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はじめに
本書は「エンタープライズにおける特権 ID 管理」について、その基礎となる考え方や実施の意
義、特権 ID 管理システムを導入するにあたって検討すべき事項について、実用的な導入指針（ガ
イドライン）を示している。特権 ID は IT システムの性質上必要かつ重要な ID であり、かつ非常
に高い権限を保持することから管理を厳格にする必要がある ID である。本書の作成にあたった
ワーキングループには、特権 ID 管理製品の開発・販売ベンダー、導入経験のある SIer・コンサル
タント等が参加しており、特定の製品に偏向しないことを留意しつつも、特権 ID 管理製品を導入
するユーザー、SIer 等にとって有用となる知識・ノウハウを持ち寄った。
その結果、本書は特権 ID 管理とは何か？から始まり、特権 ID 管理の重要性を解説し、実際の
特権 ID 管理の課題と管理策について解説をおこなっている。また、特権 ID 管理は新しいシステ
ムが導入された時が重要になるため、その実行のガイドラインとなるものを解説した。
これから、特権 ID 管理を導入検討する人には、プロジェクトの推進の準備として、また、現在
特権 ID 管理システムを導入中の人にとっては、現在のプロジェクトをよりよくするためのチェッ
ク、ヒント集として、活用していただけると考えている。
なお、本書は「日本ネットワークセキュリティ協会（ＪＮＳＡ）」の「アイデンティティ管理
ワーキンググループ」にて数年に渡って検討した内容となっており、ワーキンググループに参加い
ただいたすべての方々のご協力に深く感謝する。
また、この分野について詳細に書かれた書籍がほとんど出版されておらず、その意味でも本書の
内容は多くの企業に役立つ内容となっている。
本書があらゆる企業において、特権 ID 管理の適切な導入・運用に貢献できれば幸いである。

特定非営利活動法人
標準化部会

日本ネットワークセキュリティ協会

アイデンティティ管理

ワーキンググループ
リーダ
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宮川 晃一
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1.1. システムにおける特権とは

システムに対する攻撃者は、攻撃対象のシステムへアクセスや操作を行うために、特権を奪取す
ることを試みる。設定済みの許可されている特権 ID を利用してアクセスされた場合、システムか
らは、特権 ID の利用者が正規の権限を持っているか判断できない。そのため、取り扱いには一般
利用者向けのユーザーID（以後、一般 ID）以上に、注意が必要である。

特権とは特別な権限のことであり、辞書によると「特定の（身分や階級に属する）人に特別に与
えられる優越的な権利。」となっている。一方で、情報システムにおける権限とは、システム内の
リソースやファイルへのアクセス権やプログラムの実行権、他のユーザーやプロセス等とのデータ
の共有権限などが考えられる。それらの権限に対して、一般のユーザーより特別に与えられる優越
的な権利が、情報システムにおける特権となる。

表 1-1 システムの権限の例

・

ある役職者以上に与えられたファイル/フォルダーへのアクセス権限

・

ワークフローシステム上での申請に対する承認権限

・

メールシステムへのユーザー登録を行う権限

・

DBMS（データベースマネジメントシステム）の設定変更を行う権限

・

サーバーへアプリケーションをインストールする権限

・

ストレージアプライアンスにリソースプールを作成する権限

・

ネットワークスイッチの設定変更を行う権限

表 1-1 の例は一般のユーザーより優越的な権利を与えられ特権として考えることができるが、本
書では、その中でも「システムの維持・管理のために用意され、起動や停止をはじめとするシステ
ム大きな影響を与えることができる権限」の範囲の特権を持った ID を特権 ID として取り扱う。

表 1-2 本書で取り扱う特権 ID の定義

特権 ID：
システムの維持・管理のために利用する ID であり、システムの利用目的（業務目的）以
外で利用するすべての ID

なお、システムの利用目的（ファイル共有やワークフロープロセス）内での優越的な権利を持っ
た ID の管理については、当ワーキンググループで作成した「エンタープライズロール管理解説書」
をご参照頂きたい。
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1.2. 特権 ID の特徴

特権 ID は、システムの導入時やシステムそのものの設定変更時に利用される。具体的には、
root や Administrator、admin など OS やミドルウェアにあらかじめ組み込まれたユーザーアカウ
ント、SYS や SYSTEM、sa など DBMS（データベースマネジメントシステム）のアカウント、
manager などネットワーク機器やストレージ機器のアカウントなどが挙げられる。また、現在の
システムでは、権限管理機能が実装されているものが多く、システムの管理に関わる権限を付与
した任意の ID も特権 ID となる。

表 1-3 特権 ID の例

特権 ID の例

システム/機器
Unix、Linux

root 権限を持った ID

Windows

administerator 権限を持った ID

ネットワーク機器

enable コマンドによる特権モード
administerator コマンドによる特権モード

DBMS

sys、sa

一般ユーザー向けの ID とは異なり、広範囲で強い権限を与えられた特権 ID には、あらかじめ
組み込まれているなど、いくつか実装のパターンがある。製品に実装されている特権および特権
ID のパターンを表 1-4 に示す。
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表 1-4 製品に実装されている特権および特権 ID のパターン

ID がハードコーディング

パスワード

されている（固定 ID）

パスワード無し
デフォルト（既定）パスワードが設定されてい
る
初期設定時にパスワード登録を行う

ID

ID の追加登録
ハードコーディング/ビルトインされている ID の
無効化
ハードコーディング/ビルトインされている ID の
削除

デフォルト（既定）ID が

パスワード

登録されている

パスワード無し
デフォルト（既定）パスワードが設定されてい
る
初期設定時にパスワード登録を行う

ID

デフォルト ID の変更
ID の追加登録
ハードコーディング/ビルトインされている ID の
無効化
ハードコーディング/ビルトインされている ID の
削除

ID をユーザーが設定する

パスワード

パスワード無しでの登録

ID

複数 ID の登録

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association
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1.2.1. 一般 ID と特権 ID の違い
特権 ID は、一般 ID と比較して権限の範囲が広いため、操作ミスや故意の操作による影響範囲
も広くなる。また、前述したようにシステムにあらかじめ組み込まれているため、ID そのものが
情報として公開されてしまっていることが多くパスワード攻撃を受けやすい。さらには、運用上で
共有して使われることが多く、いつ誰が利用したか特定しにくい環境が発生しやすい。

表 1-5 一般 ID と比較した場合の特権 ID の特徴

一般 ID と比較した場合の特権 ID の

影響

特徴
不正アクセスや誤動作等が発生した場合、一般 ID に

権限の範囲が広い

比べ、大きな被害になりやすい
デフォルト（既定）の ID として用意

ID が知られているため、パスワード攻撃を受けやす

されている

い

運用上、共有する ID となりやすい

利用者の識別が難しいため、監査ができない。
パスワードが変更しにくい

上記のことから、特権 ID の誤った運用による脅威として次の点があげられる。

誤用：単純なミスによる障害発生
乱用：過度な操作
故意：悪意を持った操作
監査不能：誰がいつ操作したか不明

また、特権 ID のライフサイクルは、通常の ID 管理における ID ライフサイクルの視点にプラス
して、システムの採用から破棄まで視点も必要であることを意識しておく必要がある。特にビルト
インされた特権 ID は、システム管理者が変更になった場合でも存続する ID となり、利用者視点
でのライフサイクルとは時間軸が異なるからである。
特権IDのライフサイクル

システムの
採用

開発・構築

運用

改修

廃棄

図 1.1 特権 ID のライフサイクル
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1.2.2. 特権 ID が奪取された場合の影響度
奪取された特権 ID がどのレイヤで利用されているものかによって、システムに与える影響度が
大きく異なる。一般的に、より下位レイヤー（ハードウェア基盤に近い層）の ID が奪取された場
合には、それよりも上位のレイヤへの制御・改ざん・破壊などが可能となるため、システムへの影
響度は相対的に大きいと言える。

図 1.2 システムのレイヤと特権 ID の影響範囲

1.2.3. 利用用途の観点でのセキュリティリスク
保守要員などに対し、本来は、運用上の権限範囲を狭く小さく定義するべきメンバーに対して、
ハードウェアや OS の障害発生時を想定し、特権 ID またはそれに相当する権限を保持する ID を割
り振らざる得ない状況が発生する。システム的な制限だけではなく、「社内規定」、「運用手順
書」、「承認フローの遵守」など運用ルールの確立、さらにはログ管理によるトレーサビリティの
確保により、想定外の作業事故や故意の不正アクセスなどを抑制する努力も必要となる。

図 1.3 特権 ID の利用者と権限範囲

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association
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2.1. 特権 ID の利用の現状

特権 ID は与えられた権限が大きい/強いため、便利に利用できる。特に製品の出荷状態から設定
されている特権 ID は、初期設定作業のためにすべての権限を与えられている場合が多い。その利
便性の高さから、初期設定の作業が終了しても、そのまま利用を続けてしまいがちになる。

次のような使い方をしてしまってはいないだろうか。
製品にビルトインされた特権 ID を構築作業時にベンダーが設定したパスワードのまま、複数
名の IT 担当者が共有で常時利用している

特権 ID の利用場面において、課題が考えられる具体的な事例を挙げる。
・ 製品にビルトインされているアカウントを使っている。
・ 構築/設定作業時にベンダーが設定したパスワードがそのままになっている。
・ 不特定多数のユーザーが使っている。
・ 何でもできる便利なアカウントとして常用している。
・ 連携用として複数のシステムで共有している。
・ 長期間同じパスワードで利用している。
・ 同じパスワードを複数のシステムで使いまわしている。
・ 類推しやすいパスワードを設定している。

これらの現状に対し、個別に背景と脅威と対策について述べる。実際には例にあげた使い方が組
み合わさった状況で特権 ID を利用しているケースがほとんどであり、個別では対策仕切れないこ
とが多い。自組織に合うように組み合わせて検討することをお勧めする。

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association
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2.1.1. ビルトインアカウントの利用
ネットワーク機器やアプライアンス機器、OS も含めたソフトウェアなどの製品には、出荷時か
ら組み込まれた特権 ID が用意されており、多くの場合は、それらのアカウントを利用して最初の
構築を行う。出荷時から組み込まれた特権 ID はその利用場面の性格上、すべての権限をもってお
り、通常の運用には不要な権限も含まれているが、便利なためそのまま運用フェーズでも利用し続
けてしまうことが考えられる。
また、最近の製品はセキュリティの観点から、新規の管理者用 ID や権限分掌、監査用 ID 設定
などの機能が実装されているが、あらたに特権 ID を設定すると管理上の手間が多少なりとも発生
するため、運用フェーズでもそのまま組み込みの特権 ID を使い続けてしまうことが考えられる。

理由/背景

あらたに ID を設定することに手間がかかる
設定した特権 ID の利用頻度が低いため、失念してしまう恐れがあるのでマ
ニュアルにも記載されている ID を利用したい。
製品上、設定できない仕様となっている。

脅威

製品にビルトインされている特権を持った ID は、初期パスワードを含めイン
ターネット上に情報として公開されてしまっていることが少なくない。
設定・構築のため、すべての権限をもった特権 ID のため、運用時において必
要以上に権限を付与してしまう。

対策

パスワードは初期値から必ず変更（空白＝NULL の場合は設定）する
システム上、無効化が可能な場合はビルトインの特権 ID を無効化する
パスワードの持ち主を決め、変更後のパスワードをわからないように隠匿す
る

2.1.2. 構築/設定作業時パスワードの継続利用
開発業者、構築業者に作業を依頼し、作業に利用していた特権 ID をそのままの設定で使い続け
る、逆に運用フェーズに入って利用するための特権 ID 用パスワードを構築業者に設定依頼してい
るなどの現状が見受けられる。大規模なプロジェクトであれば開発環境と本番環境が厳密に管理さ
れ、前述のようなことはあまりないと考えられるが、小規模であるもののサーバー台数が多い割に
管理者が少人数な場合などに起こりがちである。障害が発生した場合に、業者にすぐにシステムへ
アクセスし調査を依頼したいなどの事情もあり、構築時の設定をそのままにしておくようなケース
も考えられる。
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理由/背景

変更することが手間である。
変更することが必要であることを失念していた。
いざという際にベンダーに調査を依頼したいのでそのままにしておきたい。
パスワードの管理をベンダーに任せている。
ID/パスワードを払い出す仕組みがない。

脅威

パスワードを知っているベンダー側のエンジニアの把握が困難になる。その
ため、パスワードがどのように伝搬するか制御ができない。別の作業時に勝
手にアクセスされても把握がしにくい状況に陥る。

対策

作業ごとに ID を払い出し、作業後はベンダーに払い出した ID を無効/削除す
る、もしくはパスワードを変更するなどの運用を行い、意図しないところで
アクセスされることを防ぐ

2.1.3. 不特定多数の利用者
特権 ID は一般 ID とは異なるライフサイクルを持つ面もあり、システムのライフサイクルの中
で管理者の変更が発生するなど運用上の理由から、完全な共有利用の排除は困難である。また、管
理を担当するユーザー毎に改めて管理用特権 ID を発行する手間や、特権 ID を増やすことへの心
理的抵抗感もあり、システムにあらかじめ用意された特権 ID の管理を担当するメンバーで共有し
ているケースは多く見受けられる。

理由/背景

管理者個別に ID を発行することが手間である。
特権を持った ID を多く発行することに抵抗がある。

脅威

ID を共有してしまうと、実際に誰が利用したか把握できなくなる。万が一不
正アクセスが起きた場合、利用者の特定が困難である。

対策

一般ユーザーとしてログインした後、特権を付与する機能（sudo や runas）
を活用する。
貸し出しの管理台帳で管理する。

2.1.4. 特権 ID の常用
運用上、特権が不要の場合でも常に特権 ID でアクセスしているケースである。「管理者が操作
（オペレーション）毎に ID を使い分けることが煩わしい」など操作性/利便性による特権 ID を常
用の背景が考えられる。

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association
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理由/背景

オペレーション（作業）ごとに ID を使い分けるには手間がかかる。
アプリケーション・プログラムも特権 ID アカウントを利用しているため、あ
まり意識していない。
ID を分けるにしても、アプリケーションごとにどのような権限を与えれば良
いかわからない。
利用のたびに特権 ID の利用申請を行うことが面倒である。

脅威

何のためにその特権 ID でアクセスしてきたのか特定することが困難。
アプリケーション・プログラムがアクセスする ID と同様の ID で管理者がア
クセスした場合にアクセスの要因をトレースすることが困難。
オペレーション上不必要な権限を持つ ID の利用による人的ミスで障害を誘発
する可能性が高まる。

対策

特権を持つ ID を付与するユーザーは必要最低限とする。
複数名での ID の使い回しをやめる。
あらかじめ想定できるオペレーション権限を策定し、適切なタイミングで適
切な管理者に対してのみ最低限の権限を付与する。

2.1.5. システム連携用 ID
古くに開発され、実装されたシステムで見受けられるケースである。システム自体に連携用 ID
として相手側の特権 ID を埋め込んでしまっているような実装になっているため、容易に変更がで
きない。さらには認証用のパスワードまで埋め込んでいる場合、パスワード変更すらできず、他の
システムまで影響を及ぼしていることが考えられる。このケースの場合、残念ながらシステムの改
修や更新のタイミングで是正する以外に対処はできないものとなる。

理由/背景

連携用の ID の利用ルールを事前に定めておらず、それぞれ勝手にパスワード
までプログラムに書き込んでしまっている。
他システムで、処理に必要な権限を把握しておらず、特権 ID でとりあえずな
んとかしたい。
連携用 ID に求められる権限が分かっていたとしても、専用 ID を準備できな
い。

脅威

ID とパスワードが連携対象のシステム側にわたるため、そこからパスワード
が漏えいする可能性がある。
複数のシステムで特権 ID を共有してしまうと、パスワードの変更に対応でき
ない使い方をするシステムが一つでも存在する場合、パスワードの変更その
ものが困難になり、漏えいのリスクが高まる
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対策

パスワードを使う場合は、定期変更可能な実装を行い、パスワードの変更プ
ロセスを決めておく。あるいは、証明書認証を使い証明書の更新プロセスを
決めておくなど連携用 ID の利用ルールを事前に決める。
パスワードを補完する場合は、暗号化やファイルへのアクセス制御などを行
う。

2.1.6. 特権 ID へ設定するパスワード
特権 ID に設定するパスワード運用に当たっての問題点は、一般 ID との本質的な違いはそれほ
ど大きく無いが、「特権 ID そのものを共有されることが多い」、「ビルトインされている特権 ID
である」という前述の運用と組み合わされて課題が顕著に現れると考えられる。特権 ID のパス
ワードの設定状況の例を次にあげる。

・ 長期間同じパスワードで利用している
・ 複数のシステムの特権 ID に同じパスワードを設定している
・ 特権 ID に簡単な（類推しやすい脆弱な）パスワードを設定している

2.1.6.1. 長期間同じパスワードでの利用
特権 ID を長期間同じパスワードで運用している背景として、「一度設定したパスワードを変更
すると周知に手間がかかる」、「変更した際のシステムへの影響度が不明なため、変更できない」
などの理由が考えられる。一つ目の課題は、特権 ID を複数名で共有していることで原因として挙
げられる。

理由/背景

一度設定したパスワードを変更すると周知に手間がかかる。
変更した際のシステムへの影響度が不明なため、変更できない。
管理対象のサーバーやシステムが多く、定期的にパスワードを変更するとい
う運用が出来ない。

脅威

異動や退職により、管理者の任が解かれた人がアクセスできる手段を知って
いる状況になる。トラブルによる退職者の逆恨みによる不正アクセスの事件
などが実際に起きている。

対策

パスワード自体を解読される可能性を減らすため、または解読される、知ら
れてしまったため進入を許すなどの被害を最小限に抑えるという点で、パス
ワードの利用後に変更（使い捨て）することが有効である。
連続したアクセス試行に回数制限を設定する方策も有効である。
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2.1.6.2. 複数システムの特権 ID に対して共通のパスワードを設定
サーバーやネットワーク機器などが数十台ある場合、それぞれで異なるパスワードを設定するに
は、その分「パスワードを考える必要がある」、「覚えきれない」など管理に手間がかかる。その
ため共通のパスワードを使いまわしてしまいがちである。

理由/背景

それぞれのシステムで個別に特権 ID のパスワードを設定すると管理に手間が
かかる。

脅威

一つのシステムの特権 ID のパスワードが漏れてしまうと、複数のシステムの
特権が奪われることになる。

対策

各システムで個別のパスワードを設定することで被害を最小限に食い止める
ことができる。パスワードの一部にホスト名の頭文字をつけるなど、使い回
しを防止しながらも管理しやすい生成ルールを考える方法などがある。

2.1.6.3. 類推しやすいパスワードを設定
特権 ID に限った問題ではないが、前述の複数名での共有している問題とも関連し、覚えやすい簡
単なパスワードを設定してしまうという背景が考えられる。

理由/背景

特権 ID に複雑なパスワードを設定すると失念してしまう。
システムの仕様でパスワードに設定可能な文字種や文字数の制限がある。

脅威

インターネット上には、パスワード解析のためのツールや辞書が出回ってお
り、脆弱なパスワードではすぐに解読されてしまう可能性が高く、不正アク
セスを防ぐ効果が下がる。

対策

類推しにくいパスワードを設定する（SplashData 社”Worst Passswords” List
等にランクインしているパスワードは設定しない）。複雑さを維持しながら
管理しやすいパスワード生成方法などを利用して、パスワードを設定する。
システム仕様上の制限がある場合は、ネットワークや物理的（サーバールー
ムへの入退室）な制限を組み合わせて管理する
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2.2. 特権 ID の管理策

2.2.1. 理想と現実のギャップ
本来は、特権 ID の権限を細かく分割し、特権の利用を開始するタイミングで作業や操作に最低
限必要な「コマンド」や「データ」のみの権限を付与し、利用を終了するタイミングで権限を剥奪
することにより、誤用・乱用・故意によるシステムへの影響、情報漏えい等を最小限に抑えること
が望まれる。

最小特権や強制アクセス制御等を実現する方法として Trusted OS の導入があるが、現在のとこ
ろ、実際に利用されるケースはあまり多くない。サービス追加やシステム変更等を行う際煩雑さ、
対応するプラットフォームの少なさが、Trusted OS が利用されない要因の一つとして考えられる。
また、特権 ID 利用者（管理者）が少ない場合、特権 ID 利用者は複数の権限の ID を利用するた
め、権限を細かく分割しても効果が少ないと思われる。

2.2.2. 特権 ID の管理策のポイント
特権 ID は、システムの維持（メンテナンス）に利用されるため、管理者/作業者に必要なアクセ
ス権を付与する必要がある。一方で、必要以上の権限を付与してしまうことによる誤用や乱用を防
止する対策/管理策が必要である。
実際にはシステムにあらかじめ組み込まれた特権 ID を複数の管理者/作業者が共有して運用され
ているケースが多く見受けられる。システムに組み込まれた特権 ID の共有を避け、管理者、作業
者それぞれのアカウントを作成して運用すべきである。少なくともいつ誰が特権 ID を利用してア
クセスしたか履歴の管理が必要である。また、特権 ID を利用する際には、正しい手続きとして、
利用者の申請と作業範囲と内容の把握、それらに対する承認・許可の一連のフローが必要である。

図 2.1 特権 ID の管理策のポイント
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2.2.3. 特権 ID の利用における現状と管理策の関係
前項「2.1 特権 ID 管理の利用の現状」であげた 6 つの利用の現状と管理策のポイントの関係性
を確認する。

表 2-1 特権 ID 利用の現状と管理策ポイントの関係性

特権 ID の利用の現状
ビルトインアカウントの利用

管理策のポイント
アクセス管理強化

構築/設定時パスワードの継続利用

アクセス管理強化
トレーサビリティ
アクセス管理強化

不特定多数の利用者

本人確認の強化
トレーサビリティ

特権 ID の常用
システム連携用 ID
特権 ID へ設定するパスワード

アクセス管理強化
アクセス管理強化
トレーサビリティ
本人確認の強化

2.2.4. アクセス管理の強化
特権を利用するシステムへのアクセスを強化するための方法としては、社屋や部屋へのアクセス
を制御する「物理的な方法」と、ネットワーク機器やアプライアンス機器、OS も含めたソフト
ウェアなどの製品に対してアクセスを制御する「システムによる方法」がある。
これらの方法を効率的に組み合わせて対策することが効果的である。

表 2-2 特権を利用するシステムへのアクセスを強化するための方法

アクセス強化方法

アクセスを制御するための方法例
ビル、データセンターの入退場を管理する

物理的なアクセス強化

サーバールームへの入退室を管理する
システムを利用できる端末を限定する
端末のログインユーザを限定する。

システムによるアクセス強化

特定のユーザーのみに特権を付与する。
特権を利用する度に認証情報を変更する。
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2.2.4.1. 物理的なアクセス強化

現在、オフィスビルやサーバールームへのアクセス管理は、入退時に実施することが多い。オ
フィスビルでは、出入り口で入退場ゲートや警備員による社員証の認証を行い、適切な人間のみを
社屋へ入ることを許可する。また、サーバールームでは、鍵や IC カードによる入退管理を実施し、
適切な人間のみをサーバールームへ入ることを許可する。
機密性の高い情報を管理している施設については、指紋、静脈、虹彩、顔などによるバイオメト
リクス（生体）認証が使われることもある。

2.2.4.2. システムによるアクセス強化

現在リリースされている多くの製品は、特権 ID を管理する仕組みが実装されている。そのため
正しく利用すれば特権 ID のアクセス管理の強化が可能である。代表的な機能について紹介する。
実際に利用する場合は、機能の詳細を確認して個別の運用に合わせて設定することで、より適切に
管理ができるだろう。

表 2-3 特権 ID の利用方法

システム
Unix、Linux

特権の利用方法
特権 ID でログイン
一般ユーザーでログインし、su コマンドにより特権ユーザーへ移
行
一般ユーザーでログインし、sudo コマンドにより特権コマンドを
実行

Windows

特権 ID でサインイン
一般ユーザーでサインインし、runas コマンドにより特権コマン
ドを実行

ネットワーク機器

ユーザーモードでログインし、enable コマンドにより特権モード
へ移行
ユーザーモードでログインし、administrator コマンドにより特権
モードへ移行

DBMS

一般ユーザーでログインし、connect コマンドによる特権 ID での
接続

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association
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2.2.4.3. オペレーティングシステム（Unix/Linux 系）

su コマンド：
ユーザーを切り替えるコマンドである。ユーザーを指定しないことで管理者権限（スーパーユー
ザー）を得ることができる。組込み特権 ID である root で直接ログインせず、個人を特定できる
ユーザーID でログインした後、su コマンドを利用し特権を得ることにより、特権利用者の特定が
可能となる。

sudo コマンド：
指定したユーザーでコマンドを実行する機能である。ユーザーを指定しない場合は root 権限で
コマンドを実行する。組込み特権 ID である root の権限すべてを付与することなく必要な範囲で権
限委譲が可能になる。コマンドの実行に当たっては、ユーザー自身のパスワード入力を行う。要求
されるのはユーザー自身のパスワードのため、root のパスワードを共有せずに root 権限を付与で
きる。visudo コマンドにより、sudo を実行できるユーザーリストの/usr/local/etc/sudoers（他の
OS ではパスが異なる場合がある）を編集するが、許可するコマンドやエイリアス機能を活用する
ことでより詳細に設定が可能である。

2.2.4.4. オペレーティングシステム（Windows 系）

runas コマンド：
runas コマンドにより、一時的に他のユーザー権限でコマンドを実行できる。通常は一般ユー
ザー権限で操作を行い、必要なときに runas コマンドにより特権でプログラムを実行することで、
誤操作等による障害を防ぐことができる。

administrator と administrator グループ
組込みの管理者“administerator”はセキュリティ識別子（SID）の末尾が 500 に設定されてお
り、既定ではシステムに対するフル コントロールが与えられている唯一のユーザー アカウントと
なる。administrators グループに所属しているユーザーは厳密には同一権限とはならないため、
UAC（User Account Control）の管理者承認モードの変更が必要になる場合がある。

LAPS（Local Administrator Password Solution）：
Active Directory（AD）に参加している端末のローカル管理者アカウントを管理するツールとし
て Microsoft から提供されている Local Administrator Password Solution（LAPS）の利用の検討
を推奨する。ドメインに参加しているコンピュータのローカル管理者アカウントのパスワードを
AD から管理することができるツールである。
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2.2.5. 本人確認の強化
固定パスワードによる認証は、ほとんどのシステムで搭載されており、導入が容易であることか
ら、多くの環境において利用されている。しかし、パスワードの漏えい（盗み見、パスワード攻撃、
パスワード管理の不備など）により不正に利用されるリスクも大きい。その結果、本人確認の正確
性において、問題が生じる危険性がある。
セキュリティ事故が発生した場合、正確な本人確認ができないと、調査が遅れるだけではなく、
被害が拡大する危険性がある。特に特権 ID に関しては、影響がさらに大きくなる。また、特権 ID
の利用はシステムへの影響が大きいことから、監査においても本人確認の正確性が要求されるケー
スが多い。
本人確認を強化する手段の例として、多要素認証(二要素認証)による本人確認が挙げられる。

最近では、スマートフォンのアプリケーションを利用した本人確認の手法などが提供されている

バイオメトリクス認証

図 2.2 本人確認の方法

2.2.6. トレーサビリティの確保
平常時は、特権 ID が適切に利用されているか監査でき、非常時には事故の究明のためにトレー
サビリティの確保が重要である。同時に故意による不正に対する抑止力としての位置づけとしても
重要である。
トレーサビリティの確保の手段としては、特権 ID の貸出し記録台帳などを用意し運用にて人手
を介して行う方法や、システムを導入する方法が考えられる。システムと運用チームが小規模であ
れば、費用対効果の面で記録台帳を使った運用でも良いが、システムが大規模または運用を担当す
るメンバーが大人数で業者などの他社の担当者もかかわるような場合は、トレーサビリティの確保
のみならず運用コスト、監査コストを低減するためにも、特権 ID を管理するシステムの導入が不
可欠である。
特権 ID 管理システムには、作業者および作業端末と作業対象となるシステムの間にゲートウェ
イとして配置し、制御を行うタイプ、作業端末に導入するタイプ、特権 ID 管理対象のサーバーに
導入するタイプなどがあげられる。これらは基本的に、いつ誰がどのサーバーにアクセスしたかを
作業時のログを記録し、保存している機能を持っており、トレーサビリティの確保が可能となって
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いる。非常時の事故究明のためには、作業内容を記録し、保存しておくことも重要である。

図 2.3 ゲートウェイタイプの特権 ID 管理システム
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2.3. システム実装における特権 ID の管理

2.3.1. 新規システムへの特権 ID 管理の適用
特権と特権 ID は、システムのあらゆるレイヤ、あらゆる場面で存在し登場する。その特権を奪
取され、なりすまされると不正アクセス、破壊工作、情報漏えいなど、ありとあらゆる脅威にさら
される。新規システムの導入時には、企画の時点から、特権 ID に関する本人確認、アクセス管理、
トレーサビリティを考慮し、検討することが必要である。

採用システム機能と導入プロセスに関する視点：
・ 特権 ID の設定に柔軟性あり、運用に即した実装が可能であることの確認。
・ 構築担当者（業者）との特権 ID の共有を避け、運用と切り離す。

採用システムの運用ルールに関する視点：
・ 特権 ID の共有やデフォルト ID の利用は避け、管理者、作業者個別の ID を設定する
・ パスワードポリシーに従った、厳密なパスワード管理を行う
・ 管理者、作業者の権限に応じたアクセス権を付与する
・ ログイン/ログアウトだけではなく、操作内容の記録を行う。

2.3.2. 既存システムへの特権 ID 管理の適用
特権 ID の共有やデフォルト ID を利用しているケースが多く見受けられる。本人確認、アクセ
ス管理、トレーサビリティの観点から、管理者・作業者個別の ID を作成することが望ましいが、
運用の変更を伴うため、難しいと思われる。
このような場合は、特権 ID 管理システムのような、共有 ID 利用時でも利用者を識別できる仕
組みを導入することを検討する。または申請/承認ワークフローを見直し、特権 ID 利用者の確認と
作業内容の確認を行う

表 2-4 特権 ID の実装方法と管理策

特権 ID の実装方法
ハードコーディングさ

ID の追加登録

管理策
可能

れている（固定 ID）

ID を追加し、追加した ID を利用
する

不可

推測困難なパスワードを利用し、
適切なタイミングで変更する。
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ハードコーディング

可能

されている ID の無
効化

ハードコーディングされている
ID を無効化する

不可

推測困難なパスワードを利用し、
適切なタイミングで変更する。

ハードコーディング

可能

されている ID の削
除

ハードコーディングされている
ID を削除する

不可

推測困難なパスワードを利用し、
適切なタイミングで変更する。

デフォルトのパスワードが登

初期設定時に推測困難なパスワー

録されている

ドに変更する

デフォルトでパスワードがブ

初期設定時に推測困難なパスワー

ランク（空白）

ドに変更する

パスワードの初期登録が必要

初期設定時に推測困難なパスワー
ドに変更する

デフォルト（既定）ID

ID の追加登録

可能

ID を追加し、追加した ID を利用
する（デフォルト ID は利用しな

が登録されている

い）
不可

パスワードを適切なタイミングで
変更する

デフォルト ID の無

可能

デフォルト ID は無効化する

効化

不可

推測困難なパスワードを利用し、
適切なタイミングで変更する

デフォルト ID の削

可能

デフォルト ID を削除する

不可

推測困難なパスワードを利用し、

除
適切なタイミングで変更する
ID の変更

可能

デフォルト ID を変更する

不可

推測困難なパスワードを利用し、
適切なタイミングで変更する

デフォルトのパスワードが登

初期設定時に推測困難なパスワー

録されている

ドを設定する

デフォルトでパスワードがブ

初期設定時に推測困難なパスワー

ランク

ドを設定する

パスワードの初期登録が必要

初期設定時に推測困難なパスワー
ドを設定する
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ID の初期登録が必要

複数 ID の登録が可能

利用者ごとに ID を作成する

ブランクパスワードでの登録

初回ログイン時にパスワードの変

が可能

更が強制される設定をおこなう

2.3.3. 特権 ID システムの種類
ここまでの項において「現在リリースされている多くの製品に実装されている特権 ID を管理す
る仕組み」を紹介してきているが、すべてのシステムに特権 ID を管理する仕組みが実装されてい
るわけではない。例えば、自社開発のシステムや、古いシステムでは特権 ID を管理することを想
定せずに作られていることもある。また、企業で利用している個々のシステムには特権 ID を管理
する仕組みが実装されていたとしても、それぞれに設定をしていくことは非常に煩雑になり、運用
を考慮すると現実的ではなく、せっかくの機能が利用されていないこともあるのが実情である。そ
のようなシステム実装およびその後の運用の課題を解決し、特権 ID の管理・運用を効果的・効率
的に行い特権 ID 管理が目的とするところを実現するために、製品ベンダーやソリューションベン
ダからは特権 ID 管理システムが提供されている。
本解説書はベンダーに中立的なスタンスをとっているため、個別の製品を紹介することは是とし
ないが、いわゆる「特権 ID 管理システム」の種類・アーキテクチャの特徴などを紹介することで、
実際に特権 ID 管理導入の現場で役立ててもらいたいと考えている。
以下に、特権 ID 管理システムの種類とその特徴を紹介する。（なお、種類やカテゴリ分け・特
徴などはわかりやすさを重視して記述している。実際の導入の際には詳細に製品を検討することを
お勧めしたい。）

<種類>
「2.2.5 トレーサビリティの確保」の項でも記載しているが、特権 ID 管理システムは大きく分ける
と「ゲートウェイタイプ」と「エージェントタイプ」に大別される。以下それぞれの特徴を記載す
る。

<ゲートウェイタイプ>
特権 ID が保持され利用されている管理対象システム（サーバ等）と管理対象システムにアクセス
し特権を用いて作業を実施する作業者・作業端末（クライアント PC 等）の間にゲートウェイとし
て配置し、アクセス管理・本人確認の強化・トレーサビリティの確保を実現する。
利点：ゲートウェイタイプの利点としては、さまざまなゲートウェイタイプのセキュリティ製品
（侵入検知装置、ファイアウォール、セキュア Web ゲートウェイ、Email ゲートウェイ、プロキ
シ型シングルサインオン等）と同様に管理対象システムやクライアント端末に直接的に実装が発生
しない・システム的な変更が必要ないというところである。そのため、既存システムへの特権 ID
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管理の適用の際には大きなメリットを持つことになる。
欠点；こちらもゲートウェイタイプのセキュリティ製品（その特性から境界型セキュリティ製品と
いってもよいだろう）に共通であるが、特権 ID 管理システムを経由したアクセス・通信しか制御
できないということである。例としては、直接管理対象のサーバーにディスプレイとキーボードを
つないで作業するといったケースには対応できず、アクセス管理・本人確認の強化・トレーサビリ
ティの確保が実現できない。したがって、ゲートウェイタイプを検討する場合には、ゲートウェイ
を経由しないアクセスを如何に防御・検知・監視するかも同時に検討する必要がある。

（再掲）図 2.4.3.1 ゲートウェイタイプの特権 ID 管理システム

<エージェントタイプ>
特権 ID が保持され利用されている管理対象システム（サーバー等）または管理対象システムにア
クセスし特権を用いて作業を実施する作業者・作業端末（クライアント PC 等）に特権 ID 管理シ
ステムのエージェントを導入し、アクセス管理・本人確認の強化・トレーサビリティの確保を実現
する。
利点：エージェントタイプの利点としては、ゲートウェイタイプにある欠点が発生しないというこ
とであろう。つまり、管理対象サーバーまたは作業端末に直接エージェントを導入するため、どの
ような経路でのアクセスでもエージェントによりアクセス管理・本人確認の強化・トレーサビリ
ティの確保が実現できる。次に述べる欠点をクリアすることができれば、より強固に特権 ID 管理
を実現できることになる。
欠点：エージェントタイプの欠点として留意してほしいのは、管理対象システム（サーバ等）や作
業端末（クライアント PC 等）に直接エージェントを導入するという特性上、対応するプラット
フォームや OS に制限があるということである。特に特権 ID 管理システムを導入する動機として
「自社開発のシステムや、古いシステムだったのため、特権 ID を管理する機能がないものを補完
する」のような場合には、対応するプラットフォームであるか、既にサポート保守切れなどしてい
ないかの確認が必要となる。また逆に新しい OS やプラットフォームへの対応が迅速に行われるか
も同時に確認する必要があるだろう。このような点から既存システムへの特権 ID 管理の適用にお
いては問題（プラットフォームや OS に対応していない）が発生する場合がある、また導入の手間
も発生するため、新規システムの導入時に、特権 ID 管理の適用も要件として踏まえ実装し、OS
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やシステム改変時に適用するようなケースが考えられる。

図 2.5.3.2 エージェントタイプの特権 ID 管理システム
（管理対象システムにエージェントを導入する例）

ゲートウェイタイプ、エージェントタイプとも利点・欠点が存在することをご理解いただけたと思
う。是非自社システムにどちらのタイプが適しているかを検討して頂きたい。また、製品によって
はゲートウェイタイプ、エージェントタイプの良いとこ取りのようなアーキテクチャや双方の導入
方法を選択できる場合などもあるのでそのような点も踏まえておくと検討がしやすくなるだろう。

2.3.4. ユースケース
ここでは、実際のユースケースを想定し、その背景を設計面、運用面から考察し、その脅威と改
善策について考える。

＜背景＞
■設計時
IT 企画担当部門は、新たなアプリケーションサーバの構築のため、新規に SI ベンダーに設
計から構築を委託することとなった。
・ アプリケーションサーバのアクセス制御などの詳細設定は SI ベンダーに全面的に委託
・ SI ベンダーは、OS システムの構築用にビルトインされた特権 ID（Administrator）
を利用して構築、引き渡し。アプリケーションについてもアプリケーションソフトの
ビルトインされた特権 ID（admin）を利用し、パスワードを OS と共通のものを設
定。
・ OS のログイン設定では、直接特権 ID にてアクセスが可能な状態となっている。
・ 定常運用時にどのようなオペレーションで特権 ID が必要となるかの洗い出しがなされ
ていない。
・ IT 管理者に対して割り当てる権限は、特権 ID と同等のロールを割り当てている。
・ 特権 ID の管理策が策定は設計のフォーカス外となっており、特権 ID 管理システムの
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導入を含めた検討はなされなかった。

■運用時
構築完了後、IT 企画担当部門から運用を引き継いだ IT 運用担当部門では、導入時のシステ
ム設定を踏襲して運用を開始した。
・ OS、アプリケーションに設定されている特権 ID について、ビルトインの特権 ID をそ
のまま利用することとした。保守を行う SI ベンダーとの保守情報のやり取りを簡略化
するために特権 ID アカウント、パスワードの変更を行わないまま引き渡すこととし
た。
・ IT 運用担当部門では、ビルトインの特権 ID で OS システムへ直接アクセスできるた
め、各自に割り当てられたユーザーID が利用されないケースがある。
・ サーバシステムとアプリケーションの管理・運用は別組織で対応することになってい
るが、組織内で特権 ID 情報が共有されている。
・ 特権 ID 利用時の申請、作業範囲の明確化、承認プロセス、一時的な権限付与のプロセ
スが決まっておらず、利用者のどの範囲まで特権 ID が付与されているか管理されてい
ない。
・ 特権 ID 及び特権 ID に準ずる権限を持っているアカウントの管理、パスワードの定期
的な変更が行われていない。
・ アクセスログ（ログイン成功、失敗、特権昇格など）の収集、管理方法を決定せずに
サーバローカルでのみ蓄積されている。

＜想定される脅威＞
・ 構築当初から特権 ID のパスワード情報が変更されていないため、パスワード情報の漏
えいが即、不正アクセスに繋がると同時に内部及び委託ベンダーによる意図しないア
クセスが発生する可能性がある。また、悪意を持ってサーバシステムの情報の窃取を
行った場合、発見が遅れる恐れがある。
・ 特権 ID による OS システムへの直接アクセスが許可されているため、実際にアクセス
した利用者の特定が困難であるとともに、
・ 利用者の本人確認が困難となり、万が一不正アクセスが発生した場合に、事後の利用
者の特定が困難となる。
・ 特権 ID 管理の手法が決まっていないため、特権 ID を利用可能なユーザーの適切な管
理ができない。
・ ビルトインの ID をそのまま利用することが可能となっているため、パスワード情報の
漏えいが即、不正アクセスに繋がる。
・ サーバシステムとアプリケーションの管理者が分かれているにもかかわらず、特権 ID
が共有されていることから、最小権限の原則から外れ、意図しないオペレーションに
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よるインシデントが発生する可能性がある。
・ OS とアプリケーションそれぞれの特権 ID のパスワードが共通のため、パスワード情
報が漏えいした場合の影響度が大きい。
・ 権限付与にあたっての付与要件、承認・変更・削除プロセスが不明確なことにより、
意図しないユーザーが長期にわたり特権 ID を利用可能となることで、内部からの情報
漏えいなどを誘発する恐れがある。

＜改善策＞
・ ビルトインの特権 ID を廃止し、新たに管理者権限相当の ID を作成する。
・ 管理者権限相当の ID については、必要最低限の利用者にのみ個別に割り当てることと
して、ID の共有化を禁止する。
・ Unix 系システムにおいては、アクセスする際には極力特権 ID で直接ログインできな
いように制御を行い、利用者個別に割り振られるユーザー権限を持つ ID から特権昇格
する仕組みを実装する。
・ 最小権限の原則に基づき、各ユーザーID、権限昇格をした際に割り当てられる権限を
必要最低限に絞る。
・ SI ベンダーに対しては、保守用に割り当てる ID を利用ごとに都度割り当てるなどの
ワークフローを策定する。
・ 実装が可能な場合には、統合 ID 管理システム、認証システムと連動をさせることで異
動、退職に伴うシームレスな権限割り当て、二要素認証などによる本人確認の強化を
実現できるように実装する。
・ 特権 ID の付与要件、承認・変更・削除プロセスを明確にするとともに、定期的なアカ
ウントと、ロールの棚卸を実施する。

参考文献：

「Linux サーバーHacks プロが使うテクニック&ツール 100 選」
オライリー・ジャパン

オーム社

User Account Control
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd834802.aspx

Windows オペレーティング システムの既知のセキュリティ識別子
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/243330/ja
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3.1. クラウド環境は従来と何が異なるのか

クラウドサービスやモバイルデバイス利用など IT 環境の変化やシステムの高度化により、ID 管
理形態も変わってきている。
従来は企業内環境（オンプレミス）で特権 ID のパスワード管理やアクセス制御などの管理対策
に追われてきたが、企業内の基幹システムのクラウド移行や、外部提供クラウドサービス利用がは
じまり、オンプレミスからクラウドまで複雑な環境下での特権 ID 管理が求められるようになって
きた。

3.1.1. オンプレミスとの違い
オンプレミスとクラウド環境の違いはいろいろあるが、以下の３点がポイントとなる。

（１）

IaaS、PaaS、SaaS の各レイヤがあり、実現モデルが多岐にわたる。

（２）

サービスの利用者と提供者がおり、登場人物が多数いる。

（３）

マルチテナントが前提。

まず（１）について、クラウドは主に SaaS、PaaS、IaaS といった各レイヤがあるが、IT インフ
ラや IT システムがどのレイヤで運用され、管理されているのかに依存する。下図は IaaS、PaaS、
SaaS のクラウドサービスのレイヤを表現したものである。

アプリ

SaaS
PaaS

MW

OS
IaaS

ハードウェア

ネットワーク

主にOSレイヤ
以下を対象とした
基盤を提供する
クラウドサービス

主にMWレイヤ
以下を対象とした
基盤を提供する
クラウドサービス
IaaSレイヤを含め
て提供する場合
もあれば、外部
IaaSを利用する
場合もある

アプリを対象に
提供する
クラウドサービス

IaaS/PaaSレイヤ
を含めて提供す
る場合もあれば、
外部IaaS/PaaSを
利用する場合も
ある

図 3.1 クラウドサービスのレイヤ

例えば、クラウドの運用管理は、VM や OS や MW などそれぞれで admin アカウントを作成し、
（認証したのち）操作を行っているが、IaaS レイヤで閉じることなく、IaaS レイヤから（PaaS
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の）MW の操作などを含めて対応することが求められる状況もある。レイヤをまたがった実現モ
デルが多岐にわたるため、運用に応じた考慮が必要となる。
次に（２）について、クラウドサービスにはいろいろな立場の利用者や提供者がいる。例えば、
IaaS の利用者である一方で、PaaS の提供者であることもある。クラウドの運用管理者なのか、ク
ラウドサービスの開発者なのか、その他サービス提供者なのかによって、操作の範囲や権限が変わ
る。登場人物を明確に分類した上で、運用を検討していく必要がある。
次に（３）について、クラウドサービス展開ではソフトウェアやサーバーを複数の顧客で共有利
用するため、IaaS、PaaS 等はマルチテナントをベースにしたモデルとなる。例えばマルチテナン
トの PaaS は大量の仮想マシン上に複数の顧客で共有する MW や DB を含むプラットフォームを
形成し、コンテナとして提供される。利用者は割り当てられたコンテナにアプリをデプロイして使
うことになるが、このような環境下での運用管理が求められる。

3.1.2. サーバー仮想化からの発展
サーバーの仮想化環境は、サーバー集約によるコスト削減や迅速な IT インフラ提供の実現から
クラウド構築の主流となっている。クラウドにおける特権 ID 管理は、この仮想化環境での実現も
課題となる。

（１）

サーバー仮想化ではハイパーバイザ上での管理が主流となる。
（例：クラウド上のリソースをセルフサービスポータルで管理など。）

（２）

コンテナ型対応はユーザー空間が複数なのでリソースを制限し、複数コンテナの
管理が求められる。
（例：マルチテナント型アプリを提供する場合、そのアプリに必要なプロセスだ
けを含む複数コンテナを起動するなど。）

サーバーの仮想化は年々技術が進歩し、上記（１）のハイパーバイザ上での管理と、（２）の
OS レベルの仮想コンテナで行う管理、の２つがあるが、今現在は（２）で実現する方向の取り組
みが盛んになっている。
（１）の方式は、VMware vCloud Director 等が有名であるが、自由にクラウド上のリソースを
利用できるセルフサービスポータルを使うことで、利用組織（企業）ごとに詳細なサービスレベル
を管理し、マルチテナントのクラウドサービスを実現できる。
一方、（２）の方式は、Linux コンテナを活用する Docker 等が有名であるが、コンテナ内部で
動かすアプリ環境の管理が容易になる。
次図はサーバー仮想化とコンテナ型仮想化のイメージを示したものである。サーバー仮想化のモ
デルはいろいろあるが、基本はハイパーバイザの機能によって仮想的な物理マシン（VM）を作り
出し、各々の OS が実行される。（下図の上方。）コンテナ型の場合は、サーバー上で稼動する

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association

33

OS は一つであり、物理リソースを管理するカーネル空間と、アプリを実行するユーザー空間（コ
ンテナ）となる。（下図の下方。）
特権 ID 管理の実現はこのような仮想化環境下での実現が求められており、IaaS レイヤに依存し
ない手段も求められている。

特権IDをどうやって
管理する？

サーバ仮想化
ゲストOS

ゲストOS

ゲストOS

VM

VM

・・・
VM

ゲストOS
・・・

独立したOS
が実行

ハイパーバイザ（内臓or導入）

VM

ハイパーバイザ（ホストOSに機能追加）
ホストOS

物理マシン

物理マシン
コンテナ型仮想化

ユーザ空間

ユーザ空間
・・・

特権IDをどうやって
管理する？
※ユーザ空間がコンテナ。

ユーザプロセス
（アプリ）

カーネル空間 （物理リソースを管理）
物理マシン

※ユーザ空間を複数に分けて、
それぞれのユーザプロセスから
見えるリソースを制限。

図 3.2 サーバー仮想化 VS コンテナ型仮想化（イメージ）
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3.2. 特権 ID 管理の特徴

前節 3.1 ではクラウド環境での「特権 ID 管理」について、従来との違いを中心に記述したが、
本節では切り口を変えて深堀する。

3.2.1. 特権 ID 管理の複雑化
オンプレミスからクラウド環境下になると、なぜ「特権 ID 管理」の対応が難しくなるのか。そ
れは、管理対象となる環境の変化、契約や運用面の変化、技術面の変化、等に対応しなければなら
なくなるからである。

（１）

管理対象となる環境の変化

（２）

契約や運用面の変化

所有と利用の混在
ハイブリッドクラウド環境への対応
サービスの利用者と提供者の役割
法人をまたいだ管理者
各レイヤでの管理の必要性

（３）

技術面の変化

縦軸方向と横軸方向
コンテナ系などの新しい考え方

（１）の「管理対象となる環境の変化」では、所有と利用が混在することが課題となる。オンプ
レミスからクラウド、さらにはハイブリッドクラウドまでの IT 環境において、どこまでが自社所
有で、どこまでが他クラウド事業者の提供するクラウドサービス利用となるのかを分離する必要が
ある。認証や各種クラウドリソースへのアクセスに対するセキュリティリスク対策や責任が、企業
内から各種クラウド事業者にまで及ぶため、責任分解／役割分担が重要となるためである。
（２）の「契約や運用面の変化」では、クラウドサービスの利用者と提供者の役割に応じた運用
が課題となる。例えば、管理コストを下げる目的で、自社 IaaS を外部事業者の提供する IaaS に
切り替える場合など、今までの企業内で閉じたリスク管理のままでは対応が難しくなるためである。
またマルチテナント環境となるため、法人をまたいだ管理者も必要となる。監督責任が誰にあるの
か、どこに管理責任が発生するのか、などの明確化が重要となる。
（３）の「技術面の変化」では、前節で記述したように、各レイヤでの管理の必要性やコンテナ
型の仮想化に対応することが課題となる。クラウドサービスのモデルから縦軸方向の説明を中心に
行ってきたが、オンプレミスも含めたハイブリッドクラウドでは、横軸方向の責任分解／役割分担
も課題となる。
下図はクラウドサービスのセキュリティリスクや責任範囲のモデルである。（NIST パブリック
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クラウドコンピューティングのセキュリティとプライバシに関するガイドライン

独立行政法人

情報処理推進機構 訳より抜粋。）
クラウドユーザのセキュリティ面についてであるが、「IaaS」ではベースとなる基盤以外に必
要なセキュリティの構築は主にクラウドウドユーザが受け持つ分担、となっており、「PaaS」で
はセキュリティの構築はクラウドプロバイダとクラウドユーザに分割する分担、となっており、
「SaaS」ではセキュリティの構築は主にクラウドプロバイダが行う分担、となっている。今後、
コンテナ系などの新しい技術の考え方をあわせて検討していく必要がある。

クラウドユーザ

セキュリティの構築は、プロ
バイダとユーザに分割

プラットフォームアーキテクチャ

ベースとなる基盤以外に必
要なセキュリティの構築は、
主にユーザが受け持つ

ハードウェア

IaaS

PaaS

仮想化基盤

SaaS

SaaS

PaaS

IaaS

アプリケーション

セキュリティの構築は主に
クラウドプロバイダが行う

ファシリティ

この図にコンテナ系などの新しい技術の考え方が加味
されたらどのように考えられるか

クラウドプロバイダ

出典：NIST パブリッククラウドコンピューティングのセキュリティとプライバシーに関するガイドライン 独立行政法人 情報処理推進機構 訳

図 3.3 クラウドサービスモデル

3.2.2. どんな特権 ID 管理があるか
クラウドサービスの特権 ID 管理には、「SaaS アプリを中心とした特権 ID 管理」と「PaaS/IaaS
を中心としたクラウド基盤の特権 ID 管理」がある。

払い出された仮想環境の運用

（１）

テナント単位の ID 管理

SaaS アプリを中心とした

（例）・SaaS アプリ利用者

特権 ID 管理

・SaaS アプリ開発者
・SaaS アプリ運用者／仮想環境運用者

（２）
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PaaS/IaaS を中心としたクラ
ウド基盤の特権 ID 管理

払い出すための仮想環境の運用
VM やハイパーバイザを含む ID 管理
コンテナでの ID 管理
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SaaS アプリ利用者とは、アプリを使うエンドユーザー、いわゆるテナントユーザーを指す。利
用環境はオンプレミスの仮想環境からハイブリッドクラウドの IaaS/PaaS（例えば IaaS はパブ
リッククラウド、PaaS はプライベートクラウドなど）があるが、SaaS アプリ利用者の反対側に
いる各々の管理者が「特権 ID 管理」の対象となる。具体的には、SaaS アプリ開発者、テナント
管理者（SaaS アプリ運用者、環境運用者等）、テナント別のユーザー管理者、等である。
一方、PaaS/IaaS 利用者とは、基盤サービスを開発し、提供する事業者（利用者）を指す。
IaaS と PaaS は切り分けが難しくなってきていることもあり、ここではいっしょにしているが、
IaaS は AWS（Amazon Web Service）等が有名であり、PaaS は PWS（Pivotal Web Service）等
が有名である。価格競争等で IaaS を差異化することが難しくなってきた現在は、外部事業者提供
の IaaS を利用し、PaaS で差異化する動きもある。例えば、企業内の開発クラウドを利用し、ア
ジャイル開発で効率をアップさせるなどの取り組みを行っている。

次図にこの二種類の特権 ID 管理のイメージを示す。
右側の下方が、クラウドサービス提供側の特権 ID 管理（IaaS/IaaS を中心としたクラウド基盤
の特権 ID 管理）であり、左側の上方が、クラウドサービス利用側の特権 ID 管理（SaaS アプリを
中心とした特権 ID 管理）である。

利用者

サービス提供者/開発者/構築者
SaaS

アプリ
クラウドサービス
利用側の
特権ID管理

MW

DB、ログ、監視、DNS、
メール、パッケージ管理、等

OS

VM

Unix/Linux、、
Windows、等

クラウドサービス
提供側の
特権ID管理

クラウド管理ソフト、
仮想データセンター構築ツール、
仮想化インフラ、等

ハイパーバイザ

ネットワーク

CPU

ストレージ

PaaS/IaaS
クラウドサービス（インフラ提供）業者

図 3.4 クラウド環境における特権 ID 管理（イメージ）
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3.2.3. 今後の方向性
ここ最近では IDaaS と呼ばれる ID 管理のクラウドサービスが出てきており、IaaS や PaaS か
ら独立させた形での展開がある。特権 ID 管理も IDaaS の一つの機能として組み込まれる動きもあ
る。
クラウドサービス利用者側の特権 ID 管理については、IDaaS の中で対応することができるだろ
う。一方、クラウドサービス提供者側の特権 ID 管理については、まだまだ技術的にクリアしなけ
ればならない課題が多い。
そんな中で ID 連携（ID フェデレーション）の仕組み／技術を活用できないかを検討してみた。
SaaS、PaaS、IaaS、さらには、IDaaS といったさまざまな XaaS が登場し、複雑かつ多層化する
クラウド環境において、サービス（リソース）を提供する側と提供される側の二面性を持った主体
に対する特権の付与を個々のシステムでそれぞれ管理するには限界にきている。そこで次図のよう
に、IdP（Identity Provider：認証の主体）／RP（Relying Party：サービス提供）モデルにおい
て、リソースに対して権限の識別子を紐付ける方法で実現することも一つの解決策だと思われる。

提言：ID連携（ID Federation）により解決できるのでは！
RP（リソース側）：リソースに対して権限の識別子
IdP（運用側）：認証後に紐付け

利用者識別子1

IdP

権限識別子との紐付け

利用者識別子2

権限識別子A
権限識別子B

利用者識別子3

RP

権限識別子C
認証：本人確認

利用者

権限/リソースの提供

図 3.5 ID 連携（ID フェデレーション）の活用
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各基準による特権 ID 管理

ISO 27001 での特権管理

A11.2.2

特権管理

管理策
特権の割当て及び利用は、制限し、管理することが望ましい。

実施の手引き
認可されていないアクセスからの保護が必要な、利用者が複数のシステムでは、正式な認可
プロセスによって特権の割当てを管理することが望ましい。次の段階を考慮することが望まし
い。
a. 各システム製品（例えば、オペレーティングシステム、データベース管理システム、各業務
用ソフトウェア）に関連させた特権及び特権を割り当てる必要がある利用者を特定する。
b. 特権は、アクセス制御方針に沿って、利用の必要の都度及び事象ごとに(すなわち、利用者の
機能上の役割が必要になった場合に限って、そのための最小限の要求事項に従い)割り当て
る。
c.

割り当てたすべての特権の認可プロセス及び記録を維持する。特権は、認可プロセスが完了
するまで許可しない。

d. 利用者に対する特権の許可が必要ないように、システムルーチンの開発及び利用を促進す
る。
e. 特権での動作を必要としないプログラムの開発及び利用を推進する。
f. 特権は、通常の業務用途に利用される利用者 ID とはべつの利用者 ID に割り当てる。
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PCI DSS3.0

要件 7：カード会員データへのアクセスを、業務上必要な範囲内に制限する
7.2

システムコンポーネント

で、ユーザーの必要性に基づい

7.2.2

職種と職務に基づ

アクセス制御システムが、職

く、個人への特権の付与

種と職務に基づいて個人に割

てアクセスが制限され、特に許

り当てられる特権を強制する

可のない場合は「すべてを拒

よう構成されていることを確

否」に設定された、アクセス制

認する。

御システムを確立する。
アクセス制御システムには以下
の項目を含める必要がある。

要件 8：システムコンポーネントへのアクセスを確認・許可する
8.1

ポリシーと手順を定義して

8.1.2

追加、削除、ユー

特権ユーザー ID と一般ユー

実装することで、次のように、

ザー ID の変更、資格情報、

ザー ID について、関連付け

すべてのシステムコンポーネン

およびその他の識別オブジェ

られている権限を調べ、シス

トで、非消費者ユーザーと管理

クトを管理する。

テム設定を観察して、各ユー

者のための適切なユーザー識別

ザー ID と特権ユーザー ID

および認証の管理が行われるよ

に、文書化されている承認内

うにする。

容で指定されている特権のみ
が実装されていることを確認
する。

特権 ID 管理解説書 ©2016 Japan Network Security Association

41

要件 10：ネットワークリソースおよびカード会員データへのすべてのアクセスを追跡および監
視する
10.2

次のイベントを再現する

10.2.2

ルート権限または管

ルートまたは管理者権限を持

ために、すべてのシステムコン

理権限を持つ個人によって行

つ個人によって実施されたす

ポーネントの自動監査証跡を実

われたすべてのアクション

べてのアクションが記録され

装する。

ていることを確認する。
10.2 5

識別と認証メカニズ

a. 識別および認証メカニズ

ムの使用および変更（新しい

ムの使用がログに記録さ

アカウントの作成、特権の上

れることを確認する。

昇を含むがこれらに限定され

b. 特権の上昇がすべてログ

ない）、およびルートまたは

に記録されることを確認

管理者権限を持つアカウント

する。

の変更、追加、削除のすべて

c. ルートまたは管理者権限
を持つアカウントの変
更、追加、または削除が
すべてログに記録されて
いることを確認する
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経済産業省「システム管理基準
ダンス）における例示」

3-(3)-②-ホ

追補版 （財務報告に係る IT 統制ガイ

リスクの例

統制の例

特権ユーザー は情報システムの変更や

特権については、運用基準があり、特

担当者の追加・削除等ができるため、

権の付与に際して、最小限にとどめて

統制されないと改ざん等の不正が発生

いること。利用が終わって、不要にな

する。

れば、すぐに特権を停止する。
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おけるアイデンティティ管理 WG」として活動を継続し、「内部統制におけるアイデンティティ管
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ラウド環境におけるアイデンティティ管理ガイドライン」の初版を発行し、WG 名称を「アイデン
ティティ管理 WG」と変更して活動を継続。現在に至る。
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