
    

2015年07月15日 
富士通ビー・エス・シー 

マイナンバー制度向け情報漏えい対策
を支援するFENCE 

Copyright 2015 FUJITSU BROAD SOLUTION & CONSULTING Inc. 



    Copyright 2015 FUJITSU BROAD SOLUTION & CONSULTING Inc. 

1. マイナンバー制度 
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1. マイナンバー制度 

1.1 マイナンバー制度の経緯 
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1. マイナンバー制度 

1.2 スケジュール感 
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1. マイナンバー制度 

1.3① 法人企業への影響 
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1. マイナンバー制度 

1.3② 法人企業への影響 
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1. マイナンバー制度 

1.4 ガイドライン 
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IT対策は、技術的安全管理措置がポイント 

要求事項 手法の例 

A. 基本方針の策定 - 

B. 取扱規定等の策定 - 

C. 組織的安全管理措置 a. 組織体制の整備 / b. 取扱規定等に基づく運用 / c. 取扱状況を確認する手段の整備 / d. 情報漏えい等事案に対する体制の整備 / e. 取扱状況の把握及
び安全管理措置の見直し 

D. 人的安全管理措置 a. 事務取扱担当者の監督 / b. 事務取扱担当者の教育 

E. 物理的安全管理措置 a.特定個人情報等を取り扱う区域の管理 / b. 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 / c. 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 / d. 個人番号の削除、
機器及び電子媒体等の廃棄 

F. 技術的安全管理措置 a. アクセス制御 • 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。 
• 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムをアクセス制御により限定する。 
• ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報シス

テムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。 

b. アクセス者の識別と認証 • 事務取扱担当者の識別方法としては、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等が
考えられる。 

c. 外部からの不正アクセス等
の防止 

• 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不
正アクセスを遮断する。 

• 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフトウェ
ア等）を導入する。 

• 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフト
ウェアの有無を確認する。 

• 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフト
ウェア等を最新状態とする。 

• ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。 

d. 情報漏えい等の防止 • 情報システム内に保存されている特定個人情報の情報漏洩等の防止策としては、デー
タの暗号化又はパスワードによる保護、外部デバイスへの持ち出し制御等が考えられ
る。 

• 通信経路における情報漏えい等の防止策としては、通信経路の暗号化等が考えられる。 

■特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編） 
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1. マイナンバー制度 

1.5 個人情報保護法との関係 
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2. マイナンバー対応ソリューション 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.1 対策ステップ 
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1st Step 

現状把握 

2nd Step 

スタートアップ
対策 

 

3rd Step 

重点対策 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.2.1 [スタートアップ対策] 概要 
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申請 
事務担当者 

従業員 特定 
個人 
情報 

ファイルサーバ 

申告 
事務担当者 

行政機関 

申請帳票 
申告データ 

持ち出し制御 

マイナンバー 

暗号化 

スマートデバイスやUSBメモリ
などでマイナンバーを 

自由に持ち出せない環境に！ 

共有フォルダを暗号化、 
保管されたマイナンバーへ 
アクセス可能な社員を制限！ 

マイナンバー 

マイナンバー 

持ち出し制御 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.2.2 [スタートアップ対策] 安全管理措置との関係 
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IT対策は、技術的安全管理措置がポイント 

項目 対応製品・ソリューション 

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. 情報漏えい等の防止 

持ち出し制御: FENCE-G 

サーバ暗号化: FENCE-Pro Server 

（Windowsインフラの標準機能） 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.2.3 [スタートアップ対策] FENCE-Pro Server 

強力なAES暗号アルゴリズムの採用により、サーバーに保管し
ているマイナンバーなどの個人情報を守ります。重要なデータ
を保管しているフォルダは自動的に暗号化され、情報セキュリ
ティを強力にサポートします。 

米国商務省標準技術局(NIST)にて採用されている暗号化アルゴリズムで
あるAESを採用しています 

サーバー上の設置されたフォルダを自動的に暗号化することができます 

外部デバイス(USBメモリなど)を認識時に、自動的に暗号化を行います 
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端末側にソフトを 
入れる必要無し！ 

サーバ クライアント 

FENCE-Pro Server 
インストール 



    

2. マイナンバー対応ソリューション 

2.2.4 [スタートアップ対策] FENCE-G 
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業務上の役割に応じたアクセス権限を、必要最低限の設定で実
現することにより堅牢なアクセスコントロール基盤を構築しま
す。 

外部デバイスの制御 
外付けハードディスクやCD/DVD 、USBメモリなどのリムーバブル
ディスクなど 

ネットワーク共有フォルダの制御 

印刷の制御 

 Active Directory連携 

ネットワーク共有フォルダ 
（ファイルサーバなど） 

印刷（プリンター） 

外部デバイス 
（CD/DVD、USBメモリなど） 

（USB接続のデバイス） 
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社内システムがメインフレームの場合 

給与システムの利用 

行政機関 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.1 [重点対策] 概要 

社内システム 

特定個人情報 

申請 
事務担当者 

従業員 

マイナンバーの申請 マイナンバーの保管・申告 

認証・ 
アクセス制御 暗号化 

持ち出し制御 

不正ソフト検知 VPN 

ファイア 
ウォール 

標的型 
攻撃対策 

• 年金事業所 
• 健康保険組合 
• ハローワーク 

従業員 

• 税務署 
• 市区町村 

人事DB 

月例給与 
社会保険 
年末調整 

マイナンバー 

申告 
事務担当者 

マイナンバー 

特定 
個人 
情報 申請帳票 

申告データ 

不正アクセス防止ソリューション 

民間事業者 

特定個人情報 人事DB 

月例給与 
社会保険 
年末調整 

マイナンバー 

情報漏えい防止ソリューション 

スマートデバイス管理 

メール誤送信対策 暗号化ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 

暗号化ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 

不正アクセス防止ソリューション 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.2 [重点対策] 安全管理措置との関係 
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IT対策は、技術的安全管理措置がポイント 

項目 対応製品・ソリューション 

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. 情報漏えい等の防止 

情報漏えい防止ソリューション 

不正アクセス防止ソリューション 

• 情報漏えい防止ソリューション 
• 暗号化ライブラリ 
• メール誤送信対策 

ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
管
理 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.3 [重点対策] 製品・ソリューションの詳細 
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情報漏えい防止ソリューション 

社内ネットワークと社外を繋ぐ境界線を主に対策。 
ファイアウォールの設置やセキュリティ対策ソフトウェ
ア等の導入による不正ソフトウェアの検知を行い、第三
者による情報システムへの不正アクセスを防止します。 

メインフレームやデータベース、通信経路などの対策。 
データベース内の特定個人情報や特定個人情報を取り扱 
う通信経路の暗号化を行い、第三者によるデータベース 
や通信経路上での特定個人情報の解読を防止します。 

スマートデバイスやモバイル端末等で特定個人情報を 
参照する場合のスマートデバイスのアクセスコントロ 
ールや紛失・盗難対策を行い、第三者がスマートデバイ 
スやモバイル端末等を利用することによる特定個人情報 
へのアクセスを防止します。 
 

申告事務担当者に適用する対策。 
特定個人情報を社外宛メールで取り扱う場合のメール誤
送信対策を行い、誤って特定個人情報を漏えいしてしま
うセキュリティ事故を防止します。 

申請・申告事務担当者に適用する対策。 
特定個人情報に対するアクセス制御や暗号化、アクセス
者が正当な人物であるか認証を行い、第三者による特定
個人情報の解読や特定個人情報へのアクセスを防止しま
す。 

メール誤送信対策 

不正アクセス防止ソリューション 暗号化ライブラリ 

スマートデバイス管理 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.4 [重点対策] 情報漏えい防止ソリューション 

申請・申告事務担当者に適用する対策。 

特定個人情報に対するアクセス制御や暗号化、アクセス者が
正当な人物であるか認証を行い、第三者による特定個人情報
の解読や特定個人情報へのアクセスを防止します。 
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申請事務担当者 
①認証・アクセス制御 

②暗号化 

③持ち出し制御 
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申請事務担当者の 
パソコン 

ネットワーク共有フォルダ 
（ファイルサーバなど） 

2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.4① [重点対策] 認証・アクセス制御 
 申請事務担当者が使用するパソコンは、担当者本人以外利用できない運用
が求められます。本人貸与のUSBキーを用いた認証の仕組みで、第三者が
該当パソコンを利用する行為をシャットアウト。 

 特定個人情報が格納されたサーバへは、本人認証にて証明された本人のみ
アクセスが許されます。 

 社内での離席時、社外へ持ち出した際の盗難・紛失時など、特定個人情報
の流出を防ぎます。 
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申請事務担当者 

事務取扱担当者の 
USBキーで認証 

悪意ある第三者 

他の従業員 

他の従業員の 
USBキーで認証 

USBキーなしで 
認証 

認証成功！ 

営業 
担当者 

開発 
担当者 

申請事務 
担当者 

アクセス成功！ 

マイナンバー 

特定 
個人情報 
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ファイルサーバ 

2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.4② [重点対策] 暗号化 

特定個人情報を格納している領域を暗号化。申請事務担当者
本人以外アクセスさせないことで情報漏えいを防ぎます。 

事務担当者パソコンのローカルドライブ、フォルダやファイル 

ネットワーク上の共有フォルダ 

USBメモリなどの外部デバイス 
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悪意ある第三者 

特定個人情報が 
暗号化されていて 
読み取れない・・・ 

営業 
担当者 

開発 
担当者 

申請事務 
担当者 

申請事務担当者のパソコン 

ドライブの 
暗号化 

ファイル・フォルダの 
暗号化 

外部デバイス 

USBメモリの暗号化 

共有フォルダの 
暗号化 
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管理区域・取扱区域外 

2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.4③ [重点対策] 持ち出し制御 
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申請事務担当者が使用するパソコンから、特定個人情報を持
ち出す行為は原則禁止します。 

スマートフォンやUSBメモリなどの外部デバイスを介して情
報を持ち出す際は、必ず上司や情報管理者の承認を得る運用
を徹底する。 

マイナンバーの
持ち出しを禁止 

自社 

申請事務担当者 

スマートデバイス 

DVD/USBメモリ 

マイナンバー 

特定 
個人情報 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.5 [重点対策] メール誤送信対策 
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FENCE-Mailで、メール監査とメール自動暗号の二重の対策によ
り、安全かつ快適なメール環境を実現します。送信ルールに合
致したメールは一時保留され、送信者や上長が再確認すること
で誤送信を防止します。さらに受信先の環境に適した形でメー
ルを自動的にパスワードロック化することで安全にメールを送
信できます。 

 メール監査 

 メール自動暗号 

社外環境 社内環境 
社内メールサーバ 

 Notes 
 Exchange 
 Webメール など 

メールセキュリティ 

 アンチウィルス／スパム 
 メールフィルタリング 
 メールアーカイブ など 

SMTPサーバ 

メール監査 メール自動暗号 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.6 [重点対策] 暗号化ライブラリ 
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FENCE-SVPは、メモリ上に格納されているデータの暗号化を行うための開発
ライブラリ製品です。データベース上に格納されたり、通信経路上を流れる
特定個人情報を暗号化、権限ある利用者やシステム以外は一切アクセスさせ
ないことで情報漏えいを防ぎます。 

Windows PC、Windowsサーバ、UNIXサーバ、スマートフォン、更にはメ
インフレーム／オフコンなど幅広く対応しています。 

暗号方式 
（バイナリ暗号、文字コード暗号/SJIS、文字コード暗号/EUC） 

マルチプラットフォーム／マルチプログラミング言語対応 

 FENCE-Proとの連携 
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2. マイナンバー対応ソリューション 

2.3.7 [重点対策] スマートデバイス管理 
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FENCE-Mobile RemoteManagerは、スマートデバイスからモバイル端末ま
で、様々なデバイスの運用管理を実現。 

インターネット環境 お客様環境 

システム管理者 サービスマネージャ 

インターネット 

3G/Wi-Fi 

コマンド発行・設定 

3. 運用管理 

24時間365日対応 

運用代行サービス 

2. セキュリティ管理 

マルウェア対策 

デバイス制御 

紛失・盗難対策 

不正利用対策 

1. 資産管理 

マルチデバイス対応 
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