
 

VANTIQ White Paper : VANTIQ Security 

www.vantiq.jp  

 

1 

Vantiq 白書 012 

www.vantiq.com 

 

 

 

 

 

 

ホワイトペーパー：VANTIQのセキュリティ 

http://www.vantiq.com/


 

VANTIQ White Paper : VANTIQ Security 

www.vantiq.jp  

 

2 

 

目次 

ホワイトペーパー：VANTIQ のセキュリティ .................................................... 1 

目次 .................................................................................................................... 2 

はじめに ............................................................................................................. 4 

認証 .................................................................................................................... 4 

ユーザ名/パスワードのペア ....................................................................................... 5 

アクセストークン ...................................................................................................... 6 

セキュアなチャネル ................................................................................................... 6 

承認 .................................................................................................................... 7 

完全性とプライバシー ........................................................................................ 7 

コミュニケーション ................................................................................................... 7 

アプリケーションの分離 ............................................................................................ 8 

データ暗号化 ............................................................................................................. 8 

エッジデバイス ................................................................................................... 9 

VANTIQ エッジの展開 .............................................................................................. 9 

外部ソース ................................................................................................................ 9 

監査 .................................................................................................................. 10 

システム監査 ........................................................................................................... 10 

ユーザ監査 .............................................................................................................. 10 

file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l


 

VANTIQ White Paper : VANTIQ Security 

www.vantiq.jp  

 

3 

VANTIQ の運用上のセキュリティ ................................................................... 11 

アクセス制限 ........................................................................................................... 11 

IaaS インフラ........................................................................................................... 11 

オープンソース........................................................................................................ 11 

file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l
file:///C:/Users/morozumi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/24874/･l


 

VANTIQ White Paper : VANTIQ Security 

www.vantiq.jp  

 

4 

 

 

はじめに 

 

効果的にデジタル・トランスフォーメーションを進めるためには、経験と直感が求めら

れる複雑な状況に対処する人とシステムが緊密に連携する強力なアプリケーションが

必要になります。 VANTIQ は、マン・マシンのリアルタイム・コラボレーションを可

能にするイベント・ドリブン型アプリケーションの高生産性開発・展開プラットフォー

ムを提供します。これを使って次世代デジタル・ビジネスアプリケーションの開発する

ことで、市場投入までの期間を大幅に短縮し、開発・保守スコストを劇的に削減し、ダ

イナミックな市場変化に適応する機敏性と柔軟性を得ることができます。 

 

イベント・ドリブン型アプリケーションは安全でなければなりません。許可されたアク

セスだけがアプリケーションの機能を利用し、アプリケーションによって管理される企

業および個人のデータのプライバシーと完全性を維持しなければなりません。 

VANTIQ の包括的なアプローチは、以下の通りセキュリティ、完全性、およびプライ

バシー機能を提供します。 

•認証 

•認可 

•完全性 

•プライバシー 

•エッジ・デバイス 

• 監査 

さらに、VANTIQ は、セキュアな技術と手続きイベント・ドリブン型アプリケーションを運用して

います。 

 

このドキュメントでは、これらの VANTIQのセキュリティ機能について詳しく説明します。 

 

認証 
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認証は、VANTIQ アプリケーションにアクセスするユーザが誰であると主張するか、

あるいは、もっと正確に言えばそのユーザだと主張する有効な認証情報を持っているこ

とを保証します。 

 

 VANTIQ は、次の 2 つの認証情報の形式に対応しています。 

•ユーザ名/パスワードのペア 

•アクセストークン 

 

ユーザ名/パスワードのペア 

 

VANTIQ プラットフォームの各ユーザはユニークユーザ名を持ちます。 ユーザ名はパ

スワードに関連付けられています。 

 

有効なユーザ名とパスワードのペアが提示されると、VANTIQ は認証情報を確認しま

す。 認証情報が信頼できる場合、VANTIQ はユーザが VANTIQ アプリケーションに

発行した各要求に付随する一時的なアクセストークンを返します。 トークンは 24 時間

有効です。その後、ユーザは新しい一時アクセストークンを取得するための認証情報を

再度提示する必要があります。このトークンは、クライアント・アプリケーション内で、

あるいは、ユーザが VANTIQ にリクエストを発行しているブラウザセッションで安全

に管理する必要があります。 たとえクライアント・アプリケーションがトークンの保

護に失敗しても、24 時間後に失効するので攻撃者が一時アクセストークンを盗んだ場

合に発生する可能性のある損害を限定することができます。 

クライアント・アプリケーションやブラウザで使用される一時アクセストークンは、ラ

ップトップ、タブレット、携帯電話などアクセスデバイスを保護するための標準ポリシ

ーに則って保護する必要があります。 

 

パスワードは敵にとって一般的なアタックベクター（攻撃経路）です。 VANITQ は 

安全にパスワードを管理します。 VANTIQ プラットフォームが保持するパスワードは、

決してクリアテキストとしては保存されません。 パスワードは最新の一方向暗号技術

（Bcrypt）を使い複数のハッシュ経路を使った計算的に高価な方法で暗号化されていま

す。 
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 プラットフォームの保存制度に違反しても暗号化されたパスワードしか取得できませ

ん。 時間と費用がかかるためパスワードによるブルートフォース攻撃をあきらめさせ

ることができます。 

 

アクセストークン 

 

一部のアプリケーションシナリオでは、ユーザ名/パスワードの認証情報が不便です。 

たとえば、アプリケーションによって管理されるデータで保守作業を実行するユーティ

リティ・アプリケーションは、データへの一般的なアクセス権を与えるユーザ名/パス

ワードの認証情報を持たないスタッフによってアプリケーションが操作される可能性

があります。この場合、長寿命のアクセストークンを作成し、保守アプリケーションで

VANTIQ アプリケーションへアクセスするために使用することができます。 

 

長寿命のアクセストークンは、作成した管理者によって設定された存続期間があります。

企業は、アクセストークンの存続期間とセキュリティ露出を完全にコントロールできま

す。十分な特権を持つ管理者は長寿命のアクセストークンをいつでも取り消すことがで

きます。 

 

長寿命アクセストークンを使用するアプリケーションは、VANTIQ アプリケーション

にリクエストを送るとき、いつもアクセストークンを提示する必要があります。 

 

アクセストークンは、SSL / HTTPS とセキュア WebSocket リクエストの両方で使用で

きます。 

 

VANTIQ アプリケーションにアクセストークンを提示するための具体的な手続きは、

VANTIQ の開発者向けドキュメントに記載されています。 

 

セキュアなチャネル 

クライアントと VANTIQ プラットフォーム間の通信は、SSL を利用したセキュアなチ

ャネルで行われます。これにより、プラットフォームへの認証情報の通信はプライバシ

ーと認証情報と全てのリクエストの完全性を保証します。 
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承認 

 

VANTIQ は、アプリケーションのリソースへのアクセスを許可するためのあらゆる種

類のコントロールを提供します。 アクセスコントロールは、大規模あるいは小規模の

リソース群に適用すること、アプリケーションの要求に従って定めた個々のリソースに

適用することができます。 きめ細かなアクセス制御の例としては、VANTIQ アプリケ

ーション内の個々のオブジェクトを 1 人あるいは複数のユーザに付与することができ

ます。目の荒いアクセス制御では、オブジェクトの集合へのアクセスを 1 人あるいは複

数のユーザに付与することができます。 

 

アクセス権はプロファイルに含まれています。 プロファイルは一連のリソースとプロ

ファイルで特定された各リソースに付与された権利を指定します。 ユーザは、自分に

付与された権限を持つ プロファイルを受け取ります。プロファイルの割り当ては、許

可された管理者に限定されています。 

 

すべてのユーザと長寿命のアクセストークンにはプロファイルが割り当てられており、

割り当てられたプロファイルによって許可されていない限り、アプリケーションリソー

スへのアクセスはできません。 

 

プロファイル管理と割り当ての詳細は、VANTIQ ドキュメンテーションをご参照くだ

さい。 

 

完全性とプライバシー 

コミュニケーション 

 

アプリケーションサービスに提供されたデータのプライバシーと完全性を保証するた

めに、VANTIQ で運営するサービス向け/からの、及び、VANTIQ サービス内すべて

の通信は暗号化された通信リンク、HTTPS または WSS で行われます。 
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これにより、送信されるデータが受信されたデータであることが保証され、仲介者がメ

ッセージの内容を読むことや変更はできません。 

 

アプリケーションの分離 

 

VANTIQ ネームスペースは、VANTIQ アプリケーションのための分離した環境を定義

します。ネームスペースは、他のすべてのネームスペースからデータ、状況、推奨事項

およびルールを完全に分離します。 

 

VANTIQ が運営するサービスの実装環境では、共有インストールのアプリケーション

とデータの分離を確実に行うために、各 VANTIQ の顧客にネームスペースを割り当て

ます。ネームスペースは、必要に応じて請求および割り当て数量管理のため任意の組織

と関連付けることができます。 

 

ネームスペースは、ユーザのアイデンティティに基づいてログインしたときに設定され

ます。認証されたアイデンティティには、ネームスペースが 1 つだけ関連付けられます。 

 

VANTIQ は、従来の「セキュリティカーネル」を使用したネームスペースのデータ分

離を実装しています。 VANTIQ は、ネームスペースのアイデンティティによってすべ

ての DML (データ操作言語) 句に認証を与えることにより実装しています。これによ

り、対応するネームスペースに代表される固有の顧客によって所有するデータだけが操

作できることを保証しています。 

 

データ暗号化 

 

ネームスペースに、顧客が提供する暗号化キーを設定することができます。 このキーは"暗号

化"フラグで定義された VANTIQ タイプのプロパティに格納されている値を暗号化します。 

これにより、VANTIQ の各顧客はその顧客にのみ利用可能な鍵を使用して機密情報を安全

に保管することができます。 

 

暗号化されたデータは、復号化されプロパティの値にアクセスする権限を持ったユーザ

に戻されます。 
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エッジ・デバイス 

 

VANTIQエッジの展開 

 

VANTIQ のエッジ設置のセキュリティは、顧客が定義するエッジの構成に依存します。

エッジ・デバイスは許可されたユーザだけが VANTIQ ネットワークに追加できます。 

 

VANTIQ は、アクセス用認証情報など機密情報を保護するために、VANTIQ インスタ

ンスをセキュア通信（SSL）で設定することを推奨しています。各 VANTIQ のエッジ・

デバイスは、クラウドの実装でサポートされているすべての認証機能をサポートしてい

ます。呼び出し元が有効な認証情報を提示しない限り、いかなる VANTIQ インスタン

スもリクエストを受け付けません。 これらの機能を組み合わせることにより、エッジ

の設置を VANTIQ クラウドと同じ様に安全にすることができます 

 

顧客はエッジ設置の追加のアタックベクターを回避するために、物理的なエッジ・デバ

イスに不正なアクセスを防止こと、エッジ上のオペレーティング・システムがセキュア

に設定されていることなど、適切なセキュリティ予防策を講じることが重要です。 

 

外部ソース 

 

エッジ・デバイスの別の形態はソースです。 VANTIQ アプリケーションは、外部シス

テムからデータを取り込み、または外部システムにデータを配信するためソースを作成

できます。 すべてのソースは必ずしも安全ではなく、ソースのセキュリティ設定は顧

客のアプリケーション開発チームの裁量に委ねられています。 例えば、顧客は HTTP

を使用して外部にアクセスする安全性の低いソースを作成しかもしれません。逆に、顧

客はメッセージトラフィックのプライバシーと完全性を保証するため外部サービスに

HTTPS を使用することもできます。 

 

VANTIQ では、本番環境のアプリケーションで安全なエンドポイントへのアクセスを

制限することを推奨しています。 
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監査 

システム監査 

 

VANTIQ は、セキュリティ関連のアクションのログを自動的に保持します。これは、

セキュリティ関連の動きを監査するために使用できます。 

 

初期設定では、次のシステムリソースに対する操作が監査されます。 

• ネームスペース 

• ユーザ 

• プロファイル 

• ノード 

• ソース 

• トークン 

 

さらに追加で、セキュリティ関連イベントを監査することができます。 

• ユーザ名/パスワードを使用した認証 

 

ユーザ、管理者、およびユーザが行った操作の正確な記録として使うため、監査は更新

できません。 

 

ユーザ監査 

 

タイプ定義上の「監査済み」プロパティが true に設定されている場合、ユーザが定義

したタイプの操作は記録されます。 この「監査済み」フラグは、そのタイプ上のすべ

ての追加、更新、削除が記録されることを示しています。 

 

さらに、より細かい監査が必要な場合は、ユーザ固有のアプリケーションのアクティビ

ティの監査エントリを生成する独自のルールを定義することもできます。 
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VANTIQ の運用上のセキュリティ 

 

クラウド上で VANTIQ が運用する実装環境では、パブリックとプライベート構成が利

用できます。 VANTIQ は、上述のセキュリティ機能を利用して以下の VANTIQ が運

用する実装環境のセキュリティを実現します。 

 

アクセス制限 

 

VANTIQ は、より高いレベルのプライバシーと完全性を実現するため次の追加のセキ

ュリティポリシーを VANTIQ が運用する実装環境に適用します。 

 

• VANTIQ はクラウド運用の基盤へのアクセスを慎重に制限します。 極少数の

VANTIQ の最も上級で信頼できる操作員だけが元の IaaS リソースにアクセスでき

ます。 このシステム操作員のアクセスは、主に VANTIQ インスタンスの保守とバ

ックアップに利用されます。 

• システムオペレータを含む VANTIQ の従業員は、お客様のネームスペースにアク

セスできません。アクセスは、ネームスペースを所有する顧客に限定されます。 

• 顧客は、VANTIQ の従業員に自分のネームスペースへのアクセスを提供できます

が、これは完全に顧客の裁量に委ねられています。 

 

IaaSインフラ 

 

VANTIQ のインスタンスを運用する IaaS インフラストラクチャは、最新のセキュリテ

ィパッチで更新されています。 

 

オープンソース 

 

VANTIQ は、製品に使用しているオープンソース・コンポーネントの目録を維持管理

しています。VANTIQ は、セキュリティの脆弱性がタイムリーに修正されるよう、評

判が良く積極的に開発されたコンポーネントを使用しています。VANTIQ インフラス
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トラクチャのセキュリティにとって重要なすべてのオープンソース・コンポーネントは

定期的に利用可能な最新バージョンに更新されています。 

 


