
インテル® アイデンティティー・プロテクション・ 
テクノロジーによるアカウントへの安全なアクセス
サイバー犯罪を未然に防ぐためのソリューション

増大するオンライン IDの盗難の問題は、毎年何百万ドルもの損失を生み
出しており、アカウントを不正に使用された場合、計り知れない損害を被り
ます。インテルが提供する新しいテクノロジーは、コンピューター・ユーザー
が単に被害に遭わないようにするのではなく、サイバー犯罪自体を未然に
防ぐ予防的アプローチを採用しています。危険にさらされているのが銀行
口座の資産であっても、オンラインゲームでこれまでに手に入れた貴重な
アイテムであっても、現実にアカウントが侵害されてしまってから被害を抑
えようとするよりも、最初から IDが盗難に遭わないようにする方がはるか
に簡単で確実です。

フィッシング攻撃（偽の Webサイトを使用してログインデータを入手しよう
とするオンライン版の ID窃盗）の脅威は、ますます高まっています。適応
能力の高いサイバー犯罪者は、常に最新の技術を駆使し、頻繁に手口を
変え、脆弱性を悪用するのに最も効果的なポイントへと躊躇なく活動の場
を移します。例えば、Symantecの『スパム&フィッシング マンスリーレポー
ト』によると、2010年 10月には、ソーシャルメディアに焦点を合わせた
フィッシング・サイトが前月に比べ 80%も増大しました。1

McAfeeもここ数カ月にわたり、こうした脅威の急増を確認しています。同
社の上級副社長兼グローバル・スレット・インテリジェンス担当最高技術
責任者であるMike Gallagher氏は、次のように述べています。「弊社の
2010年第 3四半期の脅威レポートによると、サイバー犯罪者は抜け目
がないだけでなく、攻撃自体もますます激化しています。2　彼らは常に入念
な下調べをしており、世の中に何が普及し、どこが安全ではないかをよく
知っています。彼らの標的はモバイルデバイスやソーシャル・ネットワーキン
グ・サイトへと移っており、そうした脅威への対策として、オンラインにおけ
るユーザーの正しい行動についての教育はもちろんですが、適切なセキュ
リティー・テクノロジーの採用が強く求められています」。もちろん、こうし
た危険な状態が見過ごされているわけではありません。ガートナーが世界
の主要企業の CIOを対象に行った最近の調査 3では、2010年のセキュ
リティーの最も重要な対象が ID管理であることが報告されています。

ハードウェア・レベルの二要素認証による 
セキュリティーの強化
クラウドに保存された IDや個人データを保護するには、ハードウェアを
ベースとする強力な認証が必要となります。ハードウェア・レベルの認証
はソフトウェアのみの認証に比べてより効果的であるというのが、セキュリ
ティー専門家の一般的な見方です。ワンタイムパスワード（OTP）を使用
した二要素認証は、ユーザーが知っている要素（ユーザー名とパスワー
ド）と、ユーザーが持っている要素（通常は、短期間だけ有効な 6桁の
数字を要求に応じて生成するトークン）を組み合わせることで実現されま
す。インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー（インテル® 
IPT）の場合、この 6桁の数字はコンピューターのマザーボードに組み込
まれたインテル® マネジメント・エンジン（インテル® ME）によって生成さ
れます。インテル® MEは改ざんを受けにくく、オペレーティング・システム
から独立して動作するため、より強固なセキュリティーが実現されます。

インテルとパートナーシップを結んだセキュリティー・プロバイダー（次ペー
ジの「信頼できるセキュリティー・プロバイダー」を参照）によって開発され
たアルゴリズムがインテル® ME内で動作し、特定の PCを検証済みのサイ
トと関連付けて、強力な認証を確保するための処理を実行します。†

この方法により、コンピューターを日常的に使用するユーザーは、ID盗難
の可能性を大幅に低減するテクノロジーを利用できるという大きなメリット
が得られます。一方、Webサイト運営者やサービス・プロバイダー、カス
タマーポータル機能の提供者にとっても、紛失や盗難が発生しやすい物
理的な OTPトークンの費用や保管の手間が不要な管理しやすいセキュリ
ティー・ソリューションによるメリットがもたらされます。インテル® IPTを使
用して、コンピューターのハードウェア内部で OTPを生成することにより、
個々のユーザーの PCとアクセス対象のサイトとを関連付ける強力な認証
方式が実現します。

内蔵されたトークン：PC内部の安全な場所で実行
第 2世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載 PCに組み込まれ
たインテル® IPTは、主要セキュリティー・プロバイダーによって構築された
定評のある認証メカニズムと連携して動作します。このテクノロジーの最大
の特長は、従来の物理的なトークンに代わり、各セキュリティー・プロバイ
ダーのアルゴリズムを使用して 6桁のコードまたは OTPを生成する内蔵
型のトークンを使用する点です。OTPを作成するための計算は、コンピュー
ターのハードウェア内部にある保護された領域で実行されます。セキュリ
ティー・プロバイダーのサービスを利用している検証済みのWebサイト、
ポータル、または仮想プライベート・ネットワーク（VPN）の認証画面でこの
OTPが入力されると、同じシードとアルゴリズムを使用するサーバーによっ
て作成された数値との比較が行われます。これらが一致することで初めて
ユーザーは認証され、ユーザー名とパスワードだけの入力よりも厳しい基
準に従ってユーザー IDの正当性が確認されます。

適切な機能を備えたPCを使用するユーザーは、保護されたWebサイトに
アクセスしたとき、OTP対応の Software as a Service（SaaS）アプリケー
ションを使用するとき、あるいはセキュリティー・プロバイダーのテクノロジー
によって保護されたVPNにアクセスしたときに、この強固なセキュリティー
をその場で選択することで、アカウントのセキュリティーを強化できます。認
証に成功すると、ユーザーの PCと現在のアカウントは関連付けられます。
ただし、それぞれのサイトがこの 6桁の数字をユーザーに要求するタイミン
グと方法は、実装によって異なります。この数字は、ログイン時に生成され
ることもあれば、特定のトランザクションの中の 1プロセスとして生成され
ることもあります。また、サーバー・アプリケーションによって内部的に処理
される場合もあります。

テクノロジー概要
インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー
第 2世代インテル® Core™ プロセッサー搭載 PCで利用可能
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†  すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® IPTを利用するには、インテル® IPTに対応した第 2世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したシステム、および同テクノロジーに対応
したチップセット、ファームウェア、ソフトウェアが必要です。インテル® IPTに対応したWebサイトでのみ利用可能です。各システムメーカーにお問い合わせください。データやシステムの紛失や盗難など、サービス利用の結果生
じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。詳細については、http://ipt.intel.com/（英語）参照してください。

1  http://www.symantec.com/content/ja/jp/enterprise/white_papers/sr_wp_spam_report_1003.pdf
2  http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/threatreport10q3.pdf
3  http://www.gartner.com/technology/summits/na/identity-access/agenda.jsp（英語）
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ユーザーは、インテル® IPTが組み込まれた第 2世代インテル® Core™ プ
ロセッサー・ファミリー搭載 PCを複数のWebサイトやアカウントに関連付
けることができます。6桁のコードの生成に使用されるアルゴリズムとシー
ドは、常にインテル® ME内で処理されます。このエンジンは、インテルと信
頼できるセキュリティー・プロバイダーだけが提供するコード用に予約され
ています。

図 1は、インテル® MEから各セキュリティー・プロバイダーが提供するクラ
イアント・アプリケーションまでの、このソリューションのクライアント・コン
ポーネントのレイヤーを示しています。

ハッカーたちは、ユーザー名とパスワードを盗み出すための新たな手法を
次 に々編み出しています。ID盗難の脅威を防ぐ最も強力な手法の 1つは、
ユーザーが使用する各オンラインアカウントにユーザーの物理的な PCを
関連付けることです。これによって、ハッカーが他のコンピューターからア
カウントに不正アクセスする可能性を大幅に減らすことができます。コン
ピューター自体と、インテル® MEによって個別に生成されるコードとが、
コンピューターとアカウントとを密接に結び付ける第 2の認証要素として
機能するため、この保護レイヤーを打ち破ることは極めて困難になります。

インテル® IPTを備えた PCが手元になくても、オンラインアカウントにアクセ
スすることは可能です。ただし、この場合は、IDの確認において特別なセキュ
リティー対策が使用されます。具体的には、ユーザーは正当な利用者である
ことを確認するための質問に答えたり、Webサイトから資格情報を確認する
テキストメッセージを受信する必要があります。アカウントには複数の PCを
関連付けることができます。たとえば、自宅の PCと職場のノートブックPCの
両方から、このテクノロジーを使用してオンラインバンキングを利用できます。

セキュリティー専門家の大半が、ユーザー名とパスワードだけでは IDの
盗難を完全には防止できないことを認めています。インテル® IPTと、第 2
世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載 PCによってセキュリ
ティーを強化することで、データや個人情報への不正アクセスを阻止する
ことが可能となります。

インテル® IPTを使用するための要件
このセキュリティー・テクノロジーを使用するには、次の 3つの条件を満た
す必要があります。

•  ユーザーは、インテル® IPTに対応している第 2世代インテル® Core™ 
プロセッサー・ファミリー搭載 PCを使用する必要があります（モデル
の詳細なリストについては、インテル® IPTの Webサイト（http://ipt.
intel.com/（英語））を参照してください）。

•  アクセス対象のWebサイト、VPN、または SaaSアプリケーションが、こ
の保護サービスに対応している必要があります（この保護サービスは、
Symantecまたは Vascoによって提供されています）。

•  この形式のセキュリティーはオプションサービスとして提供されるため、
ユーザーは、アカウントの認証に PCを関連付けることを能動的に選択
する必要があります。

詳  細
インテル® IPTを備えた PCの最新のリストについては、http://ipt.intel.com/（英語）を参照してください。このサイトでは、インテル® IPTに対応した検
証済みWebサイトの一覧と、インテルが現在提携しているセキュリティー企業の詳細情報もご覧いただけます。

信頼できるセキュリティー・プロバイダー
Symantec
セキュリティー、ストレージ、システム管理のソリューションにおい
て世界をリードする Symantecは、個人ユーザー、中小企業か
ら大規模なグローバル組織まで、さまざまな顧客が情報をリスク
から完全かつ効率的に保護し、管理できるよう支援しています。
同社では、デバイス、プラットフォーム、インタラクション、またはロ
ケーションを問わず、情報、テクノロジー、プロセスに対するリスク
の排除に取り組んでいます。二要素認証に Symantecの VIPソ
リューションを使用する企業は、第 2世代インテル® Core™ プロ
セッサー・ファミリー搭載 PCに組み込まれたトークンを自動的に
使用することが可能となり、信頼性のある安全なオンライン操作
を顧客、従業員、およびパートナーに提供できます。

Vasco
Vascoは、インターネット・セキュリティー・アプリケーションおよ
びトランザクションに特化した、強力な認証と電子署名ソリュー
ションおよびサービスを提供する大手供給メーカーです。Vasco
は、1,500以上の国際金融機関をはじめ、100カ国以上の国々
で 10,000社を超える顧客にインターネット・セキュリティー・
サービスを提供する、グローバルなソフトウェア企業として自社
を位置付けています。VASCOのソリューションは、主に金融機
関、エンタープライズ・セキュリティー、電子商取引、電子政府
で活用されています。ユーザーアカウントの保護に Vascoを使
用する企業では、最新レベルの VACMAN Controllerまたは
IDENTIKEY Serverに更新し、さらに手順に従って、第 2世代
インテル® Core™ プロセッサー搭載のコンピューターに組み込ま
れたDIGIPASSを導入する必要があります。

図 1. インテル® IPTに関連するセキュリティー・コンポーネント
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