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サーバアクセスログの業界標準 

 
「サーバアクセスログ」の 

デファクトALogのご紹介 

営業本部 東日本営業部 
梶谷 哲也 



マイナンバーの概要 

マイナンバーは3つの分野の中で 
法律で定められた行政手続のみに利用を限定 



マイナンバーの概要 

民間企業におけるマイナンバーの利用例 

 － 従業員の給与所得／退職所得の源泉徴収票作成 

 － 雇用保険の資格取得届作成 

 － 厚生年金保険、健康保険の資格取得届作成（2017年1月～） 

 － 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成 

   （弁護士・税理士・個人事業主等への報酬） 

 － 不動産の所有者に対する使用料の支払調書作成 

 － 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成（3年猶予） 

企業でのマイナンバー「収集」・「利用」・「保管」は 
法律で定められた範囲に限定 



マイナンバー制度で変わること 



F 技術的安全管理措置 

C 組織的安全管理措置 

A 基本方針の策定 

B 取扱規定等の策定 

D 人的安全管理措置 

E 物理的安全管理措置 

特定個人情報の適切な取扱いの確保について 

    組織として取り組むための基本方針を策定すること 

事務の流れを整理し、特定個人情報等の 

           具体的な取扱い規定を策定すること 

取扱い規定等に基づく運用、 

取扱い状況を確認する手段、 

情報漏えい事案に対する体制整備 

取扱い状況の把握及び見直し 

事務取扱担当者の監督 

事務取扱担当者の教育 

マイナンバーを取り扱う区域管理、 

電子媒体の盗難防止、 

電子媒体を持ち出した場合の防止策、 

個人番号の削除と電子媒体からの廃棄 

アクセス制御 

アクセス者の識別と認証 

外部からの不正アクセス防止 

情報漏えい防止策 

マイナンバー制度 まとめると 



ALog & RAマイナンバー 

F 技術的安全管理措置 

a. アクセス制御 

b.アクセス者の識別と認証 

c. 外部からの不正アクセス等の防止 

d.情報漏えいの防止 

C 組織的安全管理措置 

b. 取扱規程等に基づく運用 

取扱規程等に基づく運用状況を確

認するため、システムログ又は利

用実績を記録する。 

2015年10月にマイナンバーが配布され、2016年1月より制度がスタート。 

“特定個人情報の適切な取扱いに 
  関するガイドライン”にも対応        

給与管理データベースが更新されて

いる！ 

  ⇒誰が更新したか分かります 

従業員管理ファイルが複製されて 

いる！ 

  ⇒重要データの操作履歴が分かります 

給与情報にアクセスできるユーザー

は適切か？ 

  ⇒重要フォルダのアクセス権をリスト化 

個人情報を含むファイルが散在して

いないか？ 

  ⇒どこにどのファイルがあるかを可視化 

       

e. 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

情報漏えい等の事案の発生または兆候を 

把握した場合に適切かつ迅速に対応するた

めの体制を整備する。 



取り扱い状況を定期的に点検する 

不正行為と思われる兆候を検知する 

マイナンバー情報への操作を記録する 

やらなければいけない対策は 



マイナンバー対応について 

「マイナンバーの情報」を 

どちらに保管しますか？ 

業務アプリ（DB） 

DB 

ファイルサーバ 

？ 

・人事給与システム等のアプリケーション内に保管？ 
・ファイルサーバ内に特定個人情報ファイルをデータ保管？ 



                            



ALog ConVerterとは？ 

ALog ConVerter は、ユーザーの行動記録をサーバから取得するタイプの 

「サーバアクセスログ」製品です。 

複雑な生ログを解析し、実際にユーザーが行った操作に変換することから、 

ALog（Audit Log/Access Log）ConVerter（変換）という製品名が付けられています。 

ユーザ ファイル 操作

Toshio E:\DATA\顧客情報\取引先重要顧客リスト.xls READ

Toshio E:\DATA\顧客情報\取引先重要顧客リスト.xls WRITE

としおさんが ファイルを『開いて』『書き込んだ。』 



なぜALogなの？ 

サーバ/ネットワークに負荷がない！ 

英語・中国語に対応！ 

高速検索システムをバンドル！ 

クライアントPCに作業なし！ 



ALogの守備範囲 

ファイルサーバもDBも 

ログを一元管理 



マイナンバー情報への操作を記録する 

C  組織的安全管理措置 

b. 取扱規程等に基づく運用 

取扱規程等に基づく運用状況を確認するため、

システムログ又は利用実績を記録する。 

やらなければいけない対策は 



マイナンバー情報への操作ログを取得 

  例：社員としおさんが、エクセルのファイルを『開いて』『書き込んだ』 

出力は『READ』と『WRITE』だけ出るはず 

生ログのままだとアウト! 

生ログそのものを見ても、この時点では 

READやWRITEすらも分からない状態。 

技術者でも理解するのは困難。 

S-1-5-21-2910433525-404745982-3962478095-
500/Administrator/2008SP2/0x50b70/Security/File/C:¥¥
文書管理¥Excel ワークシート.xlsx/0x444/{00000000-
0000-0000-0000-
000000000000}/%%1538     %%4416     %%4419     
%%4423     /0x20089/-/0/0x4// 



サーバログとは？ 

時刻 ユーザ サーバ ファイル 操作 回数 

2010/1/8 15:07:00 AMIYA¥Toshio 2008SP2 C:¥文書管理¥write¥Excel ワークシート.xlsx READ 19 

2010/1/8 15:07:12 AMIYA¥Toshio 2008SP2 C:¥文書管理¥write¥Excel ワークシート.xlsx WRITE 1 

としおさんが ファイルを 『開いて』『書き込んだ。』 

  例：社員としおさんが、エクセルのファイルを『開いて』『書き込んだ』 

ALogで分析変換すれば 
実際の操作内容だけが出る!! 

ALogはログの情報を正確に分析します。 

実際にユーザーが操作したログだけを 

アクセスログとして出力します。 



不正行為と思われる兆候を検知する 

e. 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

情報漏えい等の事案の発生または兆候を 

把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体

制を整備する。 

C  組織的安全管理措置 

やらなければいけない対策は 



アクセスログ検索システム – 自動レポート作成 

事前に監視したい内容を設定しておけば、監視レポートを定期的に自動作成させることが可能。 

また、監視レポートをメールに添付して運用者に送付することもできます。 

レポートが定期的に送られてくる 事前にセットしておけば 



例えば… 情シス管理者の正当性証明 

  例：普段申請書ベースで、管理者権限で作業を行う 

 ワークフローシステムの申請ログ 

 特権ユーザやITシステムの運用ルール 

 入退館/入退室記録 

 ネットワークアクセスログ 

作業申請 
ログ 

3月15日の10時から18時まで 
機密情報サーバの作業をします 

勤務実態の把握や休日作業、アカウントの不正利用が発覚。 

事件発生 

ユーザＡが申請時間外の深夜にログオンしたことを発見 

ユーザＢが事前申請なしでログオンしたことを発見 



例えば… 不正アクセスの予兆を検知 

  例：夜中に顧客ファイルを盗みとろうとサーバにアクセス 

アクセス権が適正に付与されていれば
もちろんアクセスはできません。 

ファイルに対するアクセス
権限がありませんでした。 

不用意にアクセスしているユーザを発見 



例えば… 特定ユーザ以外からのテーブル操作 

  例：マイナンバー情報に対してアクセスするユーザは決まっており尚且つ 
        業務アプリケーション経由でアクセスするのが通常の運用 

時刻 ユーザ 対象 操作 

2015/7/7 18:02 Takagi 
<Client> Takagi-PC <App> SQLCMD <DB> 顧客DB  

テーブル[会員登録情報]のデータが参照されました 
DB_SELECT 

2015/7/7 18:02 Takagi 
<Client> Takagi-PC <App> SQLCMD <DB> 顧客DB 

 SELECT * FROM 会員登録情報 
DB_RAWSQL 

ALog DBで非正規操作を記録 

高木が 非正規ルートからDBアクセス 

テーブルを一括参照している 

顧客DB管理アプリ 
顧客DBマスタ 

正常ルート 

SQL文を発行した 

非正規ルート 

別のツール（SQLCMD） 悪者 : 高木 

正規ルート以外のアクセスおよび特権ユーザ以外が
テーブル操作を行った際にアラート通知をおこなう。 



取り扱い状況を定期的に点検する 

C  組織的安全管理措置 

取扱い規定等に基づく運用、 

取扱い状況を確認する手段、 

情報漏えい事案に対する体制整備 

取扱い状況の把握及び見直し 

やらなければいけない対策は 



アクセスログ検索システム – 検索 

•人事部長に人事部フォルダ以下を

参照させたい 

•複数ユーザーを除外して絞り込み

検索したい 

• Aさんの1ヶ月間のアクセス履歴を

知りたい 

• Bファイルを削除したユーザーを探

したい 

こんな時に 

こんなことも 



アクセスログ検索システム – 集計/監視 

<集計機能> 

•最もファイルアクセスの多いユー

ザーを調べたい 

• 印刷回数が多いユーザー上位者を

抽出したい 

• 深夜にアクセスしている者を特定

したい 

•重要フォルダーのため、全操作履

歴をレポートしたい 

<監視機能> 



ALog SMASHの特徴 



ALog ConVerterとSMASHの違い 
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Watch Your Data,  
Not Your Employees 



ご清聴頂きありがとうございました 


