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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。 



やらなければいけない対策は 

アクセス権状況を定期的に点検する 

マイナンバー情報を取り扱う人を限定する 

正当なアクセス権を有していること 



     管理者権限をもつ 
       アカウント一覧 

なりすまし の原因 

ドメイン名 ユーザ名 管理者権限 ユーザの説明 
パスワード変更日
時 

AMIYA.co.jp Hira Yes 
コンピュータ/ドメイン管理
用 

2015-04-14 
09:24:46 

AMIYA.co.jp   Kimura yes ドメイン管理者 2015-06-20 
17:43:51 

AMIYA.co.jp  Shimura yes アカウント管理者 2015-06-20 
17:43:51 

AMIYA.co.jp Yamada no 
2015-06-20 
17:43:51 



フルパス サイズ(MB) 許可の状態 アカウント 許可の種類 

C:¥管理部¥顧客情報 223.03 
許可 
許可 

amiya¥sales 
Everyone 

フルコントロール 
読み取りと実行 

C:¥管理部¥従業員資料 1084.34 
許可 
許可 
許可 

amiya¥sales 
amiya¥yamada 
Everyone 

フルコントロール 
読み取りと実行 
読み取りと実行 

C:¥営業部¥(社外秘)売り上げ 54.01 許可 amiya¥sales フルコントロール 

    マイナンバー関連ファイル                
            のアクセス権 

情報漏えい の原因 



   マイナンバー関連フォルダの 
         アクセス権変更差異 

ドメイン名 サーバ名 ディレクトリ名 変更識別 

amiya.co.jp FileServer01 C:¥マイナンバー情報格納フォルダ￥ 変更 

amiya.co.jp FileServer01 C:¥マイナンバー情報格納フォルダ￥マスター 変更 

amiya.co.jp FileServer01 C:¥マイナンバー情報格納フォルダ￥営業員 新規 

amiya.co.jp FileServer01 C:¥個人情報格納フォルダ￥ 削除 

不正アクセス の原因 
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                           でできること 



統合的なサーバ管理を！ 

「Resource Athlete」を使えば各種のコンプライアンスで求められる「包括的なセキュリティ監査」へ

の対応が実現します。 



     

      A1,B1,C1      Read & Write 

      B2,C2,C4      Read Only 

      C3,C5      アクセス拒否 

リソースアスリートは、フォルダーアクセス権の変更管理や不要ファイル/大容量ファイルの洗い出しなど、

サーバリソースに関するあらゆる情報を可視化し、レポート化する統合型サーバマネジメントツールです。 

        フォルダーアクセス権の管理   ファイルリソースの管理 

無駄に大きい 
ファイル 

使われていない 
ファイル 

必要なファイル 

A1 

B1 B2 

C5 C4 C3 C2 C1 

重複ファイル 

     

      忘年会写真.jpeg 2001/03/01 

      ABC証券見積書.xls 2008/06/27 

      プレゼン資料.ppt 1998/09/26 

Aさんがアクセスできるフォルダー 3年以上使われていないファイル 



Resource Athleteでは 

■ 全部or特定フォルダーのアクセス権  

■ 親フォルダーの権限を継承しないフォルダー 

■ 特定のユーザーがアクセスできるフォルダー 

■ アクセス権が変更されたフォルダー 

■ 共有設定されているフォルダー 

■ 一定量を超えるフォルダー  

■ 長期間使われていないファイル   

■ 重複ファイル 

■ 特定の拡張子を持つファイル 

■ サービス/プロセスなどのインベントリ情報 

     ユーザーアカウントの管理 

■ 管理権限を持つアカウント  

■ 使われていないアカウント  

■ パスワードを変更していないアカウント 

■ グループとグループ内ユーザー 

■ PCインベントリ情報 

        フォルダアクセス権の管理   ファイルリソースの管理 

《オプション マネジメント項目》 

《 Resource Athlete 基本マネジメント項目 》 



前回のレポートと何が変わったか。この差異を抽出するのは骨の折れる作業です。 

差分機能は、前回との差異があるものだけを抽出しますので、作業効率アップにお役立ていただけます。 

■ ４つの特徴 

 差分機能で変更点がすぐわかる ２ 

情報を収集するためのクエリはウィザードで簡単に設定できます。 

ITが苦手なご担当者でも設定で悩むことはなく、対象サーバ個別に設定を行う手間もありません。 

 クエリはウィザードで簡単 １ 

Resource Athleteはエージェントレスなので、システム環境に与えるリスクを最小限に抑えることができます。 

管理対象サーバへの影響を心配する必要がありません。 

 環境にやさしいエージェントレス ４ 

監査対応などで定期的なレポート作成が必要な場合は、日次/週次/月次でレポートを自動作成することができま

す。 

レポートはPDF/CSV/TSV形式で出力することもできますので、資料作成の手間が軽減できます。 

 レポートは自動実行もできる ３ 

          の特徴 

Resource Athleteは、導入・運用の負荷を軽減するための4つの特徴を備えております。 



出力する項目をチェックして、 

必要な項目にチェックを入れるだけで設定完了。必要なレポートが簡単に作成できます。 

収集設定はわかりやすいウィザードで簡単 

レポート出力！ 

1 



差分機能で変更点がすぐわかる 

全件表示 
前回レポート
との差分のみ ここで切替 

2 

変更種別を表示 

A：新規 
D：削除 
M：変更 



1. スケジュール登録しておけば 2. レポートを自動作成 

PDF・CSV・TSV 
で出力することも 

自動作成 

設定したレポートは、日次・週次・月次のいずれかで自動作成。PDF・CSV・TSVで自動出力。 

自動レポート 
3 



1. 対象にモジュール設置作業の必要なし！ 

2. 対象上でプログラムが稼動しないため、重くならない！ 

3. 対象に障害を与えにくい！ 

4. 対象の機器交換時にエージェント再設置の必要がない！ 

5. エージェント自体のメンテナンスやUPDATE再配布の必要がない！ 

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト 

レ
ス
の
メ
リ
ッ
ト 

ドメイン管理者権限 

を使って対象に命令 

複数の対象から 

一元的に情報を集約 

環境にやさしいエージェントレス ４ 



レポート サンプル  

ドメイン名 マシン名 フォルダー名 所有者 最終アクセス日時 

AMIYA.co.jp AFile_Server ¥¥netapp-vol2¥顧客情報2008.xls AMIYA.co.jp¥ito 
2008-09-18 
11:30:33 

AMIYA.co.jp BFile_Server ¥¥ABC1¥netapp-vol5¥組織図.ppt AMIYA.co.jp¥yakuin 
2009-10-05 
15:20:21 

AMIYA.co.jp CFile_Server ¥¥営業部¥亀井¥飲み会写真32.img AMIYA.co.jp¥kamei 
2009-04-11 
10:25:13 

ドメイン名 マシン名 フォルダー名 所有者 サイズ 

AMIYA.co.jp AFile_Server c:¥技術開発部¥ABC製品¥サポート AMIYA.co.jp¥ishida 702,538,435 

AMIYA.co.jp BFile_Server c:¥営業推進部¥提案用の画像素材 AMIYA.co.jp¥ito 432,008,357 

AMIYA.co.jp CFile_Server c:営業部¥個人¥嶋¥オレのラブ動画 AMIYA.co.jp¥shima 16,565,827,906 

■ 長期間使われていないファイル  

■ 一定量を超えるフォルダー  



「ファイル名」が異なっても  

レポート サンプル  

■ 重複ファイル 

ドメイン名 マシン名 フォルダー名 ファイル名 サイズ 重複グループナン
バー 

AMIYA.co.j
p 

Sales_Server c:¥マーケティング本部¥資料¥概要資
料.ppt 

概要資料.ppt 778240 1 

AMIYA.co.j
p 

Sales_Server c:¥部門共通¥概要資料-コピー.ppt 概要資料-コ
ピー.ppt 

778240 1 

ドメイン名 ユーザー名 管理者権限 最終ログオン日時 

AMIYA.co.jp Kamei-Goukon no 2009-03-31 18:20:33 

AMIYA.co.jp A-project2011 yes 2011-03-10 18:25:51 

AMIYA.co.jp Satou-Taka no 2010-7-28 19:13:20 

■ 使われていないアカウント 

終了したプロジェクト 

退職者のアカウント 



複数サーバのログを一元管理したい方に。

ファイルの操作履歴をエージェントレス

で取得して、効率的にログ管理。 

ログ管理を今すぐ簡単に始めたい方に。 

専用サーバ不要！簡単インストール！ 

すぐにログ管理が始められます。 

その名の通り"メールアーカイブ"製品。 

メール送受信を添付ファイルごと記録！ 

様々なログをまとめて管理。 

データへのアクセスだけでなく、 

障害監視やサイバーアタックの 

総合的な管理に。 

サーバの統合的マネージメントツール。 

フォルダーアクセス権の管理や 

不要ファイルの洗い出しに。 

エージェントレスのDBログ製品。 

分散するDBのログを一元管理。 

特権管理者の操作も取得可能。 

そのほか、ALogシリーズもりだくさん！ 
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ALogの 
『アクセス権変更ログ』 

1 

ALog ConVerterとResource Athleteを組み合わせれば、、 

ALog for Windows AE版で新しく追加された『アクセス権変更ログ』では、アクセス権を変更した履歴が取得できます。 

統合監査システムでは、その履歴に基づいて変更された内容を把握することができます。 

『誰がいつアクセス権を変更したか？』 

が把握できる 

マイナンバー情報が格納された 
     『フォルダのアクセス権』 

2 

『具体的にどうアクセス権を変更したか？』 

が把握できる 



ログで見つけた怪しい動きの裏を取る 

統合監査オプションでは、前回監査レポートを出力した時点と比較して、情報に何らかの変更があれば、 
変更されたものがピックアップされます。 

以前に収集した 
アクセス権情報 

今回収集した 
アクセス権情報 

統合監査オプション
で変更内容を確認 

M：変更 
A：新規 
D：削除 

“yo-kamei”のアクセス権が 

「フルコントロール」に！ 

マイナンバー情報のフォルダアクセス権が 

変更されている 

比較 

変更情報を表示 



ご清聴頂きありがとうございました 


