DIGIPASS BY VASCO

Sony Bank Case Study

ソニー 銀 行 が、日本 の インターネット銀 行で 初 めて
VASCOのソリューションを導入
業界随一の顧客満足度を誇るソニー銀行は、インターネットバンキングサービスをVASCOの堅牢なセキュリティで守っ
ています。

知識認証へ不安を感じ、VASCOのワンタイムパスワードを
導入
ソニー銀行は開業以来、
「フェアである」
ことを第一とする顧客目
線のアプローチで、インターネット銀行の中でも確固たる地位を
築いてきました。近年は外部機関の調査において、極めて高い顧
客満足度評価を獲得しています。
2 0 0 1 年 の 開 業 以 来 、インタ ー ネット 上 の サ ー ビ ス サ イ
ト“MONEYKit”における取引は知識認証（固定パスワード）を中
心とした認証により行われてきました。
しかしオンラインバンキ
ング市場は、巧妙化する不正や詐欺との絶え間ない戦いの場で
もあり、インターネット銀行という業態上、セキュリティへの取り
組みも顧客の信頼を得る大きなポイントになります。
フィッシン
グ詐欺が巧妙化し、認証強度への不安が日々高まる中、
ソニー銀
行は日本のインターネット銀行として初めて、かつ邦銀市場でも
いち早くVASCOのDIGIPASS製品およびVACMAN Controllerを
導入することを決定した経緯があります。

他社を圧倒する機能・仕様・ラインナップが決め手
ソニー銀行は、顧客にトークンを保有させることで所持認証が行
えることと、パスワード窃取による不正を防止するために、
ワンタ
イムパスワードの導入を決定しました。開発および製品選定の
担当者であったシステム企画部 シニアマネージャーの大川氏
は、VASCOに決めた理由を次のように説明します。
「製品選定に
あたって、実績が豊富で、
コストパフォーマンスに優れるという点
はもちろん重要でした。
しかし実際に製品をいくつか比較してみ
ると、機能面、セキュリティの仕様、製品ラインナップ、将来的な
拡張余地など、あらゆる面においてVASCOの製品は他社製品よ
り圧倒的に優れていました。お客様に日頃お持ちいただくもの
なので、デザインをフルカスタマイズできた点も好印象でした。
お客様にもご好評いただいています。」
システム企画部 マネージャーの隅本氏は「VACMAN Controller

は、2012年のサービス開始から今日に至るまで、障害や問題も
一切発生していません。」
と、そのサーバ認証テクノロジーの安定
性を評価しました。
「開発者向けトレーニングを実施していただ
き、実装後のレビューで正しく利用できているか確認もできたの
で、インプリは極めてスムーズでした。導入時から運用、
アフター
フォローまで、非常に手厚くサポートしていただいています。」
ソニー銀行では、 “MONEYKit”における重要取引時の認証や各
種サービスでVASCO製品を利用しています。顧客に負担感を与
えないようセキュリティレベルを精査して運用することで、セキュ
リティの向上とユーザビリティのバランスをとっています。

可拡張性の高さを生かして
VASCOのワンタイムパスワードソリューションを導入したこと
で、
ソニー銀行のセキュリティに対する市場の評価も向上しまし
た。今後の展望について、
プロジェクトを統括した執行役員（シス
テム企画部担当）の福嶋氏は次のように述べています。
「当時は、
ソフトウェアトークンをインストールしたデバイスが乗っ取られ
る危険性に鑑みて、ハードウェア製品でスタートすることをはっ
きり決めていました。
しかしこの4年弱の間でテクノロジーも進化
し、VASCO製品のようにスマートフォン用のアプリケーションで
もデバイスのリスク解析が可能になってきています。
ソリューシ
ョンの革新性や将来性を生かし、
またお客様の利便性も考えて、
最新式のセキュリティ製品の導入も検討しています。」
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導入目的
• 不正送金対策の強化

チャレンジ
• 顧客利便性とセキュリティを両立させること
• テクノロジーや製品の成長性・可拡張性の見極め

結果および効果
• 障害やトラブルなく稼働するサーバテクノロジーで、不正送金
リスクを確実に低減できた
• ソニー銀行のセキュリティに対する評価が向上した

ソニー銀行株式会社について
ソニー銀行株式会社は個人のお客さまを対象に利便性と質の高い商品・サービスを提供するインターネット銀行です。
2001年の開業以来、
「フェアである」
を企業理念に掲げ、外貨預金や住宅ローンなど多様な金融ニーズにお応えしています。外部機関が
実施する顧客満足度調査においても高い評価を獲得しています。

VASCOについて
VASCO（VASCO Data Security International）は二要素認証と電子署名を金融機関に提供するグローバルリーディングカンパニーです。
世界のグローバルバンクTop 100に名を連ねる銀行の半数以上がVASCOのソリューションを採用し、強力なセキュリティ機能とモバイ
ルアプリケーションの保護、規制当局の要求事項への遵守を実現しています。
また、VASCOはクラウド内のデータやアプリケーションへ
のアクセスをセキュアにし、
ウェブベース／モバイルアプリケーションにセキュリティ機能を手軽に組み込める開発者向けツールも提
供しています。100 カ国以上 10,000 社を超える企業や公的機関を顧客に持ち、セキュアなアクセス、
アイデンティティマネージメント、
トランザクション認証を日々守り続けています。VASCOのソリューションは、主に金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、公的
機関、ヘルスケア市場などで活用されています。
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