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オンラインゲーム導入事例
先駆的なオンラインゲーム企業はユーザのアカウントの保護に、VASCO のソリューショ
ンと専門知識を採用
オンラインゲームの人気がかつてない程に高まっている中、インターネット詐欺は現実の脅威となっています。オンラインゲーム
は数十億ドルのビジネスですが、詐欺師によるアカウントのハッキングにより、さまざまな攻撃のターゲットになっています。
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、オンラ
インゲームを含む 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、
オンラインゲーム企業はネットワークを、ユーザーは自分のアカウントを詐欺師の脅威から保護することができます。
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DIGIPASS を VASCO の認証サ ーバ Identikey

DIGIPASS

と併用することでリモートアクセスを保護すること
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使用されます。このサーバーソフトウェアは、MS

は世界で最も普及している認証デバイスです。

Windows Server および Linux OS 上で動作し、
標準の RADIUS クライアントおよびウェブフィルタ
によりワンタイムパスワード認証を必要とするシス
テムと連動します。柔軟性のあるライセンス管理シ
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準の RADIUS クライアントおよびウェブフィ

むことができます。
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DIGIPASS と VACMAN/Identikey を 使 用 する

DIGIPASS デバイスは非常に使いやすく、持ち
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運びに便利なソリューションです。DIGIPASS の

ウェブベースの管理、マルチプラットフォーム

拡張性のある、パフォーマンスの高い二要素認証

外観は自由にカスタマイズすることができるため、
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ウェアは、Microsoft 社のサーバオペレーティ
ングシステムや Linux Enterprise ディストリ
ビューション上で使用可能です。

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
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