ID・アクセスマネジメントの構想策定、導入支援
業務効率とコンプライアンスの両立を実現する
ID・アクセスマネジメント
ID・アクセスマネジメント（ Identity and Access Management：IAM）の重要性

近年、事業のグローバル展開、外部クラウドサービス、
スマートデバイス等の利用が進み、
ビジネス環境の多様化、システム

の利用・管理方法の複雑化が進んでいます。それに伴い、業務の効率化、
コンプライアンス遵守といった企業の戦略的な

課題への対応が急務となっています。ID・アクセスマネジメントに関連する共通基盤や業務プロセスを整備し、業務効率と

コンプライアンスの向上を目指す事が重要です。
運用／管理ユーザ

④

申請／承認

アクセス管理
ログ管理

棚卸／報告

• システム責任者
• 監査担当

連携機能

共通画面

• システム保守担当

②

ID管理

①

クラウドソリューション

• 正社員

メリット

① SSOによる利便性向上
多要素認証による認証強化
② ID・アクセス権限の一元管理によ
る運用の効率化
③ ID・アクセス権限連携による管理
品質の均一化・自動化

• 派遣社員
• 業務委託先 など

③

システム

PC

／モバイル

ID・アクセス管理
（共通基盤）

• 運用オペレータ

システム管理

利用ユーザ

④ マスタデータおよびポリシー、
ログの集中管理による品質の向上

社内システム

業務系システム

ERP
クラウドソリューション

情報系システム
基幹系システム

その他
クラウドサービス

インフラ

サービスの概要

デロイトの方法論を活用し、
構想策定、
設計、
プロジェクト導入／レビューの各段階において、
クライアントの個別ニーズに
合わせたサービスの実施が可能です。システム導入のみならず、ID・アクセスマネジメントの運用段階におけるあるべき
業務プロセス、
組織のあり方についてもご提案します。

Planning／Grand Design
構想策定

・目的、全体ビジョンの策定支援
・As-IsとTo-Beのギャップ分析
・期間・コストを考慮したロードマップ作成

・必要となる予算およびコストの分析
・上申等の社内でのプロジェクト推進
の支援

System Design
設計支援

・要件定義書作成
・業務プロセス、運用フロー設計
・基本／詳細設計、
テスト仕様書作成
・単体・結合・総合テスト実施支援およ
びユーザ受入テストのサポート

Review and Manage
プロジェクト導入／レビュー支援

・プロジェクト体制策定
・テンプレート、ツール活用のプロジェ
クト管理
マイルストーンのレビュー支援
・各フェーズ、
・業務プロセス、ガイドライン類等の整備支援
・運用・サポートチームへのナレッジ展開支援

デロイトの方法論

デロイトの方法論は、
成功事例をベースにしたアプローチ、
各種テンプレート、
ツールを活用して、
実現すべき要件の絞込み、
採用するソリューションの決定、
投資効果の算出に関するフレームワークを提供し、
プロジェクトを成功に導きます。
Deloitte’s IAM Methods™
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IAM Methods™は、ID・アクセスマネジメントの統合的なフレームワークであり、実効性の高い
プロジェクト推進を実現します。

IAM Methods™の
利点

•現状と理想のギャップ、コスト、成熟度モデルにフォーカスを
あてたアプローチによる要件の確定
•海外主要IAMベンダーとのアライアンスを基にしたベンダー
選定ツール活用によるソリューションの決定
•コスト分析テンプレートを活用した投資効果の算出

デロイトの強み

デロイトグローバルでは、
多数のIAMプロジェクトの実績があります。
世界140カ国でサービスを展開しており、
各地域にIAM
専門家を配置しています。
グローバル
アライアンス

主要なIAMベンダーとのグローバ
ルアライアンス、
各リージョンで各
ベンダーと連携可能な体制

デリバリー
センター

インドにI A M専門のデリバリー
センターを設 置 、2 3 0 名の専 門
家による支援体制

コンプライアンス

監査や法規制の専門家による各国
のプライバシー規制、
セキュリティ
監査対応を踏まえた支援体制

デロイトでは、15,000名以上の情報セキュリティおよびITリス
クマネジメントのプロフェッショナルが存在、デロイトネット
ワークを活用してグローバルプロジェクトに参画しています。

North America
> 7,200 professionals

EMEA
> 4,200 professionals
Asia Paciﬁc
> 3,600 professionals

Rest of the world
> 500 professionals
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