセキュリティーと IAM のリーダーは、アプリケーション全体でユーザーの ID と
アクセスを管理するための一元的なツールを使用できるようになりました。また、ユーザー
のプロビジョニングとユーザーのアクセス要求にかかる時間も短縮されました。
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特権管理に関する導入事例: 特権アクセス
管理を利用し、監査と不審な活動を検知する
認証プロセスを省力化
ある大手航空会社が、支払いカードのデータを安全に保管して処理する PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) の認証要件のトラブル
に直面しました。支払いカードのデータの特権的なアクセス保護が不十分で
あったため、同社が認証の対象から外されたのです。さらに、特権アカウン
トのアクティビティーの可視性が低く、監査や疑わしいアクティビティーの
検知が困難になっていました。
IBM の IAM ソリューションから、1,000 個の特権 ID と 10,000 個のデバ
イスのアクセスを保護するための特権アクセス管理 (PAM) サービスを提供
し、さらに Web アプリケーションとクライアント・ベース・アプリケー
ションのための 15 のターゲットの統合を行いました。

この変更により、同社は 2 要素認証で PCI にアクセスできるようになり、
それによって認証審査の要件を満たすことができました。ユーザーは、日常
的に使用するアプリケーションには特権アカウントのパスワードを見ること
なくアクセスできます。
IBM チームはまた、パスワード・ボールト内のすべての特権 ID のモニター
と管理を行う、マネージド PAM サービスも提供しました。
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3 つの課題を克服するために
IBM ができること

多くの企業には、最新の IAM プログラムへの円滑な移行を阻む 3 つの課題が存
在します。IAM プログラムの導入を成功させるには、これらの課題を一つ一つ乗
り越えていかなければなりません。

1 番目の課題は計画立案のステージです。ビジネス、セキュリティー、リスク担当
のリーダーは、既存のテクノロジー・インフラストラクチャーとプロセスに対処し
つつ、自社の目標とユーザー・ニーズに適した最新の IAM 戦略を探さなければな
りません。技術的な負債が大きい場合、既存の IAM インフラストラクチャーから
最新のクラウド・ベースの IAM インフラストラクチャーやプロセスに移行するに
は、多くの場合、適切なプログラムによる方策が必要になります。

2 番目の課題は変革のステージです。ここでは IT リーダーは、インフラストラ
クチャーのコストを迅速に削減しなければならないというプレッシャーにさらされ
ます。オンプレミス・ソリューションの日常的な保守とライセンス・コストを軽減
することや、多様なユーザーやグループ全体にわたって IAM プログラムを変更す
ることが要求される場合もあります。さらに、実装されたオンプレミスのカスタマ
イズが複雑で、それらを廃止するのが難しいことが判明する場合もあります。
3 番目の課題は新たな運用のステージです。ビジネスの利害関係者は、貴重な
IAM の人材を確保し、新しい環境に割り当てる一方で、ビジネスの継続的改善も
進めていかねばなりません。経営陣は、プロセスとテクノロジーの移行を段階的に
進めることが、最新の IAM プログラムを積極的かつ継続的に使用していくうえで
不可欠であることを理解する必要があります。

IBM の IAM ソリューションは、これらの課題を解決するために、以下の変革の
アプローチを提案しています。
– 自社に適した最新の IAM プラットフォーム、戦略、運用モデルを計画する
– 最新の IAM への移行プロセスを策定し、ビジネスと IT の目標を達成しつ
つ、ユーザーの混乱を最小限に抑える

– IAM チームのメンバーとともに変更を遂行し、業務の効率化を図る

3 段階で進める
IAM 変革への
IBM の 変革と
実行のアプローチ

適切な IAM 戦略の見極め
IBM Design Thinking を使
用して、ユーザーの成果
に重点を置いたソリュー
ションを設計する

IAM 環境の変革
テクノロジー投資とプロ
セスを、ビジネス目標と
IT 目標に合わせてモダナ
イズする

運用と継続的な改善
ビジネス・プロセスと
IAM ソリューションの管
理を改善して、運用効率
を高める

以降では、企業がこれらの課題を克服するために、IBM Security のコンサルタント
や専門家が提供する支援をさらに詳しく説明します。
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計画立案

計画立案フェーズでは、まずプロジェクトの計画と要件をまとめて、企業の IAM
機能にとって適切なアプローチを決定します。セキュリティーとリスク担当のリー
ダーは、最新の IAM プログラムからどの要素をオンプレミスに留め、何をクラウ
ドに移行すべきかを決定する必要があります。

ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーで IAM をモダナイズするという判断
は、そう簡単には下せません。オンプレミスでは、カスタマイズできる範囲が大き
く、柔軟性の向上、社内管理、完全なビジネス・ワークフロー機能などが期待でき
ます。一方で、クラウドを活用した IAM ソリューションでは、より高い俊敏性、
より迅速なデプロイ、運用の簡素化などによって、より多くのコスト削減を実現で
きます。

IBM Security では、リーダーがそれぞれのビジネスにとって最適な解を判断できる
よう、
「エンタープライズ・デザイン思考」と呼ばれるフレームワークを使用した、
ファシリテーターによる専門的なワークショップの実施をお勧めしています。この
ワークショップは、組織のリーダーがエンド・ユーザーや主要組織の利害関係者間
で共感を生み出し、ニーズを特定するのに役立ちます。チームのメンバーは、この
ワークショップで得られた知見に基づき、業界のベスト・プラクティスを使用し
て、ロードマップと、物理的・機能的なターゲット・アーキテクチャーを設計しま
す。ソリューション構築の準備が整うと、ID の専門家チームがアジャイルなアプ
ローチを使用して、テストとデプロイメントのフェーズを加速します。このプロセ
ス全体を通しての目標は、IAM の課題の中で解決すべき事項について、企業全体で
方向性を統一することです。
IAM 機能をクラウドから組織に提供する方法を決める際に検討すべき要素は、
「戦
略」
、
「運用」
、
「IT エコシステム」の 3 つのカテゴリーに絞られます。
「戦略」で
は、ビジネスの目的、望ましい結果、コンプライアンス要件などが考慮されます。
「運用」では、アクセスのためのアプリケーション要件、アクセス権限の再認証ポ
リシーの粒度、コンプライアンスと監査に必要なエビデンスとレポートの種類など
が考慮事項として挙げられます。
「IT エコシステム」では、ネットワークの制約や
アプリケーションの種類といった既存のインフラストラクチャーの依存関係、ロ
ケーション、認証メカニズムなどに焦点が当てられます。
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計画立案の続き
戦略

クラウドで IAM 機能を実現する能力に影響を与える要因

CISO、役員
 ガバナンス、セキュリティー・ポリ
シー、 コンプライアンス要件、クラウ
ド戦略
LOB/ IAM チームの目標
 どのユーザーがクラウドに移行して
いるか?
サード・パーティー
 セキュリティー要件とコンプライア
ンス要件

運用

LOB
 ユーザーのライフサイクル全体での
ユーザー・エクスペリエンスの期待度
 市場投入までの時間
 ユーザーのセルフ・サービスの必要性

アプリケーションと IT の所有者
 アプリケーションへのアクセス要
件、コンプライアンス、より迅速
で簡素な IAM プラットフォーム
への実装プロセス

セキュリティー/ IAM
 IAM ワークフローの要件 (承認/プ
ロビジョニング/自動化/実装など)
 より効率的なプロセスに向けた さ
らなる自動化
 アクセス権限の再認証ポリシーの
詳細
 アクセス権限のセキュリティー・
ポリシー

監査/コンプライアンス
 収集する必要のある エビデンスの
タイプ
 作成する必要のあるレポートのタ
イプ
 レポート出力のタイミング - 自動
化/随時

ソフトウェア
オンプレミス

プライベートクラウドでホスト

IT エコシステム

既存のインフラストラクチャー
の依存関係
 ネットワーク構造の制限
 ユーザー・リポジトリーの構
成と 人事要件
 ERP システムとの統合
 データ・フィードとプロビ
ジョニングの対象の場所
 アプリケーションのタイプ、
場所、認証メカニズム

As-a-Service
パブリッククラウドでホスト

クラウド配信型

エンタープライズ・デザイン思考ワークショップでこれらのカテゴリーの解が得られた
ら、ユーザーは組織の IAM 機能の範囲と複雑さについて検討します。ビジネス用にカスタ
マイズされたターゲット・アーキテクチャーの場合、そこにはアクセス・ガバナンス、特
権アクセス管理、アプリケーションの実装、セキュリティー統合、ID およびアクセス解析
などが含まれています。

利害関係者の足並みが揃っていること、そしてエンド・ユーザーが協力的であることは、
全社的な導入を助けるとともに、その組織にとって有効で、長期間使われる IAM ソリュー
ションとなります。例えば、採用責任者が事前定義された役割やポリシーに基づいて自動
的にアクセスを承認できるため、従業員は自分のアプリケーションに速やかにアクセスで
きます。すなわちその企業は、組織全体ですべての IAM サービスとコンポーネントに
SSO と多要素認証 (MFA) を円滑に実装しており、シームレスに生産的な業務体験を実現
しているのです。このような戦略的な計画立案のアプローチによって、従来型の手作業
ベースのプログラムよりもはるかに合理化された、実装プロセスを創出できます。
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変革

セキュリティーとリスク担当の多くのリーダーは、ペースの速いビジネス環境
の中で、さまざまな利害関係者やエンド・ユーザーがそれぞれ異なる要件を抱
えていることに気づいています。企業によっては、IAM システムに必要な改善
がなかなか進まず、ビジネスの要求に応えきれていません。そこから生じるプ
レッシャーは、変革の際に行われる最新の IAM プログラムの実装にマイナス
の影響を与えるかもしれません。
企業はそれを考慮したうえで、従業員の理解を得られる適切なプロセスを構築
し、それによって職場文化の変革を行う必要があります。リーダーは、最新の
IAM ソリューションをデプロイする一方で、既存のユーザーとプロセスを保護
することも重視しなければなりません。そういった取り組みを通じてバランス
を取ることで、適切なアクセス権限とガバナンスのプロセスを一貫して提供す
ることが可能になります。この変革で重視されるのは、どうすれば業務を中断
させることなく、組織に利益をもたらすクラウド・ベースの IAM ソリュー
ションを最善の形で提供できるかということです。これを解決すれば、企業は
従来の IAM プログラムで生じた技術的負債を解消しつつ、アジリティーとコ
スト効率を高めることができます。

新たな運用

企業が最新の IAM ソリューションを実装するための最後のステップは、新し
いアプリケーション、クラウド環境、接続されたデバイスの日常管理に適用す
るアプローチを決定することです。最新の IAM プログラムを管理し、最適化
するには、最新のテクノロジーを使用することはもちろん、以下の 3 つのレ
ベルの所有権を考慮する必要があります。
– 自己管理の ID ソリューション: 企業は IAM インフラストラクチャーの所
有権を保有し、保守、サポート、ライセンスのコストも引き受けます。

– SaaS プラットフォームのデプロイメント: 企業は SaaS プラットフォーム
の IAM を利用するとともに、最新のソリューションも管理します。

– IBM の IAM ソリューションによるマネージド ID: IAM は企業のニーズに合
わせてカスタマイズされ、クラウド上またはオンプレミスで、完全に管理さ
れて提供されます。
これらの方法はそれぞれ異なるものの、いずれも統一された IAM 体験を実現
します。そしてそのすべてが、IBM Security による機能管理とランドスケープ
の調整を使用しています。マネージド ID ソリューションは、最新の IAM プ
ロセスの監視を企業に提供します。多くの企業は、自社の IAM の範囲を拡張
し、適応させるには、マネージド ID の利用が最も便利でコストを最適化でき
ることに気づいています。
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今すぐ行動を

IBM Security Identity and Access Management Services には、以下のような数々の ID
のユースケースに対応するための、包括的なサービス・スイートが用意されています。
– 従業員と利用者の IAM アプリケーションのパフォーマンスとコストを最適化する
ための戦略の策定

– 多様な IAM テクノロジー・スタックの計画、保守、管理、最適化

– IDaaS (Identity as a Service) または PAM as a Service モデルでの IAM アプリ
ケーションのクラウドへのデプロイ

– リファクタリング、再設計、ソリューションの新規開発によるビジネス成果の実現
企業のリーダーは IBM Security Identity and Access Management Services による最
新の IAM ソリューションを活用して、複雑さを軽減し、価値実現にかかる時間を短
縮することができます。経験豊富な IAM のコンサルタントと専門家が、ヒト、プロ
セス、テクノロジー、文化を組み合わせた、適切な戦略と運用モデルの構築を支援し
ます。

IBM Identity and Access Management Services は、お客様の IAM 戦略を支援し、
以下のメリットをもたらします。
– お客様のビジネスの戦略的なアドバイス
– IAM に関する深い専門知識

– 世界的なプレゼンスと、地域に合わせたデリバリー

– 業界で認められたセキュリティー・ソフトウェアとシステム

– 先進的なセキュリティーのイノベーションと AI ソリューション
– エンタープライズ・デザイン思考のプラクティスと原則

– より広範なセキュリティー・テクノロジーのエコシステムの能力

詳細情報

IBM Security Identity and Access Management Services が、より優れた利用者/従業員 ID ソリューションの
計画、導入、最適化にどのように役立つかについて詳しくは、IBM 担当者または IBM ビジネス・パート
ナーにお問い合わせいただくか、Web サイト (ibm.com/jp-ja/security/services/identity-accessmanagement) をご覧ください。
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