
SSL-VPN/IPsec と ePass の連携

２. ePass USB トークン

１. SSL-VPN/IPsec とは 
SSL-VPN および IPsec はインターネットで暗号通信を行なうための規格です。IPsec は 
実績も多く、とても普及している技術で、回線の両端に VPN 装置またはソフトウェアを 
導入し、IP レベルでの暗号化を行います。また、TCP や UDP など上位のプロトコルを利用 
するアプリケーションは IPsec が使われていることを意識する必要がありません。 
しかし、IPsec は汎用性が高い反面、回線の両端に専用 VPN 装置を用意する必要があり、 
導入およびコスト面で負担が大きいのが問題点でした。 
 
SSL-VPN は SSL(Secure Socket Layer) を利用し、インターネットなどの公衆回線網に暗号 
化された仮想的なプライベートネットワークを構築する技術で、アプリケーションが HTTP 
の場合、サーバー側に VPN 装置を設置するだけでよく、クライアント側はブラウザーなど 
を利用するだけでよい為、IPsec に比べ導入がし易いというメリットがあります。 

Feitian 

SSL-VPN や IPsec を利用すると、外部から企業イントラネット内へアクセスできるので、利便性が大幅に向上しますが、その反面、
悪意を持った第 3 者の不正侵入を高める危険性もあり、セキュリティ対策は確実に行う必要があります。また、SSL-VPN および
IPsec では暗号化技術に共通鍵暗号化方式を用いており、SSL-VPN や IPsec を利用して社内に接続する為には利用者は電子証明書を
PC にインストールして持ち歩くか、USB メモリなどの外部記憶装置に格納して携帯する必要がありますが、PC や USB メモリに
電子証明書を格納していた場合、一旦盗難の被害にあうと、第 3 者による「成りすまし」の被害に遭う可能性が極めて高く、現在
ではよりセキュリティの高いデバイスに格納する事が求められています。

ePass USB トークンは個人認証情報や電子証明書などの機密情報を格納する為の専用 USB トークンで、大切な個人情報を暗号化して格納し、堅牢
に保護する事が出来ます。また、ID/ パスワードの代わりとしても利用が出来るので、セキュリティを高めつつも、利便性を大幅に向上させる事ができます。

４. ePass と SSL-VPN/IPsec 活用例
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外出した際のアクセスだけではなく、本社 
などとの接続もセキュアに実現可能 
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ePass のメリット
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USB トークン内に格納する事で、電子証明書 
や認証情報を携帯して外出先にも持運ぶこと 
が出来き、出張先、支店など、場所を問わず 
利用する事が出来ます。 

メリット１ 

USB トークンを紛失しても、ePass 毎の PIN 番 
号（暗証番号）と ePass 自身による 2 因子認証 
により格納したデータを強固に保護します。 
また、格納されたデータは暗号化されており、 
機密データを堅牢に保護します。 

メリット２ 

ePass の優れたコストパフォーマンスは他社
製品導入時と比べ、圧倒的なコストダウン
を容易にします。また、ソフトウェアと組み
合わせる事で PC の情報漏洩対策も実施可能
です。
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価格 /円 ePass  USB トークンシリーズは高いセキュリティを実現しつつも、優れたコストパフォーマンスで、他社製品と
比べ 60％程度の価格帯を実現しています。汎用性の高い USB ポートを使用した ePass トークンシリーズでは様々な
ニーズに低価格で、かつ柔軟に対応可能です。飛天ジャパン社の USB トークンは高セキュリティ実現しつつ、小規模
な環境の導入を容易に、大規模な環境の導入には大幅なコストダウンを実現します。

３. ePass USB トークンの優れたコストパフォーマンス

USB トークンの価格比較
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５. ePass 導入事例 

Feitian 

６. その他連携可能な製品 
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※製品の仕様や記載されている内容は予告無く変更することがあります。 
※記載されている各社の会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。 
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ePass は PKCS#11、MS CAPI、X.509 など、業界標準の様々な規格に準拠して設計されており、
ドライバーをインストールするだけで他社製品と容易に連携する事が出来ます。また、SSL-VPN/IPsec
以外にも、SSL Web 認証、スマートカードログオンなど様々なソリューションへ統合することが出来ます。
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ePass に格納した電子証明書を利用して、 社外から Juniper SA 経由で本社のサーバーへアクセス 
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・ 電子証明書を携帯できるので、 PC とインターネット接続さえあれば場所を問わずアクセスが可能で利便性を大幅に向上可能 
・ ePass に格納した電子証明書は暗号化されてセキュアに保存されるので、 万が一 USB トークンを紛失しても情報漏えいの心配は不要 
・ ePass と ePass に設定された PIN 番号 （暗証番号） による 2 因子認証で機密情報を堅牢に保護 

インターネット 

SSL-VPN アクセス時には電子証明書による認証を 
行い、暗号化によるセキュアな通信を確立 

VPN 装置を用意するだけ 
で、クライアント側に 
専用ソフトウェアなどの 
インストールは不要 

一般的なインターネット 
回線上に専用のトンネル 
を作成し、セキュア通信 
を実現 

SecureCore は ePass 対応のセキュリティソフトウェアで、USB トークン 1 本で Windows ログオン
シングルサインオン、ファイル･フォルダ暗号化、USB トークンの一元管理を実現するセキュリティソフト
ウェアです。ePass の機能はそのまま利用出来るので、電子証明書の格納デバイスとして利用し
つつ、PC の情報漏えい対策を併せて実現できます。

７. PC 情報漏えい対策も併せて実現するソフトウェア 「SecureCore」

弊社評価キットは情報保護対策や認証システム 

構築時の検証に最適な評価版となっております。 

また、ご購入前に検証ができるので導入後の 

トラブルを軽減します。 

評価版ｅＰａｓｓ ＵＳＢトークン ■ 

ePass1000
ePass1000ND
ePass2001
ePass3003

- 無料貸出 - 

梱包物：
・USB トークン
・ソフトウェア CD-ROM
・開発者ガイド
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証明書を ePass に格納し本社 - 拠点間を接続 

VPN トンネル 

VPN
ト

ン
ネ

ル
 

インターネット 

一般的なインターネット 
回線上に専用のトンネル 
を作成し、セキュア通信 
を実現 

L2Connect Server 社内 LAN 

社内サーバー 

メールサーバー ファイルサーバー 社内 Web サーバー 

拠点 B 

拠点 B も拠点 A 同様に USB トークン内に 
証明書を格納し、本社 - 拠点間を接続 

VPN 接続をする事で、拠点の 
ユーザーと本社のユーザーは 
あたかも同一環境にいるのと 
同様にサーバー群にアクセス 
可能 

L2Connect と ePass USB トークンを利用して本社 - 拠点間を接続 

ポイント！
 

SecureCore S 
【SecureCore の主な機能】 
・Windows セキュアログオン 
・シングルサインオン 
・ファイル / フォルダ暗号化 
・一元管理認証サーバー 


