データベース・セキュリティ システム「IPLocks」

アイピーロックス ジャパン株式会社

システムの中核を担うデータベースの
セキュリティ強化を実現する画期的ソリューション
昨今では、ITやネットワークが企業のビジネス活動を支える必要不可欠なインフラとなっている。IT活用の
局面が大きな広がりを見せるなか、企業に突きつけられた情報セキュリティ上の課題もさらに切実なものと
なってきている状況だ。アイピーロックス ジャパンの提供する「IPLocks」は、国内約30社の導入実績があり、
脆弱性評価、継続的な監視、監査と分析を通じて、今日のシステム環境の中核を担うデータベースのセキュリ
ティを強化するソリューションとして注目される。
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IPLocksでは、データベースセキュリティモデルを構成する7レイヤから
評価、監視・監査を行う。

図3 IPLocksのシステム構成の概要と基本動作

データベース
アプリケーション･レベル/監査

アプリケーション

アクセスパターン監査

ユーザビヘイビア

データ内容・正常性監査
アクセス権限設定/監査

●コンテンツの異常
●不審なアクセス行動

4 通知
（Ｅメールなど）

●データ構造の変化

コンテント
アクセス

メタデータ定義/監査

メタデータ

ＲＤＢＭＳの設定/評価

データベース・サーバ

ファイルの設定/評価

ＯＳ＆サーバ

データベース
セキュリティ
監査システム

ファイアウォール
1

データベースの異常発生
監査
脆弱性評価
自動監視

現状の
脆弱性評価

継続的な
リスク監視

監査・ログ収集
&分析

2

異常の検出
3

データベース･サーバ

無防備なデータベースは
システムのセキュリティホール

たデータベースセキュリティの問題に対して、

メラに相当するものであり、データベースへ

効果的なソリューションを提供しているのが

の不審なアクセスや、情報漏えい、データベ

する全7レイヤにわたって縦断的に提供し

ース構造や情報内容の破壊・改ざん、セキュ

ている（図2）。このようにデータベースを

リティポリシー違反などの監視・検出を行っ

複数のレイヤから評価、監視／監査すること

て、問題が発生した際には、
「誰が（Who）
」
「い

で、DBMSに標準的に装備されているセキュ

つ（When」
「どこで（Where）
」
「何を（What）
」

リティ機能をよりきめ細かく、より強固に補

の 4W を即座にセキュリティ部門やIT運用

「IPLocks」である。
システム脆弱性を突いた不正侵入や不正ア
クセス、DoS攻撃、あるいはコンピュータウ
イルス・ワームの蔓延など、情報セキュリテ
ィ上のリスクは年々その深刻さを増している。
それに歩調を合わせて、ユーザの情報セキュ

脆弱性評価、
監視・監査のための機能を
7つのレイヤに渡って包括的に提供
IPLocksは、データベースの脆弱性評価、

情報セキュリティ部門

INTERNET

●Privilegeの変化

表

不審な操作

証拠記録

IPLocksを構成するモジュールの概要
モジュール名
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Configuration Vulnerability Assessment（CVA）

脆弱性アセスメント。セキュリティ上問題のあるシステム設定を発見する。

Privilege Monitor（PM）

権限監査。アクセス権限とロールの変更を監視・通知する。

Metadata Monitor（MM）

メタデータ監査。スキーマ／テーブルその他のDB要素の変更を監視・通知する。
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