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～わかる・みつかるマイナンバーセキュリティ～   

ESC ESECTOR SECURITY CONFERENCE 2015 SUMMER 

マイナンバー制度セキュリティ対策ソリューション説明会資料 
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マイナンバー制について  

2015年10月から国民一人一人にマイナンバーが通知され、2016年1月からは社会保障、税、
災害対策の分野で行政機関への提出書類にはマイナンバーの記載が必要になります。 

官公庁や企業では、マイナンバーへの組織的な対応、国から発表されたガイドラインに従って
情報漏洩対策、セキュリティ対策を施していく必要があります。 

定期的な監査の実施や見直しをしていく責務はもちろんのこと、不正なアクセスがあった場合
の証跡 管理などもガイドラインにて定められております。 

 

また正しく管理できていなかった場合の罰則も厳しく定められており、個人番号関係事務又は
個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイ
ルを提供場合など、４年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科（第67条） となりま
す。   

 

民間企業においてはマイナンバーを扱う部門や業務の範囲が限られることから、“まず は”のセ
キュリティ強化のため、アクセス制限を定めて特定のPCのみが利用できる専用のネットワーク
を設けることや、さらにマイナンバーの運用管理ができているかの証跡管理や、情報漏洩した
際の迅速に対応するための体制作り（ログ取得）も同時に求められています。 

 

 

マイナンバー制とは 
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マイナンバー対策（管理措置項目） 

マイナンバーの管理において課題となるセキュリティー対策 

国から発表されたガイドラインでは、安全管理措置において「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確
化 」、「特定個人情報等の範囲の明確化 」、「事務取扱担当者の明確化 」、「基本方針の策定 」、「取扱
規程等の策定 」を行うことが明記されており、各管理措置項目について対策することを義務付けています。 

 

◆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（物理的防止） 
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 
 

◆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 情報漏えい等の防止  
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①「管理／取扱い区域の設置」 

ガイドラインで定められている物理的安全管理措置では、事業者は、特定個人情報等の適正な取扱い
のために、次に掲げる物理的安全管理措置を講じなければならないとあります。 
 

ａ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを
管理する区域（以下「管理区域」という。）及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域（以
下「取扱区域」という。）を明確にし、安全管理措置を講ずる。  

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（特定個人情報等を取り扱う区域の管理） 

IVEX Loggerでは、制御設定を行うことで物理環境だけでなく、仮想環境に関しても安全管理区域に
たいしてセキュリティーを高め「管理／取扱い区域の設置」を実施することができます。 

マイナンバー
情報サーバ 

管理部 

ファイルサーバ 

業務サーバ 一般ユーザ 

○ ユーザA 
×   ユーザB 

○  ユーザA 
○    ユーザB 

×  ユーザA 
○    ユーザB 

接続許可：サーバA/B 

接続許可：サーバB/C 

接続先を制御すること
で、管理/取り扱い区
域を設定。 

管理部 取扱区域 

一般 取扱区域 
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②「アクセス制御」 

●ファイルアクセス制御 
 ：取り決めされた区域へのファイルアクセス（読み取り/書き込み）を制御します。 

●通信制御：IVEX Loggerでは、ユーザ単位での制御が可能です。 

ユーザー毎の通信制御で特許保有（特許第5165444号） 
ネットワーク上のコンピュータへの接続権限を制御する接続制御プログラム、ネットワーク端末及び接続制御方法。 

USB等外部デバイスおよびMTP/PTPの操作制御も可能です。 

許可された業務担当以外のアクセスを防止します。（物理環境はもちろん仮想環境も対応） 

ａ アクセス制御  
情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行 
う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイル 
の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。 
ｂ アクセス者の識別と認証  
特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、
識別した結果に基づき認証する。  
 

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（アクセス制御 ） 



COPYRIGHT Ⓒ 2015 IVEX Inc. all rights reserved. 6 

IVEX Logger利用のアクセス制御例 

②「アクセス制御」 

個人情報保護責任者 

社内Server 

基幹定系サーバ 

給与系サーバ 
マイナンバー情報 

ファイルサーバ 

Gateway Server 

基幹業務系担当者 

経理担当者 

一般従業員 

録画エージェント 

制御記録エージェント 

接続判定結果および 
その後の操作記録は 
データベースに記録 

管理者が設定 

事務所A 

事務所B 

基幹業務系担当者 

経理担当者 

一般従業員 

基幹業務系担当者 

経理担当者 

一般従業員 

基幹業務系担当者 

経理担当者 

一般従業員 管理者PC 

制御/ポリシー管理 

ログ/動画閲覧 



COPYRIGHT Ⓒ 2015 IVEX Inc. all rights reserved. 7 

③「取扱い履歴と持ち出し管理」 

ｃ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 

特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、容易に個人番号が判明しない措置
の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。  

「持出し」とは、特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内
での移動等であっても、紛失・盗難等に留意する必要がある。  

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止） 

・ファイルアクセスログ（マイナンバーを含むファイルの更新履歴を取得） 

・USBの履歴 

・通信履歴（FTP・web） 

・メール送信履歴 

・印刷履歴 

・録画機能（取り決めた区域への操作を特定して録画を記録することが可能） 

●ログ取得：IVEX Loggerでは、さまざまな履歴を取得/分析/管理することが可能です。 

     情報履歴を管理することで、情報漏えい防止や抑止を行います。 
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④「マイナンバー保管期限と破棄」 
 

ｄ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除
又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃
棄したことについて、証明書等により確認する。 

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄） 

ファイルの削除については取得保管期限
を過ぎたのに破棄されていないケースが
あり、問題となっている。 

・ファイルの削除ログ取得 

破棄されるべきファイルが正しい運用で破棄（削除）されているかを確認することができます。 

●ファイル削除ログ：IVEX Loggerでは、個人情報ファイル削除履歴を取得することが可能です。 
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⑤「不正アクセス・情報漏えい対策」 Ⅰ 
 

ｃ 外部からの不正アクセス等の防止  

情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に
運用する。 
 

ｄ 情報漏えい等の防止  

特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防
止するための措置を講ずる。 

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（外部からの不正アクセス等の防止 /情報漏えい等の防止） 

●制御機能  ：不用意にデバイスを利用されることを抑えることが可能です。 

●アラート機能：不正アクセスや許可されたアクセスにおいても“リアルタイム性”を保ち 
        アラート情報を上げ、都度、チェック/正当性の確認を行うことができます。 

●アプリケーション制御（人事/給与等） 
       ：マイナンバーを取り扱うアプリケーションの利用可能ユーザを限定し、 
        不正を防止する 

☆IVEX Loggerでは下記の機能で対策が可能です。 
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⑤「不正アクセス・情報漏えい対策」 Ⅱ 

IVEX Loggerによるマイナンバー対策 
（外部からの不正アクセス等の防止 /情報漏えい等の防止） 

●ファイル制御      ：マイナンバーを含んでいるファイルのアクセスを制限します。 

●印刷制御        ：印刷物持ち出しを防止します。 

●スクリーンショットの制御：マイナンバーの表示された画面のスクリーンショットを取得 
               させないことによる持ち出し対策 

● USB制御          ：情報漏えいの出口を塞ぎます。 
              USBメモリ・USB光学ドライブ・USBストレージの利用制限が 
              できます。 

●通信制御（アップロード含む） ：接続先/アップロードサイトへの通信制御が可能。 

●録画機能        ：マイナンバー対象のアプリケーション内（“のみ”も可能）操作 
              を全て録画できます。 

大型情報流出事件で
使われた、MTP/PTP
も制御可能。 
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マイナンバー対策はIVEX Loggerにお任せ！！ 

マイナンバー対策はIVEX Loggerにお任せ下さい。 

物-ａ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

物-ｃ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 

物-ｄ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

技-ｄ 情報漏えい等の防止  

技-ａ アクセス制御  

技-ｂ アクセス者の識別と認証  

技-ｃ 外部からの不正アクセス等の防止  

これでマイナンバー
対策は解決だ！ 

IVEX loggerで決ま
りだね！ 
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ログ管理･制御の重要性（内部統制/PCI DSS/マイナンバー制） 

操作履歴の記録/アクセスと操作制御 

内部統制やコンプライアンス・情報漏えい対策において、操作履歴を記録することは重要です。 

上場企業やグループ会社における内部統制、カード取扱い会社におけるPCI DSS準拠、平成28年から開始されるマ
イナンバー制度ではそのガイドラインで、アクセス制御・情報漏えい等の防止が求められており、ログ取得/分析/ 
アクセス制御のソリューション導入が必須となっております。 

PCI DSSでは「要件10」に、ログの必要性
に関する内容が書かれています。 
 
現状、ログ管理に関してここまで細かく 
示されているガイドラインは他に無く、カー
ド情報保護に限らずセキュリティガイドライ
ンとして採用する企業もあります。 

厚生労働省ガイドラインでは、技術的安全
管理処置の項目で、適正に情報を取り扱え
るよう、アクセス制御、アクセス者の識別
が必要とされています。 
さらにマイナンバーの運用管理ができてい
るかの証跡管理や、情報漏洩した際の迅速
に対応するための体制作り（ログ取得）も
同時に求められています。 

PCI DSS準拠 マイナンバー制度開始 

操作が記録されていることで不正行為を心理
的に抑止することができます。 
 
操作履歴を記録することで軽はずみに機密情
報へアクセスしたり、業務に無関係な作業を
防止することができます。 

業務プロセスの正当性を証明するために、PC
の操作内容を記録・管理することが重要です。 
 
検索性が高く、可視化されたテキストログの
形として記録することで、監査への対応も容
易です。 

昨今の情報漏洩では、スマートフォンなど
のUSBデバイスから持ち出されるケースが
ほとんどです。 
USBデバイスを制御することで、情報流出
を完全に遮断することや、業務上利用せざ
る経ない場合も、特定者のみ使える制御を
かけることで事前に情報漏洩をせき止める
ことが可能です。 

不正行為の抑止効果 内部統制・監査対策 情報漏えい対策 
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IVEX Logger Seriesのご紹介 

IVEXLoggerSeriesとはPC操作を記録/制御する製品です 

録画機能 
(別途録画オプションが必要) 

暗号化 制御機能 

レポート作成 ログを集計 PC操作を記録 
（ログ生成） 

※ミック経済研究所調べ 

通信 
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IVEX Logger Series 取得ログ 

業界最高水準の取得ログ項目 

IVEX Logger Series はアプリケーションの利用履歴、ファイルアクセス履歴、WEB アクセス履歴、
といった操作内容をユーザ単位に詳細なログとして記録することができます 

印刷 

メール送受信 

WEB閲覧 

コマンドプロンプト イベントログ 通信 

ファイル操作 

アプリケーション 

ウィンドウタイトル 

コピー＆ペースト 

デバイス使用 

ログイン/ログオフ 
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IVEX Loggerの制御/ログ 

IVEX Logger GOLDの制御機能 
「IVEX Logger GOLD」の制御機能をご利用いただくことで、 MTP・PTPの制御、印刷や画面キャプチャ・
スクリーンショットの禁止、USBなどの外部デバイスによる書き出し禁止、機密情報の持ち出し経路を制限
することができます。他社では複数制御ソリューションが必要なところ、IVEX Loggerの制御機能のみで各
種制限が可能となります。 

 

 ■ 制御機能ご利用例 

USBの書込み・ 
読み込みを禁止 

印刷禁止 
スクリーンショット 
画面キャプチャの禁止 

指定したWEBサイトへ 
アクセス禁止 

指定したアプリケー
ションの使用禁止 

リモートデスクトップの 
接続先を制限 

情報漏えいにつながる不信な動作を 
予め防ぐことが可能！ 

ログイン 
secret 

ファイルの操作を 
制限 ´ 

MTP・PTPの 
書き込み制御 
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 独自技術を利用したIVEX Loggerの優位性 

IVEX Loggerの優位性 
昨今セキュリティ対策として、多くの企業で制御製品/ログ製品の検討が進んでいます。 
検討の際に他社製品と比べていただいたお客様が、IVEX Loggerをご採用いただいた理由は下記のポイン
トとなります。 
 
 

 2.ログ製品の導入によりPCに負荷がかからない 

 1.ログの取得漏れが無い 

 3.ユーザ毎に制御/ログ取得が可能 ※ユーザー毎の通信制御で特許保有/特許第5165444号 

 
• 端末単位で制御を行う製品とは違い、ユーザ単位に制御ポリシー設定が可能。     

• エージェント待ち受けの常時負荷をかけるタイプとは違い、IVEX Loggerでは端末操作時のみCPU
を利用します。（0～4％程）  

• OS/カーネル層でエージェントが稼動している製品や、ネットワーク層でログを取得している製品
では、高負荷時にログが取り漏れます。（各社マニュアル制限事項に記載あり）  

   IVEX Loggerでは、行われた操作はすべてログ取得しております。 

 4.様々なプラットフォーム環境に対応 
• 物理環境はもちろんさまざまな仮想環境で、ユーザ毎の制御/ログ取得をすることがで

きます。 
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お問合せ先 

営業窓口 

製品に関するお問合せは アイベクス セールスグループ までお願いいたします。 

アイベクス株式会社 セールスグループ 

Mail: sales@ivex.jp 

 
〒101-0024 

東京都千代田区神田和泉町1番地3-3 タイワビル 

Tel： 03-5835-0268 Fax: 03-5835-0264 

http://www.ivex.jp/ 

IVEX Logger 評価版のご案内 

評価版（90日間無償利用可能）もご用意しています。是非ご利用下さい。 

 

http://www.ivex.jp/download/ 

評価版 
無料配付中 


