
コントロール（BPM）、業務プロセス

の監視（BAM）、情報の監査証跡管理

（フォレンジック）、情報の改ざん防

止（暗号化・電子署名）、アカウント

管理／アクセス制御（アイデンティ

ティマネジメント）まで、ビジネス

プロセスの各フェーズに適用可能な

ソリューションを提供している。

特に、内部統制の一環としてトータ

ルで継続的な情報セキュリティ対策が

求められているが、これに対しては、

企業のビジネス環境が、単なる業務連

携から、SOA（サービス指向アーキテ

クチャ）に基づくサービス統合へと進

化してきている。この点を踏まえて、

サービスオリエンテッドな視点でのセ

キュリティ対策として、図２に示すよ

うな「サービス一体化セキュリティ

（SOA+SOS）」コンセプトに基づくト

ータルセキュリティソリューションを

展開している。

企業が内部統制を整備・運用する

うえで重要となるのが、アイデンテ

ィティマネジメント、情報漏えい対

策、フォレンジック（ログ監査）を

はじめとするセキュリティ要件に対

応する仕組みを構築・運用し、継続

的な情報セキュリティ対策を実施す

ることである。

NTTソフトウェアでは、内部統

制の整備・運用の必須要件である情

報セキュリティ対策ソリューション

と し て 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ

（ISMS/ISO27001コンサル、情報セ

キュリティポリシー策定コンサル、

プライバシーマーク取得支援コンサ

ル）から、図3に示すような、情報

流通のモニタリング（ログ監査）、

情報漏えい対策（暗号化）、アイデ

ンティティマネジメントソリューシ

2006年５月施行された「新会社法」

では、資本金５億円以上の企業に対し

て内部統制システムを整備することが

義務化された。また、2008年４月施

行される「金融商品取引法」（日本版

SOX法）では、内部統制の外部監査

が義務付けられることとなっている。

これに伴い、企業は財務会計の透明

性・正確性を高めるための内部統制の

整備・運用が求められている。

NTTソフトウェアでは、企業にお

ける内部統制の整備・運用をサポー

トするICTソリューションを提供し

ている。同社が提供するICTソリュ

ーションは、図１に示すように、経

営思想に準じたシステム構築のため

の基盤技術（EAI）から、業務プロセ

スの標準化（ERP）、業務プロセスの
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ョンを提供している。

●NetDetector

企業内－企業外の情報流通をモニ

タリングし、記録と監査対応を行う

ことにより、不正活動の抑止と不正

発覚時の不正ポイントの早期発見を

行うフォレンジックソリューション。

●CipherCraftシリーズ

情報の改ざん、機密情報の漏えいを

防止する暗号化ソリューション。情報

の盗難・紛失・置き忘れ、メールの誤

操作（誤送信）といったセキュリティ

インシデントに対応する製品をライン

ナップしている。

●CSLGuard、ACTCenter

シングルサインオン、ID管理、

アクセス制御を実現するアイデンテ

ィティマネジメントソリューショ

ン。これにより、

部署ごとの業務

範囲（アクセス）

の明確化及び、

業務実施の制限

による権限分掌

が可能になる。

なお、NTTソ

フトウェアでは、

サービス一体化

セキュリティ・

コンセプトに基

づく新製品として、Webサービス

連携を加速するシングルサインオン

製品 T r u s t B i n d / F e d e r a t i o n

Managerをリリースしている。概

要は囲み記事を参照されたい。
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NTTソフトウェア株式会社
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TEL：03-5782-7261

URL：http://www.ntts.co.jp/
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図3 NTTソフトウェアのIT内部統制、情報漏えい対策ソリューション

NTTソフトウェアでは、異なるベンダーの認証システムを連携

しなければならない企業をまたがるWebサービスにおいて、個々

のWebサイトの認証を、安全なアカウント情報の連携により、一

度の認証処理でアクセスを可能とした新しいシングルサインオン

製品「TrustBind/Federation Manager」を販売開始した。

本製品は、NTT情報流通プラットフォーム研究所が開発した

ID情報流通技術「I-dLive」をベースにしている。最新セキュリ

ティ標準仕様のSAML2.0に完全準拠しており、Webサービス間

でアカウントを連携し、シングルサインオンや属性情報交換を

実現する機能を持つソフトウェア・コンポーネントモジュール

である。本製品をさまざまなWebサービスに組み込むことによ

って、Webサービス間の垣根を越えた展開を効率よく安全に実

現することが可能となる。

本製品を導入したWebサイト間では、一度の認証手続きで全

てのWebサイトにアクセス可能になる。また、ICカードや指紋

認証などのさまざまな認証方式にも対応でき、既存資産の流用に

よる導入コスト削減や導入期間の短縮も実現する。さらに、ユー

ザーの属性情報（年齢や会員制サイトのポイント情報など）をサ

イト間で相互に安全に交換することも可能としており、サービス

を利用するユーザーの利便性をさらに向上することができる。

例えば、TrustBind/Federation Managerを導入することによ

って、利用者がクレジットカードを使って、飛行機やレンタカ

ーの予約をしたい場合、一度カード会社のサイトで認証が許可

されるとカード会社サイトからリンクされている航空会社やレ

ンタカー会社（カード会社と提携していること）に、再度認証

要求されずにアクセスでき、本人としてサービスを受けること

が可能になる（図参照）。
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●1つのIDで認証連携！企業をまたがるWebビジネスでも安全に“つながる”、“ひろがる”
SAML2.0に完全準拠したシングルサインオン製品「TrustBind/Federation Manager」
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