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自動車業界 -SSL/VPN 導入事例
国 際 的な自動 車メーカは、 VASCO の サ ーバーソフトウェア Identikey と DIGIPASS
ハードウェアにより VPN を保護
VASCO Data Security は、認証ソリューションに特化した先駆的なセキュリティソフトウェア企業です。 VASCO は、自動車業
界を含む 50 以上の分野に銀行レベルのセキュリティを導入しています。 VASCO の DIGIPASS ソリューションにより、企業は
自社の SSL/VPN のリモートアクセスを保護することができます。
リモートアクセスによりモバイルの生産性が
向上
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クライアントレス VPN ソリューション：
Secure Socket Layer VPN
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DIGIPASS®

きるため、生産性が大いに向上する結果となってい

DIGIPASS 製品群は、ワンタイムパスワード、

ます。

ホスト認証、デジタル署名を提供する一連の
ハードウェア／ソフトウェアです。DIGIPASS

目的

は世界で最も普及している認証デバイスで
す。

VPN ネットワークに対する世界中からのリモートア
クセスを保護すること。

課題
上級経営陣、遠隔地の事務所および在宅勤務者が
リモートでアクセスできる会社の VPN を保護する
ソリューションを導入すること。ソリューションは、
Linux OS に対応したものでなければならず、現

Identikey Server®

行のアプリケーションを統合する必要もあった。

Identikey Server は、DIGIPASS 認 証 デ
バイスの導入、利用、管理をサポートする為

ソリューション

に設計されています。このサーバソフトウェ
アは、ウェブアプリケ ーションを SOAP イ

DIGIPASS 認証デバイスを Identikey と連動させ

ンタフェースを通じて保護することも可能で

Identikey Server は完全なターンキーソリュー

す。また、標準機能として Identikey は、標

ションを実現しており、認証要求の承認に使用され

ザの PC に追加のソフトウェアを一切インストール

準の RADIUS クライアントおよびウェブフィ

ます。同社は Linux 環境で業務を行っているため、

することなくセキュアなリモートアクセスが可能と

ることで強力な二要素認証が実現でき、エンドユー

ルタと接続し、セキュアなリモートアクセスを

Linux に対応し、標準的な RADIUS クライアント

なります。DIGIPASS は非常に使いやすく、持ち

簡単に実現する理想的なソリューションです。

とインタフェース可能な Identikey のサーバソフト

運びに便利な認 証トークンです。DIGIPASS の

Identikey Server は、ユー ザ の 集 中 管 理、

ウェアを選択しました。Identikey は、SOAP を

外観は自由にカスタマイズすることができるため、

ウェブベースの管理、マルチプラットフォーム

介してその他のアプリケーションとも統合すること

DIGIPASS をマーケティングツールとして使用す

のサポート、拡張されたレポート機能といっ

もできるため、追加の IT インフラへの投資が不要

ることもできます。

たモジュール設計となっています。このソフト

となります。

ウェアは、Microsoft 社のサーバオペレーティ

VASCO のリセラーおよびシステムインテグレータ

ングシステムや Linux Enterprise ディストリ

を通じたサーバーソフトウェアと DIGIPASS 認証

ビューション上で使用可能です。

デバイスの導入および展開は、非常にスムーズに
行われ、同社はアフターセールスのサポートやメン
テナンスにもこのシステムインテグレータを活用し
ています。
DIGIPASS と Identikey の組み合わせは、その
優れた使いやすさ、コスト効率の高さ、柔軟性お
よび簡単なシステム統合により、成功を収めていま
す。これにより従業員は、場所と時間を選ばずに
会社のネットワークに安全にアクセスすることがで

VASCOについて
VASCOは強力な認証や電子署名のソリューションおよびサービスのナンバー

お問い合わせ先

ワンサプライヤです。VASCOは、1,200以上の国際金融機関をはじめ、世界
110カ国以上の8,000を越す企業や組織で利用されている、
インターネット上
の安全を守る、世界のリーディングソフトウェアカンパニーです。VASCOのソリ
ューションは、金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、電子政府で活
用されています。

www.vasco.co.jp

phone: 03.3507.5633

email: info-japan@vasco.com

VACMAN®、IDENTIKEY®、aXs GUARD®、DIGIPASS®は、VASCO Data Securityの登録商標です。すべての商標や商号はそれらの所有者の資産です。
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