
Voltage SecureData
新しいデータ主導型経済に対応したデータセントリックなエンドツーエンドセキュリティ

データセキュリティの課題
データ量、ユビキタスコンピューティングの
高度化、データフローのボーダーレス化に
よって、個人情報がどのように利用されてい
るかを把握するのはますます困難になってい
ます。このようなデータ主導型の経済では、
さまざまな理由から、消費者は個人データの
使用に関して企業を信頼するのは困難だと考
えています。たとえば、データの不正使用に
対する消費者の反応は、企業への支出を約 3

分の 1に減少させる可能性があります。1 

また、企業や政府に対するサイバー攻撃は、
世界的にその頻度と深刻さが増加し続けて
います。 

Ponemon Institute の Cyber Crime Study2 の
調査結果によると、暗号化技術を使用してい
る企業はサイバー攻撃の検出と抑制において
より効率的であることが示唆されています。
Ponemon Instituteの 2021 Cyber Crime Study2

によると、1,000件から 10万件までのレコー
ドの場合、企業に発生する一般的なデータ侵
害のコストは、現在 1件あたり 424万ドルと

なっています。これは過去最高記録です。い
わゆる「大規模な」データ侵害で 5,000万
件から 6,500万件のレコードが漏えいした
場合、解決するためのコストは現在平均 4

億 100万ドルに達しています。 

しかし、このレポートによれば、人工知能
(AI)、機械学習 (ML)、ゼロトラスト、分析、
暗号化をベースにしたセキュリティソ
リューションを採用している企業はいずれ
もデータ侵害の潜在的なコストを低減しま
した。高水準な暗号化を使用している組織
(保存中と転送中に少なくとも AES 256の暗
号化を使用 )の場合、データ侵害の総コスト
は平均 362万ドルでした。これに対し、低
水準な暗号化を使用または暗号化を使用し
ていない組織は 487万ドルで、両者の差額
は 125万ドル (29.4%)でした。

Voltage SecureData機能の特長
•  あらゆる機密データを保護：さまざまなフォー
マットを保持するデータ保護手法を使用してプ
ライバシー、決済に関する規格と法規のコンプ
ライアンスや、データセキュリティのニーズに
対応

•  FIPS 140-2 とコモンクライテリア (Common 

Criteria)の認定済みソリューション：機密デー
タは、Micro Focusが先駆けとなった AES暗号
化の NIST規格 FF1モードで保護

•  演算負荷の高い作業や、マルチクラウド、オン
プレミス、ハイブリッド ITインフラストラク
チャのデータ急増を想定して設計

•  REST API、ローカルクライアントライブラリ、
プロキシインターセプターとドライバーイン
ターセプターなどの柔軟性の高いさまざまなイ
ンターフェイス、および幅広いデータベース、
オペレーティングシステム、アプリケーション、
プラットフォームとの連携が容易なクラウドネ
イティブ機能 

•  オブジェクトストレージ、ストリーミングサー
ビス、データディスカバリ、データウェアハウ
ス、APIゲートウェイ、サーバーレスコンピュー
ティング (FaaS)、マネージド Kubernetesサービ
ス、KMS、シークレットマネージャーなど、主
要なクラウドサービスプロバイダーが提供する
サービスとの連携が可能

•  シームレスなキーローテーション、Bring Your 

Own Key (BYOK)など、ステートレスなソフト
ウェアと HSMベースのキー導出と管理により、
高い可用性とスケーラビリティを実現

•  Voltage Structured Data Managerでデータの発
見、分析、分類を統合し、データ保護とリスク
軽減を自動化
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Voltage SecureDataは、エンタープライズ
データ保護のためのエンドツーエンドの
データセントリックなアプローチを提供し
ます。ライフサイクル全体、つまりデータ
が収集された時点から、企業内で転送して
いる全過程にわたってデータを保護できる
唯一の包括的なデータ保護プラットフォー
ムとなります。高リスクで脅威の多い環境
に生データがさらされることはありません。
これがデータセントリックなセキュリティ
の本質です。 

Voltage SecureDataは、保存中、転送中、使
用中の機密データを保護するプラットフォー
ムです。ユースケースが 1つでも数百でも、
オンプレミスおよびマルチクラウドハイブ
リッド ITのあらゆるデータ保護要件に対応
できるように拡張することができます。デー
タを「匿名化」して攻撃者にとって無意味な
ものにすると同時に、データプロセス、アプ
リケーション、サービスに対する操作性、有
用性、参照整合性を維持します。保護対象の
データが本番システム、分析システム、テス
ト /開発システム (トレーニングや品質保証
など )のいずれにある場合でも、攻撃者にとっ
てまったく価値のないものにすることにより
データ侵害を無害化します。

独自のアプローチによる�
エンドツーエンドのデータ保護
Voltage SecureDataでは、実績のある独自
のデータセントリックな保護アプローチを
取り、アクセスポリシーがデータと共に移
動します。データのフォーマットや整合性
を変更することなくデータを保護でき、証
明書やキーの発行と管理のコストを削減し、
複雑さを解消します。その結果、金融サー
ビス、保険、小売、医療、エネルギー、輸送、
通信、その他の業界における大手企業が、わ
ずか 60～ 90日という短期間で、全社での
エンドツーエンドのデータ保護を実現して
います。これは、アプリケーションやデー
タベーススキーマの変更がほとんどの場合
に必要ないためです。

短時間でデータセキュリティの成功を達成 

ほとんどのアプリケーションは、変更なし
で保護されたデータを利用できます。機密
データを最初に収集するアプリケーション
やビジネスの管理上の目的で生データを必
要とするアプリケーションの場合、Voltage 

SecureDataは、数十年前のカスタムアプリ
ケーションから最新のエンタープライズプ
ログラムまであらゆるシステムと簡単に連
携が可能です。強力な集中管理型のポリシー
制御 API により、Vertica、NonStop、Tera-

data、IBMメインフレーム、Linuxや他のオー
プンシステム、オンプレミス、ハイブリッド、
およびすべての主要なクラウドなど、さま
ざまなプラットフォームで暗号化とトーク
ン化を実行できます。APIにより、ETL、デー
タベースとアプリケーション、ネットワー
ク ア プ ラ イ ア ン ス、API ブ ロ ー カ ー、
Hadoopディストリビューションなどのポー
トフォリオに広範に導入できます。SIEMシ
ステムでは、Voltage SecureDataからイベ
ントデータを取得して、データガバナンス
レポーティング、アクティビティモニタリ
ング、監査を実行できます。

Voltage SecureData は、PCI DSS、HIPAA、
GLBA、世界各国のデータプライバシーに関
する諸規制 (GDPR、CPA/CPRA、KVKK、POPI

など )に準拠して情報を保護します。また、
Voltage SecureDataは、ポイントツーポイ
ントの暗号化 (P2PE)の PCI DSS要件にも対
応しているため、コンプライアンスの促進
と、PCI監査の対象範囲、時間、コストの削
減が可能になります。 

主な利点 
Voltage SecureDataにより、機密データ漏
洩のリスクを増大させることなく、リスク
の管理、コンプライアンスの達成、デジタ
ルトランスフォーメーションのメリット享受
を実現できます。

業界標準のフォーマット保持テクノロジー
Micro Focusは、National Institute of Standards 

and Technology (NIST) の AES FF1 Format-

Preserving Encryption（FPE）モード規格の
特許保有者兼公式ライセンサーとして業界
をリードしています。この NIST規格は、政
府機関向けの承認済み、実証済みのデータ
セントリックな暗号化方式で、グローバル
企業でのデファクトスタンダードとして採
用されています。NIST規格は、組織が法規
制や監査のコンプライアンスを維持し、実
証済みの方法を使用してデータ漏えいを防
止するために基準を設定するうえで重要な
役割を担っています。

Voltage SecureDataは FIPS 140-2とコモン
クライテリア (Common Criteria)の認定を取
得しており、多数の標準化団体やワーキン
ググループでピアレビューを受けながら、	
業界の発展を推進し続けています。

CyberRes Voltage が、NIST、ANSI、IEEE、
IETF、および独立したセキュリティ評価の専
門家と協力して行っていることは、世界最
大の金融サービス、銀行および保険機関、小
売業者、製造業者、通信業者、決済処理業
者に対して、当社がリーダーおよび信頼さ
れるアドバイザーの立場であることを反映
しています。

ステートレスなキー管理 (トランスペアレントで動的 )

ステートレスなキー管理は、アプリケーショ
ンとそのユーザーが集中管理されたポリ
シーに従って適切に認証・承認された後、ア
プリケーションの要求に応じてその場で必
要なキーを安全に導出します。ステートレ
スキー管理は、次のようにして ITコストを
削減し、管理上の負担を軽減します。 

•  キーデータベースの必要がないほか、デー
タベースを継続的に保護したり、サイト
間でキーを複製またはバックアップした
りするためのハードウェア、ソフトウェ
ア、ITプロセスも不要です。

•  ネイティブおよびWebサービス経由の両
方 で、シンプルなアプリケーション API

を通じて管理上または法的な電子情報開
示要件を自動化します。

• IDおよびアクセス管理フレームワークと
容易 に連携し、役割の変化に合わせて、
ポリシーにより、データフィールドまた
は部分フィールドへのデータレベルのア
クセスを動的に適用することで、アクセ
スポリシーインフラストラクチャを最大
限に再利用します。
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GDPRなどのプライバシー規制は、データセ
ントリックな保護とポリシーをサービスと
してアプリケーションチームやプラット
フォームチームに提供するようにグローバ
ル企業に対して新たなプレッシャーを与え
ています。

Voltage SecureDataは、個人識別情報 (PII)、
Protected Health Information (PHI/保護され
るべき健康情報 ))、Payment Card Industry 

(PCI)などの機密データを匿名化してプライ
バシーを保護し、エンドツーエンドのデー
タセントリックなセキュリティを提供しま
す。Voltage SecureDataは、個人データを
保護し、新しい GDPRの仮名化ガイダンス
に適合するための強力で柔軟な暗号化を提
供します。

政府機関で価値の高いデータを保護してい
ます。Voltage SecureDataは、Federal Infor-

mation Processing Standard FIPS 140-2とコ
モンクライテリア (Common Criteria)、Format- 

Preserving Encryption (FPE)の認定を業界で
初めて達成しました。政府機関や、政府機
関を顧客としている民間請負業者は、民間
企業のサイバーセキュリティを変革した実
証済みの強力な技術を利用できます。

暗号化とトークン化 

CBC、GCM、CTRなどのモードにおけるAES 

256のような従来の暗号化アプローチは、図1

に示すように、データ構造、スキーマ、アプリケ
ーションに大きな影響を与えます。Voltage FPE

は、AES (Advanced Encryption Standard)アル
ゴリズムのNIST規格FF1モードを使用するトー
クン化方式です。暗号化強度を低下させずに、
データの元の形式を維持しながら、機密データ
を暗号化することができます。社会保障番号、ク
レジットカード、口座番号、生年月日、給与のフ
ィールド、電子メールアドレスといった構造化デ
ータについては、データベースを変更したり、ア
プリケーションの機能やパフォーマンスに影響
を与えたりすることなく保護できます。

従来の暗号化方式では元のデータフォー
マットが大幅に変更されます。たとえば、	
16桁のクレジットカード番号を AESで暗号
化すると長い英数字文字列が生成されます。
そのため、互換性のない形式に対応するた
めにはデータベーススキーマの変更が必要
です。Voltage SecureDataはデータのフォー
マットが維持されるため、データベースス

キーマの変更やアプリケーションの変更は
ごくわずかです。バルク暗号化用のツール
を使用すると、ファイルやデータベース内
の大量の機密データをすばやく非識別化で
きます。通常はシステム全体を保護するの
に数日しかかからないので、コストを大幅
に削減できます。Voltage SecureDataは、暗
号化パフォーマンスを高速化してビッグ
データ、クラウド分析、IoTの大量のデータ
処理ニーズに応えられ、ほぼ無制限のデー
タタイプをサポートします。

トークン化にはさまざまな種類があります。
•  可逆 (Reversible)：トークン解除のプロセ
スが存在する (プライバシー用語でいう仮
名化 )ことを意味します。
−  暗号：強力な暗号技術を使用してデー
タ要素から生成されたトークン。クリ
アテキストのデータ要素は保存されず、
暗号キーのみが保存されます。Voltage 

SecureDataには、暗号トークン化用の
Format- Preserving Encryption (FPE) を
提供します。

−  非暗号：ステートレストークナイゼー
ション：無作為に生成されたメタデー
タに、トークンを構築するために安全
に組み合わされるデータが格納されて
います。Voltage SecureDataには、非
暗号トークン用に Secure Stateless 

Tokenization (SST)が用意されており、
高いパフォーマンス、セキュリティ、
拡張性を提供します。
メモ：Voltage SecureDataは、他のトー
クナイゼーション・ソリューションで
中心的な役割を担うトークンデータ
ベースが不要であるため「ステートレ
ス」で、カード所有者などの機密データ
を保存する必要がありません。SSTで

は、FIPS乱数生成器で作成された乱数
を含む静的な生成済みテーブルのセッ
トを使用しています。これらの静的テー
ブルを使用して、クリアテキスト PCI

または PIIの入力ごとに一意のランダム
トークンを一貫した方法で生成します。
その結果、元のデータと関係がないトー
クンが生成されます。SSTではトーク
ンデータベースは不要であるため、トー
クナイゼーションプロセスの速度、ス
ケーラビリティ、セキュリティ、管理
性が向上します。

•  不可逆 (Irreversible)：トークンを元の値に
戻すことが現実的でない (プライバシー用
語でいう匿名化 )ことを意味します。
−	 サードパーティの分析、下位環境での本
番データの使用などのためにデータ要素
を匿名化するために一方向関数を使用し
てトークンを作成します。Voltage 

SecureDataには、不可逆トークン化用
に Format-Preserving Hash (FPH)が用意
されています。

VOLTAGE FORMAT-PRESERVING HASH を使用した
データの匿名化
クリックストリーム分析など、特定のユー
スケースでは、マスキングされたデータの
復元が不必要なリスクとなるか、明らかに
望ましくない場合があります。Voltage 

Format-Preserving Hash (FPH) には、FPE と
同様にデータのフォーマットと参照整合性
を維持するというメリットがありますが、元
のデータを復元しないというメリットもあ
ります。これにより、FPHは、従来の一方
向変換技術 (SHA-256など )とは異なり、と
ぎれのない柔軟なアプローチで、高パフォー
マンスのデータ操作性を提供できます。

通常の 
AES-CBCモード

FPE
AES-FF1モード 253-67-2356
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図 1. Format-Preserving Encryption (FPE)と通常の AES暗号化の比較
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テストデータの安全な管理とコンプライアンス
Voltage SecureDataは、テストデータ管理
のユースケースでは、本番環境データを匿
名化し、開発者やユーザーが QAやデータの
分析を実行できるように、構造的に有効な
テストデータを作成します。Voltage Secure-

Data Management Consoleにより、ポリシー
を簡単に制御して監査機能を利用できます。
Voltage Structured Data Manager (SDM) は、
ライフサイクル全体にわたる構造化データ
の完全な管理を可能にします。SDMでは、
オンプレミス、クラウド、ハイブリッドシ
ステム内の機密データを検出し、社内ポリ
シーに基づいてアーカイブ、保護、削除、そ
の他の廃棄を定義して、対象データを分類
できます。SecureDataとSDMの連携により、
テストデータ管理を自動化してプライバ
シーのコンプライアンスをサポートし、テ
ストおよび分析のユースケースで機密デー
タを保護します。

メモ：CyberRes Voltageパートナーとプロ
フェッショナルサービスは、お客様がプロ
ジェクトの範囲を決めて、高度な脅威に対
処し、コンプライアンスの負担を軽減し、
データプライバシーに関する困難な課題を
迅速に解決できるように支援します。

VOLTAGE SECUREDATAのアーキテクチャ
Voltage SecureDataプラットフォームには、
柔軟な導入オプションが用意されており、マ
ルチクラウドハイブリッド ITインフラスト
ラクチャ全体で高可用性と高パフォーマン
スを確保します。仮想アプライアンスを導
入する場合でも、Kubernetesクラスター内
で実行されるクラウドネイティブなコンテ
ナ化マイクロサービスを導入する場合でも、
SecureDataを拡張して、最も要求の厳しい
エンタープライズ要件を満たすことができ
ます。 

これにより、複数の製品を導入・管理する
コストと複雑さを回避しながら、さまざま
な環境のユースケースに対応する適切な技
術の組み合わせを選択することができます。

VOLTAGE SECUREDATA SENTRY：透過的な導入によ
り価値実現までの時間を短縮
ハイブリッド ITへの移行や SaaSアプリケー
ションへの依存度が高まる中、企業や組織
は APIレベルの連携を行うためのアクセシビ
リティや開発リソースを持っていない場合
もあります。Voltage SecureData Sentryは、
ネットワークを流れる機密データを傍受す
ることにより透過的なデータ保護を実現し

お問い合わせ先：CyberRes.com

この記事はいかがでしたか？	
シェアはこちら

ます。SecureData Sentryは、ハイブリッド
ITへの移行を簡素化してセキュリティコン
プライアンスを迅速に実現することにより、
価値実現までの時間を短縮します。また、ア
プリケーションを拡張したり、ITアーキテ
クチャを大幅に見直すことなく一貫した方
法でエンドツーエンドのデータ保護を実行
します。

詳細情報はこちら：
www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/data-

privacy-protection/securedata-enterprise
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図 2. SecureDataは世界で最も機密性の高いデータを保護

図 3. Voltage SecureDataのアーキテクチャ
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�「弊社は最新の金融サービ
ス規制に完全に準拠してい
ます。Voltage SecureData
のおかげで、既存のインフ
ラストラクチャを変更する
ことなく業務への影響を最
小限に抑えながらこれを実
現できました。弊社は、複
雑で分散した環境において
コスト効率の高い方法で機
密データを保護しています」 
Christian Stork氏
戦略プロジェクト責任者 
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