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エンカレッジ・テクノロジ株式会社 

はじめに  

影響範囲の大きいシステム管理者や外部委託先による不正行為 

下表は、ここ 2～3 年ほどの間に「システム管理者やシステム管理の外部委託先」が引き起こした、主な情報漏えいや不

正行為等のインシデントの一覧です。書類の紛失等、情報漏えい事件自体は毎年一定数発生しています。しかし、システ

ム管理者やシステム管理の外部委託先が引き起こすインシデントにおいて、漏えいする情報の件数や不正行為の内容、被

害者への精神的なダメージ、さらに企業が被る直接的損害額やマイナスイメージといったインパクトは、他のあらゆるイ

ンシデントと比較にならないほど、大きいものばかりです。 

このことから、システム管理者や外部委託先のセキュリティ対策は、もっとも優先度を挙げて取り組むべき対策であると

考えられます。 

年 発生したインシデントの概要 

2012 年 銀行の共同システムの運用孫請会社社員が偽造カードを作成し、顧客口座から不正に現金約

2,000 万円を引き出し 

2014 年 地方銀行の ATM 保守ベンダー社員がキャッシュカードを偽造し現金約 2,400 万円を着服 

2014 年 通信教育大手のシステム管理再委託先の派遣社員が個人情報 約3,500万件を持ち出し名簿業者

に販売 

2014 年 医師紹介サービス企業のシステム管理担当元従業員が、役員宛てのメールを自分のプライベート

アドレスへ自動転送させるようにサーバーを設定し、医師・看護師の個人情報を持ち出し 

2015 年 株主向けポイント制度を複数の上場企業向けに運営する事業者が、内部不正により株主の個人情

報を漏えい 

 

本ホワイトペーパーは、システム管理業務固有の環境と特徴、さらにはこれまでのインデントの傾向をもとに、今 企業

がとるべき対策について弊社の考えをまとめたものです。 
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何故、システム管理業務がリスクなのか？ 

システム管理者のセキュリティ対策を考える上で、まずシステム管理業務とはどのようなもので、どのような点にリス

クがあるのかを確認したいと思います。 

IT システムとシステム管理業務 

下図は、IT システムとシステム管理業務の関係を示しています。 

一般の社員やお客様は、情報システム部門やベンダーが開発したアプリケーションを利用して、業務や諸々の手続きを

行います。このシステムには、ユーザーの権限に応じて業務範囲やアクセスできる情報が制御されるよう、プログラムロ

ジックが組み込まれています。（IT による業務処理統制）。 

一方、情報システム部門は、これらのシステムの開発・維持管理を行う立場です。IT を専門としない一般企業や金融機

関では、これらの業務自体をシステム会社に外部委託している場合が多くあります。前項にあげた深刻かつ重大なインシ

デントが、システム管理を行う立場（委託先ベンダーの技術者を含む）で起きています。システム管理業務に関連して重

大なインシデントが発生する理由は、そのシステム管理業務固有の環境にあると考えられます。 

 

 

システム管理業務の特徴とそのリスク 

弊社では、システム管理業務の固有の環境とそのリスクには、以下の 3 つの要素が関係しあっていると考えています。 

 管理者権限（特権 ID）の使用 

システム管理者は、システムのプログラムロジックを変更・修正したり、データベースの保守・メンテナンスを

行うために、システムの管理者権限（特権 ID）を使用することがあります。 

そのため、特権 ID の管理を怠り、誤用・濫用あるいは不正使用を許してしまうと、システムの停止や情報漏えい

等の重大なインシデントを引き起こすリスクが伴います。 
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 IT 技術の専門知識が豊富 

システム管理業務を行う担当者は、一般に高い IT 技術を保有しており、作業対象のシステムにも良く精通して

います。そのため、一般の IT ユーザーには通用するセキュリティ上の技術的対策を比較的容易に回避したり、無

効化できたりする場合があるというリスクを孕んでいます。 

 システム管理の外部委託化など構造的問題 

システム管理業務をベンダーに委託しているケースが増えています。委

託先ベンダーでも、コストを抑えるために再委託を行ったり、派遣社員を

使ったりしています。これら外部委託の多重化構造は、責任の所在を曖昧

にしてしまいがちです。また、組織的には権限を有しない現場の担当者が、

システムに対しては最高権限を日々使用しているというアンマッチが生

じていることも問題の一つです。 

特権 ID のリスクと管理の必要性 

前項にあげたシステム管理業務の特徴とリスクの中で、直接的原因となるのが、管理者権限

（特権 ID）の問題です。 

特権 ID は、アプリケーションのインストール、ネットワーク設定の変更、システム構成ファイ

ル・設定ファイルの置き換え、ユーザーアカウントの作成、変更、削除、データファイルの作

成・更新・削除、システムのシャットダウン、再起動など、あらゆる操作が可能な特別なアカウ

ントです。しかし、システム管理業務は、職務上これらの操作を必要に応じて行う必要があり、

特権 ID の使用を禁止することはできません。したがって、管理された形で正しく使用しなければ、様々なリスクにつなが

ります。 

 システムや重要データへの不正アクセス 

特権 ID のパスワードが漏えいするなどして、第三者に使用されてしまうと、権限の高さによって、様々な不正行

為を許してしまう。 

 権限の濫用・誤用によるシステムやデータへの影響 

正当な者が使用する場合であっても、特権 ID の高い権限を濫用・誤用し、本来の目的に沿わない操作を行うこと

で、システム障害や情報漏えいなどの影響を与えてしまう。 

 利用者が特定できない 

システムに標準で備わっている Administrator/ root などの特権 ID を、複数の担当者間でパスワードを共有する

などして使い回しをすると、実際には誰が使用したのかを特定できず、原因究明などが困難になる。 

ますます高まる管理の必要性 

以上のように厳格な管理のもとで使用されるべき特権 ID ですが、昨今、以下のような環境の変化により、その管理の必

要性がますます高まっています。 

 クラウドの利用や外部委託化で物理的安全対策の効果が限定的に 

従来、IT システムを自社のデータセンターやサーバールームに設置していたオンプレミスの環境において、サ

ーバールームへの入退室管理、監視カメラの設置、作業の立ち合いの実施などの、物理的な安全対策によっても一

定のリスク低減が図れていた状況が、以下のようなシステム環境、運用形態の変化によって、有効に機能しない状



システム管理者・外部委託先による情報漏えいを防ぐには 

                                                                                                      
Copyright© 2002-2015 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                 4 

況になっています。 

 

(1) クラウドサービスの利用 

IaaS などパブリッククラウドにシステムを移行すると、

あらゆるシステム管理業務は、リモート操作によって行われ

ることになります。環境によっては、インターネットにつな

がっていれば、自宅から、外出先からでもクラウドにアクセ

スできるなど、物理的安全対策が機能しなくなります。 

(2) 委託先ベンダーによるリモート操作 

オンプレミス上のシステムに対する委託先ベンダーによ

る保守・管理作業も、VPN 等を介してリモートで行うケースが増加しています。このような環境においては、

サーバールームの入退室管理も、監視カメラも有効に機能しません。 

 

 外部不正侵入（サイバー攻撃）に対する内部対策 

昨今被害が拡大している標的型攻撃に対する対

策の中で、特権 ID 管理の重要性が認識され始めて

います。もはや外部からの不正侵入を完全に防止す

ることは不可能であり、内部侵入を許してしまう前

提で、重要なシステムへアクセスされないための内

部対策が必要です。 

攻撃者は、偽造メール等を使い内部侵入を行う

と、社内に潜伏しながら、感染範囲を広げ、最終的

に重要システムにアクセスするための管理者権限

（特権 ID）の認証情報（一般的にはパスワード）を

狙っています。そのために様々な攻撃手法が編み出

されているのです。 

 

 マイナンバー制度の実施に伴う「特定個人情報」の安全な取扱いが義務化 

2016 年より施行開始さ

れるマイナンバー制度に

よって、すべての民間企業

は、従業員とその扶養家族

のマイナンバーを取得・保

管し、所得税、社会保険等

の手続きのために使用す

ることになります。 

従業員のプライバシー保

護のため、マイナンバーを

含む個人情報は「特定個人

情報」として、その漏えい、滅失、改ざんがないよう適切に保護することが義務付けられています。 
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内閣府外局の第三者機関として設置された特定個人情報保護委員会では、公共機関および事業者におけるマイナ

ンバーの安全対策の指針として「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を編纂し、遵守するよう指

導しています。 

これまで 5,000 件以上の個人情報を保有する企業に対してのみ適用されていた個人情報保護法と比較し、件数

の下限もなく、さらに一段厳格な管理が求められることになります。 

多くの企業では、従業員のマイナンバーを人事・給与システムにて管理すると思われますが、対象システムに対

する保守・管理業務で特権 ID が濫用されると、マイナンバーへの不正なアクセスを招くことになります。 
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弊社が考えるシステム管理者/委託先の情報漏えい対策 

以上のような背景を踏まえ、本項では、システム管理者・委託先による情報漏えい等のインシデントを防止、または早

期発見するための重要な取り組みについて、以下の通り解説します。 

不正発生の心理的メカニズムを理解する 

対策を考える上で、人の不正行為に

至る心理的メカニズムを理解してお

くことが重要です。 

公認不正検査士協会の創設者であ

るドナルド・R・クレッシーは、人が

その行為は不正であることを理解し

ているにも関わらず不正を働いてし

まうのは、次の３つの要素が関わって

いるとしています。 

３つの要素とは、①動機・プレッシ

ャー（他人に打ち明けられない経済的な問題）、②機会（この問題が自分の経済的に信頼されている立場を利用すれば、

秘密裏に解決できること）、そして ③正当化（その解決策を実行しても、信頼された人物としての自分のイメージを損な

わないですむような理由付け）です。 

この考え方は、セキュリティ教育、モラル育成による効果の限界を示すとともに、この３つの要素のひとつだけでも解

消させることで、不正を防止できるということも示しています。 

尚、独立行政法人情報処理機構（IPA）が発行した調査資料「組織内部者の不正行為による インシデント調査 －調査

報告書―」（2012 年７月）によると、組織内の社員・職員が考える「不正防止に効果がある会社の取り組み」として上位

にあげられているのは、「自分の行った行為が記録として残ること」、「監視されていること」となっています。 

 

出典：「組織内部者の不正行為による インシデント調査 －調査報告書―」（2012 年７月）独立行政法人情報処理機構 
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行うべき具体的な対策 

以上のような背景を踏まえ、今企業で優先して対応が求められるシステム管理業務における安全対策を以下の通りまとめ

ます。 

 作業者の監視/作業内容の記録と点検 

前項で紹介したアンケート調査が示す通り、権限の濫用を防止する最も効果の高い

対策は、行った操作の記録が残されること、監視されていることです。したがって、重

要システムに対する特権 ID による操作に対しては、何らかの形で、監視できること、

記録を残せることが重要になります。 

従来から行われてきた、作業の立ち合い、サーバールームやオペレーションルーム

への監視カメラの設置など物理的な監視・記録といった取り組みは、オンプレミスの

システムに対する現地での作業など、適用範囲が限定的であり、環境や運用形態にと

らわれない新たな手法を確立する必要があります。 

 

 本番システムからのデータ入出力制限および監視 

冒頭で紹介した過去のインシデントにある通り、企業にとって最も避けなければなら

ない事態は機密性の高い情報の漏えいであることを考えると、システム操作の中でも最

も注意を払っておかなければならないのが、ファイルやデータの入出力です。 

一般に重要なデータは厳重に管理されたデータベースに保管されており、一般ユーザ

ーが自由にそれらの情報にアクセスすることはできません。しかし、情報がデータベー

スから抽出され、一旦ファイルとしてクライアント PC やファイルサーバー等に保存さ

れてしまうと、どんどん拡散していき、管理が難しくなる傾向にあります。保管されている場所が直接インターネ

ットにさらされているような場合、外部からの不正侵入によってこれらの情報が奪われる可能性が高くなります。 

 システム管理者は、データベースの管理者権限を使用してこれら重要なデータに直接アクセスし、メンテナンス

等を行う場合がありますが、アクセスした情報をシステムから外へ持ち出すような行為は、必要最小限にとどめる

ことが情報管理の第一歩になります。 

従って、特権 ID を使用して本番システムから持ち出すファイルについては、厳格に管理し、担当者が単独で持

ち出せないようにするなどの管理が必要です。 

従来は、運用ネットワークを分離したり、USB メモリ等の可搬媒体を管理するといった方法が取られてきまし

たが、システム環境の変化に伴い、このような管理方法が有効に機能しないケースが増加しています。今後はネッ

トワークや可搬媒体といった物理的な制御に代わる方法が求められます。 

 

 管理者権限のより厳格な管理 

以上 2 つの対策は、特権 ID を使った操作をどう管理するか、という観点でしたが、

もちろん、特権 ID そのものの管理も必要です。従来は特権 ID が使用できる場所をネ

ットワーク制御や物理的制御によって限定し、使用場所への入退室を管理することで

一定のアクセス制御を施すことが可能でしたが、システム環境や運用形態の多様化に

伴い、これまでの対策が有効に機能しないケースが増加しています。また、対策の目

的が、内部者の不正・濫用だけではなく、外部からの不正侵入に対する内部対策にも

広がることによって、行うべき対策の内容が異なってきています。弊社は、重要な取
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り組みとして、以下の点を挙げています。 

(1) 必要最小限の使用 

システム管理者は業務上、特権 ID を利用する必要があり、その権限利用を全面的に禁止することは業務上不

可能です。しかし、情報漏えい等の不正行為の多くは、その権限の濫用によって発生しています。システム管理

者であっても、常に特権 ID を使用するのではなく、特権が業務上必要な場合に限って使用し、通常の作業では

使用しない配慮が必要です。具体的には、特権 ID をシステム担当者や委託先ベンダーに渡したままにせず、必

要に応じ申請・承認プロセスを経て貸出す仕組みなどが必要です。 

(2) 使用箇所・使用経路の限定 

外部からの不正侵入に対する対策として重要なのは、特権 ID の使用箇所、使用経路を限定することです。不

正侵入によってマルウェアに感染した端末で特権 ID を使用すると、認証情報が盗まれるリスクが高まります。 

事前に使用箇所を、不正プログラムの感染リスクの少ない場所に限定することで、認証情報を盗まれるリスク

が低減されるとともに、異なる箇所・異なる経路からのアクセスを不正とすることで、不正アクセスの判定を

容易にできます。 

従来は、運用ルーム

内からの使用に限定

するなど、物理的制限

と組み合わせること

で対処が可能でした

が、クラウド上のシス

テム、委託先による外

部からのリモートア

クセスなどの環境の

場合には、そのような

対処が機能しないた

め、新たな取り組みが必要になります。 
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弊社が考えるこれからの対策の考え方 

弊社では、対策を実施する上で、オンプレミス、クラウドなどといったシステム環境の違いに影響を受けず、共通に機

能する仕組みが必要であると考えています。下図がその対策の考え方です。 

保護すべき重要システムとシステム管理担当者の間に論理アクセス監視レイヤーを配置し、このレイヤーを介してシス

テムへアクセスするという考え方です。これにより、保護すべき重要システムに対する不正なアクセス、権限の濫用を防

止し、重要システムからの重要データの漏えいを防止します。 

 

 

 特権 ID 使用箇所・使用経路の限定とアクセス制御の実現 

システム管理担当者が特権 ID を使用してシステムへアクセスする際、論理アクセス監視レイヤーに一旦アクセ

スし、レイヤー内でのみ特権 ID を行使します。論理アクセス監視レイヤーへアクセスする際に個人の識別が行わ

れ、許可のあるユーザーのみが特権 ID を使用できるよう制御されるとともに、使用する特権 ID が共有 ID であっ

ても、使用者の識別をすることができます。 

 論理アクセス監視レイヤー以外の場所で特権 ID を行使しないことから、認証情報の漏えいリスクが低くなるだ

けではなく、その他の箇所、異なる使用経路からのアクセスがあった場合にはすべて不正なアクセスとみなすこと

で不正アクセス発見が容易になります。 

 システム操作の監視と記録 

上記の仕組みでは、特権 ID を使用したシステム操作はすべて論理アクセス監視レイヤーを経由することになり

ます。したがってアクセス内容の監視・記録はレイヤー上で集中して行うことが可能になります。 

 ファイル入出力の制御 

システム管理者がサーバーからファイル持ち出す場合、論理アクセス監視レイヤーにて作業者が単独でのファイ

ル持ち出しをできないように制御します。 

 

この論理アクセス管理レイヤーは、物理的な対策とは異なり、システム環境や運用形態に依存せず汎用的に適用が可能

です。例えば、クラウド上にあるシステムに対しては、外部からクラウド上のシステムにアクセスする経路にこのアクセ

ス監視レイヤーを配置、外部ベンダーによるリモートアクセスに対しては、リモート接続先に配置することで、適用する

ことができます。 
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弊社の特権 ID&証跡管理ソリューションのご紹介 

弊社では、前項で説明した考えに基づいた特権 ID&証跡管理ソリューションを開発・販売しています。弊社ソリューシ

ョンは、システムの規模や重要度に応じた、2 つのパッケージで構成されています。 

 

 小規模システム向けオールインワンパッケージ ESS AdminGate VA 

2015 年 7 月に発売した ESS AdminGate VA は、比較的小規模なシステム対し、特権 ID＆証跡管理を実現する

パッケージです。ワークフロー、ID 貸与、操作証跡の取得、ファイルの入出力管理などの必要機能をオールインワ

ンで提供、仮想アプライアンス方式によって提供されるため、導入・設定が容易ですぐにご利用いただけるのがメ

リットです。 

 大規模で細かな要件に対応できる ESS AdminControl＋ESS REC 

特権 ID 管理を担う ESS AdminControl、証跡管理を実現する ESS REC とそれぞれの機能に特化した専門製品

を組み合わせ、必要な対策を講じる中・大規模システム向けのソリューションです。それぞれの製品は細かな要件

に応えられるよう高機能であり、環境に応じて柔軟にシステム構成を変えることも可能です。 

弊社ソリューション主要機能 

弊社ソリューションは、特権 ID に係るリスク対処に必要な対策を以下の機能を提供することで実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特権 ID に対するアクセス制御 

 

 

特権 ID使用者の識別 
 

 

システム操作 監視/証跡 

 

ファイル持出制御（情報漏えい対策） 

 
 

 
 

ワークフローを用いた事前申請に基づく特権

ID の貸与でアクセス制御を実現 

特権 ID のパスワードを隠ぺいし、漏えいリス

クを低減 

特権 IDとその使用者の個人を紐づける独自

技術により、特権 ID を共有して利用する場

合でも、使用者を識別するとともに、許可され

ないユーザーによる不正使用を防止 

サーバーからファイルを作業者単独で持ち出

せないよう持ち出しファイルを制御 

持ち出しファイルにマイナンバーや個人情報が

含まれていないか検査し、アラートを表示 

ログ解析の専門知識がなくても、容易に点検

が可能となるよう、操作内容を動画やテキス

トで記録 

許可されない操作が実行された場合に即時

にアラートが上がる検知機能 
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