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弊社製品ラインナップのご紹介
弊社では、2002年創業以来、企業や公共機関のコンピューターシステムの安全と安定稼働を実現するため、独自のソフトウェアを開発・販売しています。
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上記に加え、異種混合環境におけるシステム統合監視を行うEncourage Super Station(ESS), 企業のオフィス環境におけるクライアントPC操作を記録するSEER INNERがございます。

2016年12月にリリースした、分離ネットワーク環境における安全にファイルの受け渡しを実現するソフトウェアです。

インターネット接続環境と内部ネットワークを分離する「ネットワーク分離」が注目される一方で、分離されたネットワーク間でのファイルの安全な受け渡し

が課題になっています。ESS FileGateは、文書ファイルから印刷イメージのみを抽出して新たなファイルとして生成することで、安全な要素だけを抽出

するファイル無害化の機能を実装し、ネットワーク間の安全なファイルの受け渡しを実現しています。

説明

2009年に発売した共有ID利用者の本人確認ツールです。OSのログイン直後や、特定のアプリケーション操作時に、コンピュータ使用者を特定するた

めに独自のダイヤログを表示し、本人確認ができるまでコンピュータ画面をロックします。

またESS RECとの連携機能を利用すると、ESS RECの検知機能に対するアクションとしてID Inspectorを起動するといった設定が可能になります。

製品名

2004年発売開始のシステム証跡管理ツールです。システム管理者が操作を行っているコンピュータのデスクトップ画面の動きを動画として記録し、検

索・再生ができることで、システム管理者による不正な操作又は誤操作を牽制・抑止する効果があります。また、リアルタイムにシステム管理者の操作

内容を監視し、不正な操作が行われると上位のシステム管理者にメール送信等でアラートを送る機能や、操作中の画面をロックアウトするといった機

能もあります。

2011年9月に発売開始したシステム運用支援ソフトウェアです。手順書に基づくシステム操作を正確かつ効率的に実行するために、定義された手順

を自動実行し、実行内容を記録します。テスト環境でのリハーサル、複数環境に対して、プレースホルダを使用した固有パラメーター設定など、大規模

なシステム環境の実運用に即した機能を提供し、運用管理の効率化を実現します。

2011年12月に発売開始したエージェントレス型の特権ID管理ソフトウェアです。管理対象システムの特権IDのパスワードを定期的に変更し、承認

がなければ特権IDを使用したサーバーへのアクセスができないようアクセス管理を行います。許可されたユーザーであってもパスワードを隠ぺいしたまま貸

出する方式が選択できます。また監査機能により未許可での不正なアクセスに対する発見も可能です。

2009年に発売したシステム操作の自動監査を実現するソフトウェアです。ESS REC、Remote Access Auditorと連携し、申請された作業内容と

実際の操作記録を突合せ、申請されていない要注意操作が行われていないかを検出し、監査レポートとして出力します。

2015年7月に発売した特権ID＆証跡管理をオールインワンで提供する仮想アプライアンス製品です。従来製品が比較的規模の大きなシステムを対

象にしていたのに対し、ESS AdminGateは、中堅・小規模なシステムでご利用いただけるよう、シンプルな機能と使いやすさが特長です。

ESS RECの技術をベースに、リモートによるシステムメンテナンス操作の記録と点検に特化したソフトウェアとして2005年に発売しました。

リモートメンテナンス経路に設定したWindowsマシンにRemote Access Auditorをインストールすることで、システム操作を動画とテキストで克明に

記録します。



弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 5,000人以上 2018年6月

ESS REC

　40ライセンス

☑システム管理の効率化

☑PCI DSS準拠

社内システムに対する操作ログの収集は既に専用のソフトウェアで行っているものの、操作

ログの確認が事後になってしまう他、確認作業そのものも人手によってすべて行わなければ

ならない効率性の低さから課題認識があった。

そこで、システムの操作ログの管理効率化を目的とし、ツールの再検討を開始。

また、操作証跡については、将来的に準拠することとなっているPCI DSSの要件10対応

を見据え、PCI DSS準拠に実績のある証跡管理ツールであることも前提に検討を開始し

た。

☑操作内容のリアルタイム監視・検知

☑豊富で柔軟な設定が可能な監視項目

☑導入実績

複数の証跡管理ツールを比較した結果、ESS RECを採用。

操作内容のリアルタイム検知が可能、かつ検索機能に優れたESS RECなら、今以上の

セキュリティレベルとシステム管理の効率化が見込めると考えた。

操作内容の検知は、要件に合わせた柔軟かつ制度の高い設定が可能なことから、自社

の運用に適したルール定義を使用することも評価。

また、エンカレッジ・テクノロジは国産のパッケージソフトウェアベンダーで、豊富な導入実績

も採用の後押しとなった。

サービス 100人～299人 2018年6月

ESS REC

　5ライセンス

☑監査対応(JSOX対応)

☑セキュリティ強化

サービスの性質上、多くの個人情報を扱っているものの、重要システムを運用する際の操

作ログの記録・監視に改善の余地があることを監査で指摘されていた。

IT管理者が複数名おり、システムに対して行っている操作内容は記録しているものの、

「誰が」「いつ」「どのような」作業をしているかまでは十分に記録・監視する態勢が整ってい

なかったため、ソリューションの検討を開始。

ソリューションの検討にあたっては、取得した操作ログそのものに改ざんの恐れがなく、安全

性が保証されていることを前提とした。

☑動画とテキストによる克明な操作内容の記録

☑導入実績

担当者が前職でESS RECを扱ったことがあったため、要件にマッチするか慎重に検討。

ESS RECで取得できる操作ログは、どの作業を誰が行ったかの識別ができるだけだけでな

く、操作内容を動画とテキストで詳細かつリアルタイムに記録・監視できるため、要件を十

分にクリアしていると判断し、選定。

更に、ESS RECで取得した記録データは非常に強度なレベルで暗号化されており、改ざ

んなどの恐れがないことも選定の決め手となった。

金融 100人～299人 2018年6月

ESS FileGate

　1ライセンス

☑分離ネットワーク間での安全なファイルの受け渡し

☑PCI DSS準拠

PCI DSSに準拠の一環で、業務ネットワークとインターネット接続ネットワークを分

離していたものの、そのネットワーク間でのファイルの受け渡しが課題となっていた。

業務ネットワークに持ち込んだファイルにマルウェアが潜んでいれば、分離しているに

も関わらず業務ネットワークが汚染され、最悪の場合にはカード情報漏えいなどの

リスクがある。

そこで、分離した環境間でセキュアなファイルの受け渡しを実現し、機密情報の情

報漏えい対策をするため、ツールを探していた。

☑ファイル無害化機能

☑仮想アプライアンス形式で導入が容易

ツールを検討している中、エンカレッジ・テクノロジのESS FileGateに着目。

ファイルの安全性を確保するには、マルウェアなどの有害な要素を発見・除去するツールが

一般的だが、ESS FileGateは無害な要素のみを抽出する方式のため、前者に比べウイ

ルスの発見・除去の漏れといったリスクの心配がないことがポイントとなった。

さらに、仮想アプライアンス形式で提供されているため導入が容易であることも評価。

ESS FileGateなら、PCI DSSに準拠する分離ネットワーク環境を維持したまま、安全に

ファイルの受け渡しができる最適なツールと判断し、採用を決定。

金融 100人～299人 2018年5月

ESS AdminGate

　10台

☑PCI DSS準拠（要件7.8.10）

PCI DSS準拠に向けてカードシステムの運用状況について課題を洗い出しを行った結

果、ログ・証跡管理がPCI DSS(要件10)基準を満たすレベルに達していないことが判

明。

また、システムアクセスの制御(要件7)やアクセスしたユーザーの識別(要件8)といった特権

ID管理については、性善説に基づき特段の対策を行っていなかったことも課題に。

そこで、PCI DSSの要件7、8、10を十分に満たせるようなソリューションを探していた。

☑特権ID&証跡管理をオールインワンで実現

☑費用対効果

☑短期間・容易に構築可能

特権ID管理や操作証跡管理に特化したツールはあるものの、特権ID＆証跡管理を

オールインワンで網羅的にカバーできるESS AdminGateは、初期費用不要かつPCI

DSSが要求するレベルを十分に満たしていることから有力候補に。

上記のようなコストパフォーマンスの高さから、ESS AdminGateの採用を決定。

また、ESS AdminGateは仮想アプライアンス形式で提供されているため、システムへの

影響を最小限に抑えながら短期間で容易に構築できることも採用の決め手。

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

3/25 エンカレッジ・テクノロジ株式会社



弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

金融 300人～999人 2018年5月

ESS REC

　30ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正の防止）

提供するサービスの性質上、多くの機密情報を取り扱うため、操作ログを取得す

るツールを導入していたものの、取得できるデータがテキストログのみだったため、イ

ンシデント発生時には関係者への確認や推測などで原因究明をしなくてはならな

いことがあった。

今は大事には至っていないものの、このままでは仮に作業者が情報漏えいなどと

いった重大なインシデントを起こしてしまった際に手遅れになってしまうことを危惧

し、システムに対する全操作の記録を網羅的かつシステマティックに分析できるソ

リューションを探すことに。

☑動画による克明なアクセス内容の記録・検索

☑金融業界における豊富な導入実績

ESS RECは操作内容をテキストだけでなく動画形式でも取得するため、既存のツールで

は取得できなかった詳細な操作内容も網羅的に記録できる点から、採用を決定。

また、操作内容はリアルタイムで監視・検知できることも採用の大きな決め手となった。

さらに、ESS RECなら取得した記録データを自動で分析し、レポートとして分析結果を確

認することができ、確認作業の効率アップにつながる。

国産ベンダーであるエンカレッジ・テクノロジが自社開発している製品であり、サポートが充

実していることや、金融業界への豊富な導入実績も採用の後押しとなった。

公共 5,000人以上 2018年5月

ESS REC

　10ライセンス

☑内部統制(JSOX法)

☑情報漏えい対策

新たに設立することとなった子会社の内部統制・セキュリティレベルについて、自社相応の

対策を進めることとなった。

システム運用においては、JSOX法に基づいた操作ログの点検や保管態勢を整えることを

最優先の目的としていた。

また、情報漏えい対策の一環として、重要システムに対する操作で起こりうるヒューマンエ

ラーや不正行為などのリスクを低減する対策を打つことで、今後大量に保有する顧客の

個人情報を確実に保護したいと考えていた。

☑不正操作・ヒューマンエラーに抑止効果が期待できるリアルタイム監視・検知

☑導入実績

既にESS RECを導入している関連会社からの推薦を受け、ESS RECを選定候補に。

ESS RECはGUI操作を動画とテキストで網羅的かつリアルタイムで取得できるため、作業

内容が常に監視・検知されていることから、不正操作やヒューマンエラーに対する抑止効

果が期待できる点を評価。

関連会社が既に採用している点も後押しとなり、ESS RECの採用に至った。

金融 50人～99人 2018年3月

ESS REC

　5ライセンス

☑PCIDSS要件10対応

クレジットカード決済システムを運用しており、カード情報を適切に保護するためのセキュリ

ティ基準であるPCI DSSの準拠が必要。

PCI DSSの要件のうち、ネットワークリソースおよびカード会員データに対する全てのアクセ

ス内容を追跡および監視することを規定した要件10（証跡保全）に対応するため、アク

セスの記録を網羅的に取得できるソリューションを検討。

☑短期間での構築

☑サポート体制の充実

☑PCI DSS準拠の実績

アクセスの記録内容を網羅的に取得できるソリューションを検討している状況の中、同業

者よりESS RECについて紹介があり、検討を開始。

導入におけるサポート体制が充実しており、尚且つ製品の導入に複雑な設定が必要でな

いためスピーディに導入が完了し利用を開始できることが最大の決め手となった。

情報通信 300人～999人 2018年3月

ESS REC

　25ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

☑内部統制強化

基幹システムの操作証跡は監視レベルで実施していたものの、作業者の不正行為の制

御や統制といった制御レベルまでセキュリティレベルを上げることに。

現在よりも、より詳細な操作証跡の取得と、危険操作の早期発見と迅速な対応により、

有事の際のダメージを最小限に抑えることができるソリューションの検討を開始した。

☑リアルタイム監視・検知内容の柔軟さ

☑取得データの検索性の高さ

ESS RECは操作内容の監視・検知ルールがあり、そのルールを柔軟に組み合わせること

によって自社の運用に最適な監視・検知設定が可能である柔軟性を評価し、採用を決

定。

操作内容はリアルタイムで監視しており、特定の操作が行われた場合は、事前に設定し

たルールに基づき制御できるため、システム操作を効果的に制御できると考えた。

また、ESS RECで取得した記録データは操作画面上のテキストも取得しているため、特

定の操作を利便性高く検索・動画で再生することができる。

これらにより、操作内容の安全性とセキュリティを担保できることが採用の後押しとなった。

小売・卸売・流通 1,000人～4,999人 2018年3月

ESS REC

　5ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

☑監査対応

顧客管理サーバーのセキュリティ面の改善対策として、証跡管理が課題に。

サーバーやデータベースに対する操作のうち、個人情報などの重要データを扱った内容は

全て確認できるような体制を実現すべくツールの検討を開始。

監査指摘へ対応するための製品導入でなく、導入後にきちんと運用できて、有事の際に

即座に検知が可能であることを必須事項としていた。

☑動画とテキストによる克明な操作記録

☑リアルタイム検知機能

ESS RECは操作内容を動画とテキストで詳細に記録できるため、サーバーやデータベース

に対する操作といった重要データを扱う業務は全て確認できるとして選定候補に。

動画での操作記録は「見られている」という意識を持たせ、不正操作や操作ミスの抑止

効果として非常に有用だと考え、評価のポイントとなった。

また、予め不正操作や操作ミスを検知するルールを定義しておくことで、有事の際にもリア

ルタイムでアラートを通知することにより、不正操作の制御や早期発見につながることが最

大の決め手となり、採用を決定。

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

4/25 エンカレッジ・テクノロジ株式会社



弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

製造 300人～999人 2018年2月

ESS REC

　15ライセンス

ESS AdminGate

　10台

☑外部委託先管理

☑標的型攻撃対策

ActiveDirectory、データベース、ファイルサーバーを構築するにあたり、想定されるリスク

と対策を検討。

構築後の運用は外部ベンダーによるリモート保守となるため、管理者権限を外部ベンダー

に貸し出す運用形態となるが、貸し出したままの運用ではリスクが大きいだけでなく、実際

の操作内容を把握できないことにセキュリティリスクがあると判断。

標的型攻撃といった外部要因リスクへにも備え、特権ID管理を進めることに。

☑禁止操作設定に基づく有事の際のリアルタイム検知

☑不正アクセス・未許可アクセスの自動検出

☑重要ファイルの持ち出し・不正ファイルの持ち込み制御

【ESS REC】

事前に定義した禁止操作の設定に基づき、リアルタイムで検知・アクションできることから、

リモート操作であっても厳重な監視体制を敷くことができると判断。

併せて、取得データは動画とテキストで詳細に記録されるため、標準のログでは分からない

ような原因究明まで容易に実施できることも評価。

【ESS AdminGate】

特権ID管理についても、ESS AdminGateであれば許可された者だけがアクセスできる

仕組みを提供しているだけでなく、不審なアクセスの有無を検出できるため、外部ベンダー

のアクセス制御をすると同時に標的型攻撃対策もできるため、採用を決定。

サーバーへのファイルの持ち出しは管理者の承認が必要となり、許可なくファイルを持ち出

すことによる情報漏えいを防止でき、強固なセキュリティ対策が実現できるため、採用を決

定。

サービス 100人～299人 2018年2月

ESS AdminGate

　30台

ID Inspector

　10ライセンス

☑PCI DSS準拠

☑システム運用効率化

☑セキュリティレベルの強化

今まで特権ID管理は作業申請からパスワードの管理など全てアナログで運用。

その他、多要素認証に関してもPCI DSSに謳われるような運用を実現できていなかった

ため、工数削減の目的も含めソリューションを検討することに。

中でも特権IDについては、いつでも作業者がIDが使える状態となっていたため、セキュリ

ティ面を考慮するにあたり早急な対応が必要であるとし、短期間での構築も要件の一つと

して挙がっていた。

☑コストパフォーマンスの高さ

☑短期間での構築

特権IDや証跡管理ツールを提供するベンダーは複数あり比較した中で、エンカレッジ・テク

ノロジ製品のESS AdminGateとID Inspectorが最もコストパフォーマンスが高く評価。

まず、他社製品と比べ、費用が安価かつ構築スピードも早く、重要要件をクリア。

【ESS AdminGate：要件7,8,10】

要件7,8,10を網羅的にカバーする管理者アクセス＆証跡管理のオールインワンソフトウェ

ア。申請・承認ベースによる特権アクセスの管理や、パスワードの自動定期変更、操作内

容を動画形式で記録できるため、システム運用の効率化に効果的だと判断。

【ID Inspector：要件8.3.1】

本人を確認する手段として、作業者のICカードとID/パスワードを必要としており、PCI

DSS V3.2で新たに加えられた多要素認証に対応。

アプリケーションのカスタマイズやOSの設定変更が不要で容易に構築ができることも採用の

後押しとなった。

金融 5,000人以上 2017年12月

ESS REC

　80ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　80ライセンス

☑セキュリティ・監査対策

☑FISCガイドラインへの対応

オンプレミスで運用している自社サーバーをクラウドサービスに移行する計画があったが、そ

れに伴い、立ち入りによる作業の監視ができなくなることが懸念点となっていた。

また、FISCガイドラインの観点から、今後の監査に対応できるように、サーバー操作の記

録・監視と安全性の担保を証跡監査ツールで解決したいと考えた。

尚、操作証跡監査ツールの導入にあたり、現行の運用体制である外部ベンダーによるリ

モートアクセスや社内端末からのアクセス経路は変えたくなかったため、そちらを変更しない

ことも要件として検討を開始した。

☑システム操作の検知・検索機能があること

☑柔軟な構成が可能であること

左記のような要件を元に証跡管理ツールを複数製品比較。

結果、ESS RECは監査モニタリングにおいて有効なリアルタイム検知・検索機能が備わっ

ていることで、作業の効率化とセキュリティの強化につながることが選定の理由となった。

さらに、導入するにあたり、現状の運用を変えることなくセキュリティを強化しつつも、柔軟な

構成が可能である点もESS RECの採用の大きな決め手となった。

NEW!

NEW!

NEW!

5/25 エンカレッジ・テクノロジ株式会社



弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 5,000人以上 2017年11月

ESS REC

　5ライセンス

ESS AdminGate

　10台

☑セキュリティレベルの強化

☑FISCガイドラインへの対応

金融機関のシステムを自社提供のクラウドサービスで運用することをきっかけに、FISC安

全対策基準を満たすようなセキュリティ対策の見直しをすることとなった。

顧客からの要件として、下記のような対策を講じる必要があり、具体策の検討を開始し

た。

・不正操作や作業ミスによる重要データの漏洩などの防止のため、操作内容の監視およ

び有事の際のリアルタイムでの検知をしたい

・特権IDのパスワードをセキュアに管理するため、パスワードの定期変更をシステマティック

に実現したい

・重要データを持ち出す場合は、事前にその内容を検証できるようにしたい

☑金融機関の豊富な導入実績

☑操作内容のリアルタイム監視・検知

☑定期的なパスワードの自動変更機能

☑データ持ち込み・持ち出し時の申請

エンカレッジ・テクノロジ製品は、多くの金融機関およびFISCガイドラインへの準拠で導入

実績があることから、採用を決定。

ESS RECおよびESS AdminGateで下記のような管理体制を敷くことが出来る。

【ESS REC】

・操作内容を監視し、不正操作をリアルタイムで検知できる

【ESS AdminGate】

・特権IDのパスワードの定期的に自動変更

・作業者がシステムへのアクセスする際は、ESS AdminGateでパスワードを自動投入さ

れるため、作業者はパスワードを知らないまま作業を行うことが可能

・重要なデータを持ち出し時の事前スクリーニング＆事前申請

以上の製品特長が要件を十分に満たすため、情報漏えい対策として最適だと判断。

サービス 1,000人～4,999人 2017年10月

ESS REC

　5ライセンス

☑新規サービスのセキュリティ対策

☑情報漏えい対策

新しくサービスを立ち上げるにあたり、サービスのセキュリティ対策を検討。

サービスの性質上、多くの個人情報を取り扱うため、その基盤となるシステムにつ

いては特に厳重なセキュリティ体制を整備する必要があった。

また、親会社で定められているセキュリティガイドラインでは、機密情報を取り扱う

業務については操作証跡を取得することが必須であるため、そのガイドラインに沿

う対応も求められていた。

そのため、システム操作を監視し、操作ミスや不正操作を防ぐようなソリューション

の導入検討を開始した。

☑動画とテキストによる克明な操作記録・監視

☑検索機能の利便性

☑導入実績

グループ会社にESS RECの導入実績があり、ガイドラインで定められているセキュリティ対

策に高い有用性があると実証済みであったため、採用を決定。

ESS RECはシステム操作をリアルタイムで監視し、操作ミスや不正操作を即時的に検

知・防止することができるため、自社の要件にも合致していた。

さらに、操作内容は動画とテキスト形式で詳細に記録・監視しているため、危険操作の

抑止効果にもつながる。

また、操作画面上の文字列はテキストとして取得されるため、記録データを見返す際も、

関連する文字列で検索するだけで、該当箇所の記録データを頭出しし、効率よく確認で

きる点も大きなポイントとなった。

金融 300人～999人 2017年9月

ESS REC

　15ライセンス

ESS AdminControl

　45台

☑管理工数の削減

特権IDの管理については、独自の仕組みで運用していたが、下記のような課題が当初か

ら挙がっており、運用に限界を感じていた。

・全てのサーバーを管理できるわけでないため、適用範囲に制限があること

・数百を超える特権IDのパスワードを一人で変更しており、とても管理効率が低い

・特権IDの利用申請・承認のワークフローがうまく運用できていない。

→そのため、申請は紙で行っているものの、実際のアクセス履歴との突合は

　人手を介して行っており、フローでは膨大な時間と負担がかかってしまう。

上記に加え、特権IDの払い出しからアクセス状況の監視までトータルでシステム化すれば

運用の効率化がアップできると考え、ソリューションを探すことに。

☑特権ID貸出から監査までの一貫した管理体制

☑ID管理と証跡管理の連携

複数製品を検討していたが、導入後の全体コストを含めトータルで比較した際、一番コス

トパフォーマンスの高いエンカレッジ・テクノロジ製品を採用。

ESS AdminControlは、承認された者だけに特定の時間のみ特権IDを貸出し、定期

的なパスワード変更も自動化できるため、当時の要件をクリアしていた。

さらに、特権IDを用いた操作内容は、ESS RECにより動画・テキスト形式で詳細に記

録・監視できることから、従来の運用よりも全ての操作内容を網羅できると評価。

さらに、製品間の連携により、特権IDの申請と操作内容を自動で紐づけることができるた

め、従来の運用よりも工数削減と効率化が実現できることも大きなポイントとなった。

NEW!

NEW!

NEW!
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 5,000人以上 2017年9月

ESS REC

　20ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　50ライセンス

Windows

Commands Option

　50ライセンス

☑新規サービスのセキュリティ対策

顧客のパソコン操作全般を監視するサービスを新たに開始するにあたり、サービスのプラッ

トフォームにセキュリティ対策を講じることに。

プラットフォームは、WindowsとLinuxで構成しているため、両システムに対して行われる

メンテナンスといった操作記録を網羅的に取得することで、サービスのセキュリティレベルを高

めるようなソリューションを探していた。

☑マルチプラットフォーム対応

☑動画とテキストによる克明な記録の取得

ESS RECはマルチプラットフォーム対応で、監視対象にできるシステムの幅が広く、

Windows・Linuxで構成されるシステムであっても操作記録を網羅的に監視できるた

め、自社サービスのセキュリティ要件に合うとして高く評価した。

また、操作内容は動画とテキストによって克明に記録しており、いつ・どこで・誰が・どのよう

な操作を行ったのかといった、標準的に取得できるログでは把握できない範囲まで記録・

監視できるため、採用を決定した。

情報通信 100人～299人 2017年9月

ESS REC

　70ライセンス

☑保守・運用作業の効率性向上

☑セキュリティレベルの強化

クラウドサービスの事業拡大に伴い、サービス基盤の保守・運用業務の管理効率をさらに

向上させるため、新たな操作証跡取得システムの導入を検討。

多くの顧客システムを預かっているため、高度なセキュリティレベルも維持しつつ、クラウド基

盤に影響のないツールを検討したいと考えていた。

特に、下記の点を重要要件とし、情報収集を開始。

・取得したログを効率的に確認することができること

・操作内容の監視ルールが定義でき、リアルタイムで検知できること

・以上の要件を1つのシステムでカバーできること

☑検索機能の利便性

☑ルール検知機能

☑動画とテキストによる克明な操作記録・監視

証跡管理ツールを検討するなかで、ESS RECは中継サーバーへの導入でクラウド基盤に

何の変更も加えないまま証跡管理の仕組みを実現できることから候補に。

操作内容は、動画・テキスト形式によって記録しており、操作画面上の文字列をテキスト

情報として取得しているため、確認したい操作内容を関連する文字列で検索するだけ

で、該当の記録を確認することができる効率性が選定の決め手となった。

また、検知する操作内容をルールで定義し、該当操作が実行された際にはリアルタイムで

検知・アクションするため、不正操作の抑止効果も期待できる。

以上の機能がESS RECでカバーできるため、採用を決定した。

情報通信 100人～299人 2017年6月

ESS REC

　25ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　25ライセンス

☑グループ会社全体のセキュリティレベルの強化

グループ会社全体で業務システムを統合し、自社管轄として管理する方針が決まり、今

迄各社で行われていたサーバーのセキュリティ対策を確認していた。

確認した結果、中にはグループで定められているセキュリティルールからは程遠いセキュリティ

レベルで運用している会社もあり、早急に対策を打つことに。

下記のような課題をクリアすべく、証跡管理ツールの情報収集を開始した。

・業務システムへアクセスする際、同セグメントにある他のシステムサーバーにもログインでき

てしまうため、それを即時的に検知できること

・操作内容を記録しておき、後追いで確認できるような体制の整備

☑作業内容の柔軟な監視設定・検知機能

ESS RECは操作内容の監視ルールを柔軟に設定することができるため、業務上必要の

ないサーバーへアクセスした際は即時的に操作画面をロックアウトするなど厳密な制御を行

うことができることが大きなポイント。

ESS RECのトライアルを通し、運用の具体性や製品機能の有用性を評価し、ESS

RECを採用することにした。

その有用性から、当初特定の業務システムのみをESS RECの導入対象としていたが、最

終的には、グループ全体の共通基盤を管理するインフラとして導入を決定した。

製造 300人～999人 2017年4月

ESS AdminGate

　10台

☑監査対応(特権ID＆証跡管理)

外部監査よりActive Directoryの特権ID管理と証跡管理について指摘。

1つの特権IDを複数人で共有利用し、パスワードは固定したまま変更せずに運用してい

ることが課題として挙がっていた。

また、現状の運用では、「誰が」「いつ」「どのような」といった詳細を把握するための仕組み

が整備されていなかったため、特権ID・証跡管理のセキュリティ対策を検討することに。

☑申請ベースでの特権IDの貸し出し

☑費用対効果

☑短期間での構築

当初、他社製品を検討していたものの、費用感が合わず情報収集を続けていたところ、エ

ンカレッジ・テクノロジの特権ID・証跡管理製品を検討の視野に入れることに。

ESS AdminGateは、重要要件としていた申請ベースでの特権IDの利用や、パスワード

の定期的な自動変更などを初期費用をかけずに実現できることが判明。

共有IDを利用する運用は変えないまま、「誰が」「いつ」「どのような」といった詳細を効率よ

く管理できるため、最も要件をクリアしているとしてESS AdminGateを採用した。

また、ESS AdminGateの導入は、複雑な設定が必要ないため短期間での構築が実現

できる点も選定の大きなポイントとなった。

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

金融 100人～299人 2017年12月

ID Inspector

　10ライセンス

☑PCI DSS準拠

社内系システムと周辺システムについてPCI DSS基準バージョン3.2への準拠を目指し、

現状と改善点の洗い出しを進めていた。

結果、バージョン3.2より新たに加えられた多要素認証(要件8.3.1)についてはコンサルタ

ントからも課題として指摘があり、優先的に進めることに。

☑コストパフォーマンスの高さ

☑既存のOS・アプリケーションなどへのカスタマイズが不要

PCI DSS要件8.3.1に対応する多要素認証ツールは複数あるものの、それぞれの製品

機能や価格を比較したところ、ID Inspectorが最もコストパフォーマンスが高いと評価。

選定開始当初に検討していた製品の4分の1程度にコストを抑えつつも、多要素認証を

実現できるため、最適だと考えID Inspectorの採用を決定。

また、導入にあたり、OSやアプリケーションに対し設定の変更やカスタマイズが不要なことも

採用の決め手となった。

金融 50人～99人 2017年11月

ESS AdminGate

　300台

☑PCI DSS準拠

自社他社ともに利用しているクラウドサービスのシステムのPCI DSS準拠を目指しソリュー

ションの選定を開始。

特権IDを用いたアクセスに対する認証・アクセス管理(要件7,8)および証跡(要件10)に

ついては一定の対策を講じているものの、PCI DSS要件を基準に現状を洗い出すと、下

記のような点に改善の余地があるとし、特権ID＆証跡管理ソフトウェアの検討を進める

事にした。

要件7,8(認証・アクセス管理)：パスワードの定期変更や承認に基づくアクセス制御、

最小権限のポリシーに基づく権限付与といった仕組みと管理プロセスは、人手によるマニュ

アル作業でも対応できるものの、対象システムの規模が莫大なため、相当な工数とヒュー

マンリスクに繋がることを懸念。

要件10 (証跡管理)：操作ログを管理できる製品を以前から導入していたものの、

Windows ServerとLinux Serverで構成されるシステムへの操作については網羅的な

記録が取得できていないことが判明。管理対象システムの幅が広いソフトウェアが要件の1

つとなった。

☑管理作業の効率化・負担軽減

☑より高い統制レベルの維持

☑動画とテキストによる克明な操作記録

複数ソリューションを比較検討したのち、ESS AdminGateが最適だとして詳細な機能要

件を確認。

要件7,8(認証・アクセス管理)：相当な工数とヒューマンリスクが懸念されていたパスワー

ドの定期変更・承認に基づくアクセス制御は、ESS AdminGateによってほぼ自動化でき

るため、管理作業の効率化やヒューマンリスクの軽減が期待できる。

要件10(証跡管理)：ESS AdminGateでは、従来より導入していた操作ログ管理製

品では不可能だったシステムの操作記録を取得できるばかりでなく、GUI画面における動

画形式の操作記録・すべてのコマンド操作をもれなくテキスト形式で記録できるため、管

理者のアクセス証跡の記録・保存に適切であると判断。

金融 1,000人～4,999人 2017年9月

ESS REC

　100ライセンス

Remote Sensor

Option

　50ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　130ライセンス

ESS AdminControl

　150台

ESS FileGate

　15ライセンス

☑PCI DSS準拠

☑セキュリティレベルの強化

以前から特権ID&証跡管理ツールを使用し、400名を超える社員のシステム開発・運用

作業の管理をしていたものの、そのツールの使いづらさからリプレイスを実施することに。

また、全社として特権ID管理強化の必要性が高まっていたことから、現状のセキュリティ対

策を見直したところ、運用作業時に発生するファイルのやりとりの管理についてもセキュリ

ティ対策の余地があると考え、ソリューションの検討を開始した。

PCI DSS要件で示されている、カード会員データの保護・強固なアクセス制御を実現する

ため、情報セキュリティ対策のイベントなどを通して情報収集を実施した。

☑豊富・統合的なシステム運用管理製品のラインナップ

特権ID＆証跡管理ソリューションを提供するベンダーは複数あり比較したものの、1つのベ

ンダーで特権ID・作業証跡・ファイルの受け渡し３つのソリューションを提供できるのがエン

カレッジ・テクノロジのみだったため、前向きに検討を開始。

製品間の連携機能も含め、統合的にPCI DSS要件を満たせることから、ESS

AdminControl・ESS REC・ESS FileGateの採用に至った。

情報通信 300人～999人 2017年9月

ID Inspector

　50ライセンス

☑PCI DSS更新審査対応

PCI DSSバージョン3.2での更新審査の際、ID/パスワードの入力が成功したあとに指紋

認証するのでは多段階認証との指摘があり、リプレイスを実施することに。

ID/パスワードの入力と同時に他の認証方法で本人確認を行う多要素認証がクリアでき

る製品を検討することにした。

☑費用対効果

☑導入実績

多要素認証を実現する製品を検討していたところ、ID Inspectorの提案があったため、

検討を開始。

ID/パスワードの入力とICカードの提示によって本人確認を行うID Inspectorは、多要

素認証という要件をクリアしているばかりでなく、指紋認証や静脈認証といった生体認証と

比較すると周辺機器のコストもかなり削減できることが選定の理由となった。

ID InspectorはPCI DSS準拠に関する導入実績も多いことも選定理由の1つ。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

製造 1,000人～4,999人 2017年6月

ESS REC

　5ライセンス

Remote Sensor

Option

　5ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

Windows

Commands Option

　30ライセンス

☑PCI DSS準拠

☑セキュリティレベルの強化

クレジット決済サービスの加盟店が増加傾向にあり、ユーザーの情報セキュリティに対する

意識向上に合わせ、サービスの安全性を担保する仕組みを整備することに。

PCI DSSの12要件のうち、カード会員データに対するアクセス記録および監視を規定した

要件10をクリアするため、証跡管理ソリューションに関する情報収集をしていた。

☑動画とテキストによる克明な操作記録・監視

☑豊富な導入実績

ソリューション検討当初からESS RECが候補として挙がっていた為、慎重に詳細を検討。

ESS RECの特長である、操作内容を動画とテキスト形式で記録・監視できるという機能

は重要データへのすべての操作内容を網羅的にチェックできるとして大いに評価。

特に、通常のログでは残らないような操作記録であっても、ESS RECであれば動画形式

で視覚的かつ分かりやすく取得できる上、事前のルール設定によって効率的に操作内容

をチェックできる点が決め手となった。

また、ソリューションの導入にあたっては管理対象システムへの影響がないことを懸念してい

たが、中継サーバーにESS RECを導入することで、管理対象システムへの影響は最低限

に抑えたまま、高セキュリティの監視体制が整備できる。

PCI DSS準拠におけるESS RECの豊富な国内採用実績も採用の後押しとなった。

サービス 100人～299人 2017年3月

ESS REC

　20ライセンス

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

第三者機関によるリスクアセスメントにおいて、業務サーバーの保守運用で使用する特権

IDの管理について以下のような課題指摘があった。

・いつどのような作業をしたのかが分からない

・パスワード変更をせずに使用している

これらの問題を解決するため、ソリューション選定を開始した。

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

☑証跡と特権ID管理製品の連携

ESS RECのトライアルを試したところ、求めていた作業証跡が取得できたため、採用の候

補に。

GUIの操作内容も動画形式で詳細に記録できることを評価し、採用を決定した。

証跡管理体制の整備を最優先とし、先行してESS RECを導入。将来的に同社の特権

ID管理製品「ESS AdminControl」も導入し、製品の連携機能を活用していくことで

効率的な運用を実現していく予定。

サービス 100人～299人 2017年3月

ESS REC

　30ライセンス

☑ISMS認証取得

☑監査対応

運送機器のレンタルや物流に関連するシステム開発を担っており、自社の信頼性向上に

向けてISMS認証を取得を目指すことに。

その施策の1つとして、監査で指摘されていた操作証跡体制を改善するため、証跡管理

ツールの検討を開始した。

☑導入実績

☑監査の容易性

ISMS認証取得を始めとする各種セキュリティガイドへの対応にESS RECが採用されてい

ることから、詳細を調査。

記録データを解析し、監査レポートとして出力する機能は、チェックすべき項目が強調され

ているため効率的。

監査への提出資料としても使用が可能なため有効だと考え採用を決定した。

サービス 5,000人以上 2017年3月

ESS REC

　100ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　50ライセンス

ESS AdminControl

　200台

☑サイバー攻撃に対する内部対策

☑全体のセキュリティレベルの向上

近年相次ぐサイバー攻撃に対し、全社で内部セキュリティの強化を実施することになったた

め、起こり得るリスクの洗い出しを実施。

約200台に及ぶサーバーのアカウントの利用状況やパスワードの変更頻度に改善の余地

があったため、要件に合うソリューションの選定を開始した。

☑IDの棚卸機能

☑申請・承認ベースでのID貸出

☑ルール検知機能

ESS AdminControlのID棚卸機能を使用することで、不要なアカウントの確認や削除

といったアカウントの利用状況の管理が容易にできることに着目し、検討。

対象システムにアクセスする際は事前申請・承認が必要なうえ、パスワードが秘匿されたま

ま特権IDが貸与される仕組みを評価し、採用を決定。

加えて、ESS RECで禁止操作を事前に設定することで、リアルタイムでの検知が可能で

あることも評価のポイントとなった。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

情報通信 300人～999人 2017年3月

ESS AdminGate

　10台

☑情報漏えい対策

近年相次いでいる情報漏えい事件などを受け、現行のセキュリティ対策の見直しを行い、

リスク分析をすることにした。

見直したところ、以下のような点でリスクがあり対策が必要と判断、製品検討を開始。

・顧客情報を扱うシステムへのメンテナンスには専用の端末から作業できないルールにして

いるが、緊急時には外部からアクセスが可能

→情報漏えいの可能性がある

・特権IDの定期的なパスワード変更や、ログイン履歴の突合、IDの棚卸し作業が人手

管理

→管理者への負担も大きい他、リスクも大きい

・メンテナンスの際、重要ファイルに触れるため持ち出しが簡単にできてしまう

☑ファイル入出力管理機能

☑特権IDと証跡管理が同製品で可能

☑短期間で構築が可能

☑エンカレッジ・テクノロジの専門性の高さ

情報収集をしたところ、特権ID管理や証跡管理を同時に実現するESS AdminGateを

知り、選定候補の1つとして検討を開始。

申請・承認ベースで特権IDの使用を管理し、操作内容を動画・テキストで克明に記録で

きる点を評価した。

他にも、懸念点の1つであった重要ファイルの持ち出しも、管理者の承認なしには不可能

な仕組みとなるため、情報漏えいを防止できるとして採用を決定した。

エンカレッジ・テクノロジはセキュリティに関する専門性が高く、幅広いナレッジの共有や提案

が受けられることも評価の1つ。

製造 300人～999人 2017年3月

ESS AdminGate

　20台

☑マイナンバー安全管理措置

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

近年開始されたマイナンバー制度に合わせ、個人情報ほ保有するシステムのセキュリティ

の見直しを実施することになった。

洗い出されたリスク対応の1つとして、特権IDと証跡管理対策の実現ができるソリューショ

ンの検討を開始した。

☑特権ID管理と証跡管理が同製品で可能

☑初期投資を必要としない料金体系

セキュリティへの投資が限られる中、特権IDと証跡管理を1つのソリューションで、なおかつ

低価格で効果的に実現できる製品がESS AdminGateだったため採用を決定した。

情報通信 300人～999人 2017年2月

ESS REC

　200ライセンス

☑自社オペレーション正当性の担保

顧客へWebアプリケーションを提供しており、アプリケーションを管理するオペレーターの操

作内容を記録することで、自社オペレーションの正当性と「見える化」を進めることに。

慎重に証跡管理ツールを検討し、最適な製品を選びたいと考えていた。

☑動画とテキストによる克明な操作内容の記録

☑自動解析レポート

多数製品の中から、より効果的・効率的に操作証跡を取得できる製品を比較。

操作内容を確実に見える化したいため、多様な証跡管理機能をもつESS RECを採用。

画面に表示された文字情報も取得できるため、操作内容の検索をしたり、自動解析がで

きることが選定理由の1つ。

特定の操作内容をすぐに閲覧できる監査レポート機能など、機能的な優位性が評価さ

れた。

情報通信 100人～299人 2017年2月

ESS REC

　20ライセンス

Remote Sensor

Option

　20ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

☑監査対応

☑セキュリティレベルの強化

☑外部委託先管理

情報システムの開発・運用サービスを提供している中、クライアントのセキュリティ要件に

「操作ログの取得/報告」があることから、操作証跡が可能なパッケージソフトウェアの検討

を開始。

重要インフラ業種のIoT基盤に対して自社だけでなく外部ベンダー等もリモートメンテナン

スを行うことから、「どのベンダーが・いつ・どのような」作業をしたかを監査レポートとして顧客

に提示できるような製品を探していた。

☑監査レポートの柔軟性

☑動画とテキストによる克明な操作内容の記録

☑マルチプラットフォーム

複数製品を比較したところ、ESS RECの監査レポートは、作業内容の詳細がベンダーご

とにレポートとして出力できることから、顧客への提示資料に適しているとして採用を決定。

操作記録を動画とテキストで詳細に記録できることから、ログ解析などの専門知識がなく

ても分かりやすい操作記録を取得できることも大いに評価した。

WindowsやUNIX/Linuxなどのプラットフォームにも対応しているため、今後受託システ

ムの一元管理が可能であることも採用の後押しとなった。

サービス 5,000人以上 2017年2月

ESS REC

　30ライセンス

Remote Sensor

Option

　10ライセンス

☑IT全般統制の強化

☑全体のセキュリティレベル向上

標的型攻撃や内部者による情報漏えい事件が多発していることを受け、内部統制部門

が社内セキュリティの見直しを実施。

重要システムに用いる特権IDのパスワード管理や操作内容のモニタリングに課題があると

指摘されたため、ソリューションの検討を開始した。

☑不正操作のリアルタイム検知・アラート機能

☑動画とテキストによる克明な操作内容の記録

あらかじめ禁止事項を条件設定しておくことで、仮に不正操作が行われた場合でも、リア

ルタイムで作業者と管理者に通知がされることから、即時的な対応ができると評価。

また、動画やテキストによる操作記録によって「いつ・だれが・何をしたのか」詳細に確認で

きるため、採用を決定した。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 1,000人～4,999人 2017年1月

ESS REC

　5ライセンス

Remote Sensor

Option

　5ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

☑監査指摘への対応

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

大規模な営業ネットワークのリプレイスをきっかけに操作ログ管理の製品を導入したもの

の、監査で指摘を受けてしまったため、製品の再選定を行なうことに。

そこで、操作内容を詳細かつ容易に管理できる製品の検討を開始した。

☑導入実績

☑動画やテキストによる克明な操作内容の記録

☑画像表示文字検索機能

コンサルティング会社に相談したところ、証跡管理ツールで導入実績の多いESS RECが

要件に合うとして紹介され、検討開始。

以前導入した製品は、PC操作のログを収集・監視するのみだったが、ESS RECなら動

画やテキストで詳細な操作記録ができるだけでなく、監視したい内容をリアルタイムで検知

し、作業者と管理者に通知するため、最適だと考えた。

また、操作画面に表示されたテキストを認識し、操作内容を検索できる機能を評価し、

採用を決定した。

金融 300人～999人 2017年1月

ESS AdminGate

　50台

☑日銀・金融庁検査対応

☑外部委託先管理

金融庁監査で受けた指摘を踏まえ、現状の特権IDや作業内容の確認について、以下

のような管理体制を改善することがツール検討のきっかけ。

・情報系システムに対しては外部ベンダーがリモートでアクセスする他、社内端末からもアク

セスがある。自社サーバーのログや特権IDは手作業で管理しているが、実際のログイン履

歴との突合など、確認はしていない。

・作業の申請は紙ベースや電話で実施していたが、実質的には申請無しでのアクセスも可

能な状況である。

☑特権ID管理と証跡管理が1つの製品で可能

☑ファイル入出力管理機能

☑不正操作の検出・検索機能

☑初期投資を必要としない料金体系

ESS AdminGateの機能が金融庁の検査マニュアルに準拠することから検討を開始、1

つの製品で特権IDと証跡の2つの管理ができることを評価し、採用を決定した。

・特権ID管理

事前申請・承認の管理方法にすることで、外部ベンダーや社内端末からのアクセスの一

元管理、作業申請に関するワークフローの統一が可能。

他にも、承認ベースでファイルの持ち込みや持ち出しを制御することで、セキュリティレベルの

向上ができることも評価ポイントのひとつ。

・証跡管理

動画とテキストで操作内容を詳細に記録するだけでなく、禁止コマンドのリアルタイムアラー

ト機能を使用することで、効果的に証跡管理ができると判断。

金融 1,000人～4,999人 2016年12月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　50台

☑日銀・金融庁検査対応

☑外部委託先管理

☑情報得漏えい対策(セキュリティ強化)

近年相次ぐサイバー攻撃や金融庁の示すシステム管理体制に対応する一環で、自社の

セキュリティを強化することに。

自社システムを運用するシステム管理者や外部ベンダーが起こし得るリスクを洗い出したと

ころ、想定以上に対策が必要であることが発覚。

そこで、誤操作及び不正を防止できるようなソリューションを探すことになった。

☑金融業界における豊富な導入実績

☑不正操作のリアルタイム検知・アラート

☑製品間での連携したレポート

コンサルティング会社からの提案の中で、金融業界におけるエンカレッジ・テクノロジの採用

実績が目にとまる。

【ESS REC】

多数ある監視項目から条件設定することで、運用作業で起こし得るリスクを防ぐことがで

きる。

【ESS AdminControl】

申請・承認ベースで特権IDをパスワードを秘匿したまま作業者に貸与できるため、厳格に

特権IDを管理できる。

仮にパスワードを知っている作業者が申請を介さずに特権IDを用いた場合も、ESS REC

とESS AdminControlの連携した監査レポートで「いつ・だれが・どのような」作業を行っ

たのか一目瞭然で非常に効果的だと考え採用。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

製造 1,000人～4,999人 2016年12月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　20台

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

基幹系システムのセキュリティ強化を目的に、運用は全て外部ベンダーに委託。

特権IDの管理も一任しているため、管理方法が不透明であるところに不安を感じてい

た。

そこで、セキュリティ強化の一環として外部ベンダーの作業内容や特権ID管理体制を自

社で把握できるようなソリューションの検討を開始した。

☑申請・承認ベースでの特権ID管理

☑ID管理と証跡管理の連携

☑丁寧なサポート体制

ESS AdminControlでは、事前の申請・承認ベースで特権IDを貸与する形式になるた

め、自社でも効率的に特権ID管理ができると考えた。

メールソフトなどの特権IDも管理対象にできることも評価ポイントの1つとなり、採用を決

定。

作業内容の監視についても、動画とテキストの2種類で詳細に証跡管理するESS REC

を選定。

製品の連携によって「いつ・だれが・どのような」作業をしたか容易に監視できるため、セキュ

リティ強化に大いに貢献できると考えた。

製品に関するサポート体制も評価ポイントの1つ。

サービス 5,000人以上 2016年12月

ESS REC

　30ライセンス

☑IT全般統制の強化

☑外部委託先管理

社内システムの保守・管理作業は社内で実施する他、海外の外部ベンダーにも委託して

いる。

近年増加する情報漏えい事件を踏まえ、セキュリティ体制を見直すことに。

その結果、作業時に使用する中継サーバーのログが取得されていないことが課題となり、

対策を考えることになった。

☑英語環境に対応した製品

☑GUI上の操作を動画ベースで記録

☑不正操作のリアルタイム検知

海外の外部ベンダーも保守運用作業を行うため、英語環境でも利用できる製品を探すこ

とが第一要件となった。

他社製品との比較も行ったが、動画ベースで詳細に操作記録ができるESS RECに優位

性を感じたため採用に至った。

ESS RECの監査レポートにより、特定の操作をピンポイントで確認できるため、誤操作が

発生したときの検証が容易にできることも評価した。

また、あらかじめ条件を設定しておくことで、危険操作をリアルタイムで検知できるため、不

正操作の抑止につながることも選定理由の1つ。

公共 1,000人～4,999人 2016年12月

ESS REC

　5ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策

オフィス内のサーバーに対するメンテナンス作業はシステム管理者だけではなく、外部ベン

ダーも実施。外部ベンダーはTera Termでネットワーク機器のメンテナンスも実施すること

があったため、ベンダーの作業内容を確実に記録・管理したいと考えていた。

☑動画とテキストによる克明な操作内容の記録

複数製品を比較・検討した結果、エンカレッジ・テクノロジの製品が費用対効果の高いと

考え、採用を決定した。

ESS RECを使用することで、システム管理に詳しい知識がなくても、動画やテキストで直

感的・効率的に内容確認できることや、オプション製品でTeraTermの入力コマンドと出

力結果を精密に点検できることが採用ポイント。

金融 1,000人～4,999人 2016年12月

ESS REC

　5ライセンス

☑マイナンバー安全管理措置

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

お客様と社員のマイナンバーを管理することになったため、管理体制の整備と共にセキュリ

ティリスクの洗い出しを実施。

結果、マイナンバーを格納するサーバーに対する作業内容の管理が課題の1つとして挙

がったため、証跡管理ツールを探すことに。

☑金融業界における豊富な導入実績

☑お客様視点での丁寧なフォロー

複数製品を検討の上、導入実績の多いESS RECのトライアルを実施。

トライアルに際した事前準備や実運用に関するディスカッションなど、全体的なフォローの満

足度が高く、製品の採用を決定した。

サービス 100人～299人 2016年11月

ESS REC

　5ライセンス

Windows

Commands Option

　30ライセンス

☑情報漏えい対策(内部不正防止)

☑自社オペレーション正当性の担保

近年相次ぐ情報漏えい事件を受け、情報セキュリティに関する内部統制の見直しを実

施。

その結果、業務システムの特権IDが勝手に作成されていたり、ユーザーの権限変更が自

由に行えるなど、統制が十分でないことが発覚した。

これらのリスクを低減すべく、徹底した監視体制を実現できるようなソリューションを探すこと

に。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑導入実績

オペレーション内容が詳細かつ明確に分かることを要件に複数製品を比較検討。その中

で多くの導入実績をもつESS RECに着目。

動画とテキストで詳細に操作内容を記録できるため、操作内容が一目瞭然。

操作内容の正当性が証明できるだけでなく、社員に対する不正の抑止に繋がると考え、

採用を決定した。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

金融 100人～299人 2016年10月

ESS AdminGate

　10台

☑内部統制

☑全体のセキュリティレベル向上

グループ全体で情報セキュリティに関する内部統制の方針が決定したため、現状のセキュ

リティレベルを見直すことに。

システム運用に使用している特権IDを共有しており、パスワードも運用者全員が知ってい

る状況や、システムに対する操作記録が取れていないことを懸念し、セキュリティ対策のセ

ミナーへ参加するなど最適なソリューションを探していた。

☑特権IDと操作証跡の一元管理

☑初期費用削減

グループ会社の紹介で、ESS AdminGateの検討を開始。

重要要件としていた特権ID/パスワードの管理やシステムに対する操作内容の記録が1つ

の製品でクリアできることを評価し、採用を決定。

利用形態が年間利用型で初期費用が不要なため、導入しやすいことも選定の決め手と

なった。

情報通信 300人～999人 2016年10月

ESS AdminGate

　10台

☑監査対応

☑外部委託先オペレーションの正当性の証明

海外の外部監査法人による指摘で、財務システムやデータベースなどの操作ログの提出

が求められていた。

その為、各重要システムに対する変更履歴や特権IDの使用履歴、パスワードの変更履

歴が報告できるような製品の選定を開始。

併せて、業務委託をしている複数のベンダーの作業に不正がないことを証明できるような

製品を探していた。

☑特権IDと操作証跡の一元管理

☑初期投資を必要としない料金体系

監査で求められていた「システムに対する変更履歴」「特権IDの使用/パスワードの変更

履歴」を1つの製品で実現することが決め手となり、製品の採用を決定。

また、年間利用料の契約体系であることから、初期費用が不要となるため、導入しやすい

点も採用の後押しとなった。

金融 1,000人～4,999人 2016年9月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　50台

☑日銀・金融庁検査対応

☑管理工数の削減

業務系のサブシステム約50台の保守運用は社員と外部ベンダーで実施。外部ベンダーの

作業は社員の個別IDでログインの上、立ち会いによる作業監視体制だった。

加えて特権IDの使用履歴は台帳を用いて手作業で管理。

これらの作業負荷が高く、課題認識があった中、日銀・金融庁から指摘を受けたことを機

に特権ID及び作業証跡の管理ができるソリューションの検討を開始した。

☑導入実績

☑ID管理と証跡管理の連携

☑管理者視点での分かりやすいレポート

同業他社の導入実績を知り、エンカレッジ・テクノロジの製品に着目。

特権IDを使用して作業する際はESS RECで自動的に操作証跡が取れるため、立ち会

いによる作業監視が不要になることが採用決定のポイント。

申請・承認ベースでESS AdminControlから自動的に特権IDを付与することで、特権

IDの台帳管理や個人IDの共有が不要になることも評価。

ログイン失敗履歴も一覧で確認できるなど、管理者目線での監査レポートも選定の大き

な理由となった。

金融 300人～999人 2016年9月

ESS REC

　5ライセンス

☑監査対応

金融機関のサブシステムのリモートメンテナンスを受託しているが、セキュリティ体制において

内部監査で指摘があった。

社内で基準となっているセキュリティ体制において、操作証跡の取得が必須となっていた

が、当時のセキュリティレベルでは達成できていないことが発覚。

そこで、リモート操作を行う端末での証跡取得ができるツールの検討を至急開始した。

☑短期間での構築

☑導入実績

社内のセキュリティ対策について情報収集をしたところ、証跡管理ツールとしてESS REC

を活用していることを知り、採用候補として検討。

動画による操作記録やレポート機能など、多数の充実機能があるにも関わらず、仮想ア

プライアンス形式での提供による短期構築が可能であることがメリットだと考え製品の採用

を決定した。

金融 300人～999人 2016年9月

ESS REC

　10ライセンス

☑ITガバナンスの強化

☑金融庁検査対応

Webから資料請求や契約などの各種申し込みができるサービスを提供しており、入手した

個人情報は自社システムで管理していた。

情報セキュリティについては、特定の社員が専用ルームでのみアクセスできるようにするな

ど、一定の対策を講じていたが、上場を目的に金融庁監査への対応を目指した。

システムに対する操作内容を詳細に記録できる他、専門的な知識がなくても点検・検査

ができるような製品を探すことに。

☑操作内容を動画とテキストで克明に記録

☑専門的な知識がなくても点検・監査が可能

☑導入実績

他社製品との比較において、デスクトップ上の操作内容を動画とテキストで記録できること

を評価。

動画で記録することで、ログ解析の知識がなくても点検ができることや、金融業界における

多数の導入実績も採用の決め手となった。

コマンドベースの操作はテキストで記録を取得できるため、検索性が高いことも理由のひと

つ。

13/25 エンカレッジ・テクノロジ株式会社



弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 50人～99人 2016年8月

ESS AdminGate

　10台

☑自社オペレーション正当性の担保

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

金融機関向けの新たなASPサービスが計画され、そのためのセキュリティ対策製品を探し

ていた。

自社のシステム担当者がシステム維持管理を実施するが、作業の品質をどのように担保

するかが課題となった。

☑特権ID管理と証跡管理が同製品で可能

☑初期費用削減

製品選定の担当者が、以前の勤務先でエンカレッジ・テクノロジのESS REC,EACを運用

しており、厳密なID管理と証跡管理ができる製品と認識の上で問い合わせを実施。

システム規模を考えると価格面や機能がオーバースペックであると考えたが、中小規模シス

テム向けの「ESS AdminGate」の紹介を受け、これが要件を満たすとして選定。

申請・承認がされた場合にのみ、システムが対象のサーバーへ自動ログインを実施するた

め厳密なアクセス管理が可能と判断。作業内容の取得も同時に行えるため、他製品と

比べて優位性が高かった。

製造 100人～299人 2016年7月

ID Inspector

　15ライセンス

☑情報漏えい対策(セキュリティ強化)

☑オペレーションの正当性の担保

メールでの標的型攻撃を受けたことをきっかけに、全社でセキュリティ強化が計画に挙がっ

た。

セキュリティレベルの確認を実施したところ、システム管理者が特権アカウント常用し、日常

業務をおこなっている問題が浮き彫りに。社内の機密情報に関する漏えい対策と、内部

の人間の正当性証明の仕組みが必要と考えた。

一方で、システム管理者が少人数のため、申請や承認ベースでの仕組みはオーバースペッ

クであることも踏まえて製品の選定をおこなっていた。

☑特権アカウント利用者の本人確認

特権アカウントを使用して作業を行う場合、認証されるまで画面がロックされるが、利用者

の本人確認でロックが解除され作業ができるという点が要件を満たすと考えた。

特に、本人確認の要求条件を柔軟に設定できるため、システム管理者の人数規模によっ

て最適な本人確認の設定ができるという点が今後の運用に最適と判断。

当初、特権ID管理ができていない状態から、どのような運用をするのかといった全面的な

運用イメージまでの提案があったことが最終的な他社との比較・選定ポイントとなった。

サービス 100人～299人 2016年7月

ESS REC

　10ライセンス

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策(内部不正防止)

従来はroot権限を使いまわして運用を実施しており、管理体制に危機感を感じていた。

特に、常時作業者がシステムに入ることができ、尚且つ個人を特定できないという点が問

題であるととらえていた。

それまで内製で行っていたシステムの保守・運用作業をコスト削減を目的として外部へ委

託することになったため、併せてセキュリティ対策を実施することとなった。

☑導入実績

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

当初は特権IDを利用したアクセスの管理が必要であると考えていたが、あまりに厳密な管

理体制を敷くと運用面に支障が出る恐れがあるとして、まずは特権IDを利用して行った

作業内容を記録を取るべきと判断し、ESS RECを導入。

システムに対していつ・どのような操作が行われたのか容易に確認ができるため、柔軟な運

用を保ったままセキュリティレベルの向上が計れた。

サービス 300人～999人 2016年7月

ESS AdminGate

　100台

☑外部委託先管理

自社の基幹系システムのメンテナンスを外部ベンダーに委託することとなったため、新たに

委託先管理の対策を取る必要があるとして対策の方法を検討。

本番システムへは中継サーバーを経由しなければアクセスできないようにした上で、どのよう

にアクセス管理を行うかが課題となった。

☑導入実績

☑特権IDと操作証跡の一元管理

委託先の外部ベンダーの関係者が製品を使用していたため、製品の使用感や機能面に

対して実績と信頼性があった。

ひとつの製品で特権ID管理と操作内容の証跡管理を一元的におこなうことができ、なお

かつ初期費用の削減によりコストを抑えることができるため、選定。

情報通信 300人～999人 2016年7月

ESS REC

　5ライセンス

☑ISMS認証取得

☑自社オペレーションの正当性の担保

システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業などを行っており、自社の信頼性向

上のため情報セキュリティポリシーを策定。ISO27001（ISMS）認証取得が情報システ

ムの安全性を担保する一つの要因となると考え、準拠のための対策を検討。

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

コンサルティング会社に依頼をしたところ、ESS RECの紹介を受けたため詳細を確認。

動画やテキストによって詳細にアクセス内容の記録ができるため、セキュリティ強化につながると

考え選定。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

金融 100人～299人 2016年7月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

 15台

☑日銀・金融庁検査対応

金融機関におけるシステムリスク評価において、対応していない箇所があると指摘を受け

た為セキュリティ対策の強化を計画。

主に特権IDの管理の手法について何らかの対策を取る必要があると判断し、製品の選

定を開始。

☑アクセス制御機能と操作証跡取得の連携

☑共有IDの安全な利用

EACによって共有IDを作業者個人と紐づけることができる為、特権ID自体の管理の煩

雑性がなくなる点が管理の面で有効であると判断。

申請と承認ベースで特権IDを一時的に貸し出すことができ、尚且つESS RECを合わせ

て導入することで、特権ID利用時の操作内容を網羅的に取得することができ、セキュリ

ティレベルの向上が見込めるとして選定。

小売・卸売・流通 1,000人～4,999人 2016年6月

ESS REC

　30ライセンス

☑PCI DSS準拠

☑マイナンバー安全管理措置

グループ会社がクレジットカードの加盟店であり、カード利用情報を保管したシステムに対

して同社がリモートで保守を実施している。加盟企業におけるPCI DSS準拠が必要とな

り、対応を考えていた。

また、マイナンバー施行に合わせ、グループ会社のマイナンバー管理も実施することになり、

全体としてセキュリティレベルの引き上げを計画した。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑導入実績

PCI DSS準拠におけるコンサルティングサービスを行っている企業から紹介を受け、ESS

RECの導入を検討。

中継サーバーに導入することで、中継サーバーを経由してアクセスしたシステムへの操作内

容を全て動画で記録できるという点から、PCI DSS準拠、およびマイナンバー管理の安全

対策として要件を満たすと判断。

実際にPCI DSS準拠の導入実績があったことから導入を決定。

運輸 50人～99人 2016年4月

ESS AdminGate

　10台

☑マイナンバー安全管理措置

グループ会社の全体の人事情報を管理する部門において、マイナンバー制度の開始を

きっかけに対象システムへのアクセス管理の見直しと強化をおこなうことになり、ツールの検

討を開始。

☑初期投資の削減

☑申請・承認ベースでのID貸出

料金体系が年間利用型で初期投資が不要等、費用が安く導入がしやすいと判断し、詳

細な機能の確認を実施。

実際にトライアルを行ったところ、申請・承認ベースで特権IDを貸与する機能により、い

つ・誰がシステムにアクセスしたのかがわかり、尚且つ担当者でも常時システムにアクセスで

きる状態ではないという仕組みにより十分にアクセス管理ができると判断。

公共 5,000人以上 2016年3月

ESS REC

　45ライセンス

ESS AutoQuality

　40ライセンス

☑作業ミスの再発防止

☑全体のセキュリティレベル向上

公共システムの保守・運用作業を実施していたが、作業ミスがあったため抜本的な対策を

検討。作業手順書はあったものの、実際に作業の確認を突き合わせて実施しておらず、

作業漏れがあったことが発覚。作業漏れや、逆に不要な作業を行わせないなどの対策が

必要と判断。

☑導入実績

☑不正操作のリアルタイム検知・アラート

☑コマンド入力作業の自動化

同社の他部署にて導入していた製品が活用できないか検討。ESS REC,EAQが要件に

あっていると判断。

EAQの導入により、コマンド入力作業が一部自動化され、属人化によるミスの軽減につ

ながると判断。

また、作業手順を一括管理し、作業すべきチェック項目が動画面に表示されるため、作

業漏れや不要な作業実施等の懸念解消につながる。

ESS RECを合わせて導入することで、実際の作業が克明に記録され、ミスの抑止や有事

の際の迅速な対応が可能になるとして選定。

情報通信 5,000人以上 2016年3月

ESS AutoQuality

　15ライセンス

☑作業ミスの再発防止

従来紙ベースの作業手順書を用いて顧客システムの保守・運用を実施していたが、作業

ミスが発生したため再発防止のための対策を検討。

手順書が膨大な為するべき作業のチェックが漏れてしまったことが問題であり、少なくとも手

順書をデジタル化することを第一の目的としてソリューションの検討を開始。

☑コマンド入力作業の自動化

☑作業手順のマニュアル化

定型の作業を一部自動的に実行できる機能が、作業ミスの防止に有効性が高いと判

断。

作業手順を作成するとコマンド等が自動的に入力される自動化機能を評価。

全体の手順書をEAQで管理することができるため、当初予定していた作業手順のデジタ

ル化の要件を満たすことができた。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

公共 5,000人以上 2016年3月

ESS AdminGate

　15台

☑マイナンバー対応

☑情報漏えい対策(内部不正対策)

顧客のシステムの保守・運用を実施している。マイナンバー制度施行に合わせ、その情報

を含むシステムも管理対象となった。重要な個人情報であるため、よりセキュリティレベルを

上げることによる顧客への正当性証明が必要と考え、情報収集を開始。

☑初期投資を必要としない料金体制

☑短期間での構築

マイナンバー関連のシステムが規模としてはさほど大きくなかったため、コストの面からも情報

を収集。EAGは仮想アプライアンス形式で提供されており、ソフトウェアのインストールなど

が不要だった点、および料金体系が従量課金制で、初期投資を必要としない点から検

討課題へ上がった。

機能面でも特権ID管理と証跡管理が同梱されており、マイナンバー管理の安全措置とし

て十分な機能があるとして選定。

製造 1,000人～4,999人 2016年3月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminGate

　100台

☑統制レベルの強化

☑マイナンバー対応

セキュリティ対策として特権IDツールを従来から導入していたが、十分な管理がされていな

いと課題を持ち、他の特権ID管理ソリューションの検討を開始。

特に作業者に対する特権IDの利用許可が属人的な作業になっていることを課題として

認識。

マイナンバー制度施行に合わせて統制レベルの強化を計画。

☑導入コストの安さ

☑構築の早急対応

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

ワークフローが同梱されており、申請・承認ベースでシステムが自動的に特権IDを貸し出

すといった方式に、当初の属人性が解消されると判断。

初期投資を必要としないライセンス体系で導入コストが安価であったことも評価。

また、証跡管理ソリューションであるESS RECを導入することで、実際の操作内容をもれ

なく取得でき、有事の際の後追い・原因究明に役立つとして選定。

製造 5,000人以上 2016年3月

ESS REC

　10ライセンス

Remote Sensor

Option

　10ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　25ライセンス

Windows

Commands Option

　25ライセンス

☑ISMS認証取得

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策

ISO27001（ISMS）認証取得に向けて、外部ベンダーに委託しているオフィシャルサイ

トのシステムの操作内容の証跡管理をすることになり、ツールの選定を開始。

有事の際に操作内容の後追いができるような製品を探していた。

☑導入実績

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

☑ルール検知機能

☑自動レポート機能

要注意操作をした際にリアルタイムで検知しアラートで知らせる点や、要チェック項目が一

目で分かるレポート機能により、効果的なESS RECの機能面での実績を評価し、選

定。

動画で操作内容が確認できるため、直感的に内容が確認できる点も評価。

金融 50人～99人 2016年3月

Remote Access

Auditor

　1台

☑外部委託先管理

顧客情報を含むシステムに、自社のシステム子会社がリモートアクセスで運用を実施して

いた。昨今の内部・委託先のシステム管理者による情報漏えい事件等を受け、誤操作や

不正操作などによる情報漏えいが起きないようなよりレベルの高いセキュリティ対策を取る

必要があると考えた。

☑導入実績

関連業界でリモートアクセスの証跡管理を目的としたRAAの導入事例があったため、実績

を評価し選定。

製造 5,000人以上 2016年3月

ESS REC

　25ライセンス

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策

業務システムを自社が運営するデータセンターに保有しており、自社の社員と、業務委託

をしているベンダーがリモートで運用を実施している。

社員用とベンダー用の専用中継サーバーを使用しており、アクセスの管理は実施している

が、情報漏えい対策としてより強固なセキュリティ対策が必要と考えた。

☑導入実績

既に自社でESS RECを運用管理の現場で使用しており、セキュリティ確保として非常に

有用性が高いと実証済みであったため、選定。

中継サーバーに導入することで、自社・ベンダーそれぞれの作業者の作業内容を網羅的に

記録することが可能となった。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

金融 5,000人以上 2016年2月

ESS REC

　30ライセンス

☑マイナンバー安全管理措置

基幹系システムに保管してあるマイナンバー情報を、情報系システムに転送する必要があ

り安全対策を講じる必要があった。不正にマイナンバーや個人情報を取得するなどの操

作が行われていないか等の確認ができるような仕組みを創るため、情報収集を開始。

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

☑不正操作リアルタイム検知・アラート

☑マルチプラットフォーム

マイナンバー情報に対する操作内容を動画とテキストの2種類で克明に記録が可能な点

からESS RECを選定。

事前に不正とみなす行為をルールとして定義しておくことにより、そのルールに抵触した際に

即時的に検知できる点が不正防止・発見の観点から非常に有効であると判断。

仮想環境にも対応していることも選定理由のひとつとなった。

情報通信 5,000人以上 2016年2月

ESS AdminGate

　10台

☑自社オペレーションの正当性の担保

顧客が提供しているクラウドサービスのシステム基盤へメンテナンスサービスを行っており、作

業を実施するオペレーターの作業の正当性担保が必要と認識。

正当な作業者のみがアクセスできる環境と、実際の作業内容が正当であるか判断できる

仕組みを検討。

☑申請・承認ベースでのアクセス許可と使用者の識別

☑動画による操作内容の記録

☑初期費用を必要としない料金体制

メンテナンス時には中継サーバーを利用しており、申請・承認された作業者のみが該当の

システムにアクセスできる仕組みが要件に合致。

合わせて操作内容が動画で記録されることで、実操作の正当性証明ができるという点も

優位性を感じた。

ESS AdminGateが従量課金制であり、初期投資を必要としなかった点も価格面の制

約から決め手のひとつとなった。

サービス 5,000人以上 2016年1月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　15台

☑IT全般統制の整備

☑情報漏えい対策(内部不正防止)

社内システムに対する変更作業などは特権IDを利用して行っており、IT統制の観点から

特権ID管理の見直しが必要と判断。

不正に重要情報を含むファイルを持ち出す等の行為を防ぐことのできる製品が必要とし

て、特権ID管理だけではなく、特権IDを利用した操作内容の証跡を目的として、具体

的な製品の比較検討を開始。

☑アクセス制御機能と操作証跡取得の連携

☑動画による克明なアクセス内容の記録

中継サーバーにESS RECを導入することで、中継サーバーを介して行う操作内容を全て

記録することができることから不正の抑止・有事の際の原因究明に効果的と判断。

1日10件～20件程度、特権IDを利用して行う作業があり、同時に10名程度が作業を

行うが、EACの申請・承認ワークフローにより、だれがいつどのシステムに対して作業をした

のか判別が可能。また、ESS RECとの連携で操作内容を紐づけることもでき、IT統制レ

ベルの向上が可能として選定。

金融 5,000人以上 2015年12月

ESS REC

　15ライセンス

ESS AdminControl

 15台

UNIX/Linux

Terminal Option

　25ライセンス

Windows

Commands Option

　25ライセンス

☑外部委託先管理

☑日銀・金融庁検査対応

自社のシステム運用を外部に委託するにあたり、どのように委託先を管理するかを検討。

金銭のやり取りを含む業務を担うシステムや、他システムとの連携をするシステム等があ

り、厳重なセキュリティ対策が必要と考え、複数のベンダーから情報収集を開始。

☑動画とテキストによる克明なアクセス内容の記録

☑特権ID貸出から監査までの一貫した管理体制

☑導入実績

多くの金融機関で導入されているから検討対象として詳細を確認。

EACとESS RECを導入することで、下記の管理体制を敷くことができるとして選定。

・EACの導入により、事前の申請と管理者による承認がなければシステムにアクセスできな

い

・システムへのアクセスはパスワードが隠ぺいされた状態で行われるため、パスワード漏えいリ

スクが低減

・ESS RECを導入することにより、EACで行った実際の作業内容の記録が可能。不正の

抑止効果や有事の際の原因究明が可能。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

情報通信 300人～999人 2015年12月

ESS AdminGate

　25台

☑マイナンバー安全管理措置

自社のグループ企業のマイナンバー情報を全て管理することになり、マイナンバーを安全に

管理できる環境を整える必要があった。大量の個人情報を保有することになるため、安全

管理ができる具体的なツールの検討を開始。

☑初期投資を必要としない料金体制

☑特権ID管理と証跡管理が同製品で可能

☑ファイル入出力管理機能

マイナンバーを管理するシステムに対し、特権IDを利用した操作を行う際に特権IDの管

理・特権IDを利用して実施した作業内容の記録取得が一つの製品で可能な点を評

価。

事前申請・承認がなければ特権IDを利用できないという機能から、厳密なアクセス管理

ができると判断。

また該当のシステムから情報を持ち出す場合、管理者の承認がなければ持ち出せないと

いう機能が同梱されており、セキュリティレベルの向上に役立つと評価。

従量課金制の料金体系で、初期投資がかからない点も選定の理由の一つ。

情報通信 300人～999人 2015年9月

Remote Access

Auditor

　2台

☑マイナンバー安全管理措置

企業向けにマイナンバー管理サービスを提供している委託元から対象システムの保守・運

用業務を受託するにあたり、管理者権限を濫用することによるシステム運用者の特定個

人情報に対する不正なアクセスや持ち出しが可能であるリスクへの対処として、システム操

作を監視・記録するツールの選定を開始。

☑動画よる克明なアクセス内容の記録

中継サーバーにRAAを導入することで、システムに対する操作内容がすべて動画で取得

できる点が他製品と比較しても優位だった。

もともと中継サーバーを利用したリモートアクセスを実施していたため、管理サーバー等を増

やすことなく対応ができるという点を評価。

情報通信 1,000人～4,999人 2015年9月

ESS REC

　5ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　25ライセンス

☑マイナンバー安全管理措置

自社でお客様向けに提供している人事系クラウドサービスにおいて、マイナンバー制度の

施行に伴い必要な安全対策を検討。

クラウドサービスのシステムの保守・運用する担当者による内部セキュリティ対策として、ア

クセスログの取得が必要と判断され、そのツールを選定することに。

☑導入実績の多さ

☑エージェントレスアーキテクチャー

国内のベンダーによる自社開発製品であり、同業他社における採用実績が多い安心

感。

対象システムに変更を加えることなく、操作内容が取得できる点、動画による証跡取得の

ため、自社オペレーターの操作の正当性を顧客へ説明することが容易な点から、導入を

決定。

金融 1,000人～4,999人 2015年8月

Remote Access

Auditor

　2台

☑外部委託先管理

自社のシステムの保守・運用業務を以前から外部ベンダーに委託していたが、昨今の個

人情報漏えい事件等を受け、なんらかの対策必要と認識。委託先の作業の正当性を確

認することができるような仕組みを検討。

☑エージェントレスアーキテクチャー（中継サーバー方式）

☑動画による克明なアクセス内容の記録

データセンター内にあるシステムに対し、内外から操作を行う為、端末に導入する必要の

ない中継サーバー方式が決定要因。また、動画形式で操作内容が確認できるため、専

門知識がなくとも内容の確認が容易な点も要因の一つとなった。

小売・卸売・流通 1,000人～4,999人 2015年6月

ESS REC

　50ライセンス

Remote Sensor

Option

　55ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

☑外部委託先管理

☑PCI DSS準拠

昨今発生している委託先による情報漏えい事件を踏まえ、委託先管理の強化を検討。

顧客情報が保管されているシステムの保守・運用を行う委託先ベンダーは、対象システム

に対し、リモートアクセスで作業をしており、その作業内容の事後のチェックができていない

点が課題に。

また、PCI DSSへの準拠も検討していたため、両課題を解消できる製品を検討開始。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の記録

WindowsのGUI操作を動画で網羅的に取得できるだけではなく、テキストベースでも取

得ができる点を評価。

WindowsサーバーだけでなくUNIX/Linuxサーバーも所有しており、オプション製品を導

入することでさらに詳細なテキストログが取得でき、それを使用して特定作業をリアルタイム

で検知、アラートをあげるなどのアクションが可能である点も決定要因のひとつ。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

公共 50人～99人 2015年5月

ESS REC

　20ライセンス

☑情報漏えい対策

☑外部委託先管理

個人向け公共サービスの提供に伴い、多くの個人情報を保有するため、その適切な管理

方法を検討。

個人情報が保管されるシステムの運用・保守は、システム子会社が実施しており、保守・

運用者の不正防止の仕組みが必要と考えた。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑エージェントレスアーキテクチャー

多様な端末からのアクセスに対し、複数の作業者による同時作業でも網羅的に証跡が

取得できる製品検討。そこで端末からサーバーへアクセスする経路に中継サーバーを設置

し、中継サーバー上にESS RECのAgentを導入することで、本要件に対応できると判

断。

サービス 100人～299人 2015年4月

ESS REC

　5ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

自社が運営するWebを介した顧客サービスにおいて、システム内に保管されているお客様

の個人情報保護の観点で対策強化を決定。Webサイトの管理者・運用者による不正・

誤操作を懸念し、課題解決のための製品検討を開始。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑導入実績

親会社がESS RECを導入しており、製品を検討。システムへの操作内容が動画形式で

すべて取得できること、動画形式のため専門知識がなくとも操作内容の掌握が容易であ

るという点から製品導入を決定。

金融 100人～299人 2015年4月

ESS REC

　50ライセンス

ESS AdminControl

　40台

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

☑日銀・金融庁監査対応

金融庁のガイドラインに従いシステムリスク管理態勢の現状から強化すべき点について情

報収集をしていた折に、他社でシステム運用者による不正事件が発生し、委託先管理

の重要性を再認識。対策のひとつとして、委託先ベンダーのシステムへアクセス管理を強

化する方針を決定、対策ツールの選定を行うことに。

☑動画によるアクセス内容の克明な記録（有事の際の後追いが可能）

☑機能拡充の柔軟性

動画形式で操作証跡が取得できるため、何か起きた際に後追いが容易であると評価。

また、今後操作内容のリアルタイム監視など、セキュリティレベルを引き上げる可能性もあっ

たため、危険操作を検知し、リアルタイムにアラートを上げる機能や、レポート機能等が内

在されているという点、アクセスに際して申請・承認のワークフローを利用できるという点が

選定のポイントとなった。

官公庁 1,000人～4,999人 2015年3月

ESS REC

　50ライセンス

Remote Sensor

Option

　10ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　50ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

組織で利用しているITシステムに対し、保守・運用担当者によるシステムの管理者権限

の濫用・不正使用を防止、抑止するための対策が不十分であると判断。

今後システムが増加する予定であることを踏まえ対策を新たに実施することに。

対策の一環として、保守・運用担当者によるシステム操作の証跡取得を検討。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の記録

☑ルール検知機能

操作内容を動画形式で取得できるだけでなく、テキストログでも詳細な操作内容を取得

できる点を評価。

サーバー毎にルールを設定することで、ルールに抵触した際にリアルタイムで検知、アラート

を上げることが可能なため、作業対象以外のシステムへのアクセスを即時的に確認するこ

とが可能。

金融 100人～299人 2015年1月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　130台

ID Inspector

　10ライセンス

その他オプション類

☑監査指摘への対応

内部監査で特権ID運用に関して指摘を受けたことで、特権ID管理製品の導入の検討

を開始。

特に下記の点から委託先の管理に関して指摘を受ける。

・特権ID利用者の特定

・ログイン管理

・端末/リモートログイン作業時の証跡管理

☑OS、アプリケーション、データベースの特権IDを統合的に対処

☑動画による克明なアクセス内容の記録

OSおよびデータベースの特権IDはEACで管理が可能な上、アプリケーションのIDはIDIが

持つ本人確認機能で対応可能と判断。

RECの動画とテキストによる克明な証跡機能についても、評価の一要素。

運輸 5,000人以上 2014年12月

ESS REC

　600ライセンス

Remote Sensor

Option

　100ライセンス

☑IT全般統制の整備(JSOX対応）

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

次世代共通基盤構築を予定しており、それに合わせて内部セキュリティ対策の仕組みの

一環として、特権ID利用時の証跡管理を検討。

現基盤では他製品を導入していたものの、パフォーマンスが悪く、瑕疵対応として他のツー

ルの策定を開始。

☑大規模展開に耐えうる性能/パフォーマンス

機能面に加え、大規模な構成でパフォーマンス劣化が発生せず性能が維持されることが

確認できたため、置き換えを決定。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

情報通信 50人～99人 2014年12月

ESS REC

　15ライセンス

☑自社オペレーション正当性の担保

☑第三者保証制度への対応

クラウド運用、保守、システム開発などのサービスを提供しており、開発のほとんどがクラウド

上で行われることから、SOC2の対応準備を開始。

要件としてはWindows Server、Linux Serverを踏み台とし、そこからほかのホストコン

ピューターへ接続した際に、接続の履歴と操作記録が取得できることが要件。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑エージェントレスアーキテクチャー

☑マルチプラットフォーム

踏み台にRECを導入することで、接続先サーバーに負荷をかけることなく操作証跡取得が

可能な点を評価。

Windows環境、およびLinux環境のどちらでも動画証跡とテキストログの取得が可能な

ことから選定。

製造 100人～299人 2014年12月

ESS REC

　5ライセンス

☑外部委託先管理

相次ぐ情報漏えい事件を受け、セキュリティ対策の見直しをした結果、外部ベンダーのリ

モートによるシステム保守・管理作業について、操作内容の記録を取得する必要があると

判断。

☑エミュレーター操作の証跡が可能

☑導入実績の豊富さ

ホストエミュレーターによる操作が記録できることが重要な要件であり、トライアル検証の結

果、取得できることが判明。豊富な導入実績が選定を後押し。

製造 300人～999人 2014年11月

ESS REC

　10ライセンス

☑PCI DSS準拠

PCI DSSへの要件10に対する対応一環で、クレジットカード番号を扱うシステムに証跡

機能がなく、別の方法で対応する必要があり、アプリケーションをカスタマイズすることなくロ

グ取得ができる製品を探していた。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑画面表示文字検索機能

GUI画面をすべて記録する方式のため、アプリケーションのカスタマイズが不要。

また、GUI上の表示文字が検索できることから、単に画面として取得するだけでなく、必要

に応じて検索条件を指定して、該当する動画記録をすぐに呼び出せる点が採用の大きな

決め手。

製造 5,000人以上 2014年11月

ESS REC

　30ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

他社で発生した情報漏えい事件を受け、自社システムでのリスク総点検を実施。オペレー

ションはDaaS基盤を使用していたが、操作ログをしっかり点検できておらず、リスク要因と

して高いと判断。

☑動画記録による監査の容易性

☑不正操作のリアルタイム検知・アラート

証跡を動画で記録することで、専門的な知識がなくても、どのような操作を行ったのか確

認できる監査の容易性。

危険な操作を禁止事項として設定しておくことで、危険な操作が行われた際に迅速に対

応することが可能であるという点が選定の大きなポイント。

金融 1,000人～4,999人 2014年11月

Remote Access

Auditor

　1台

Remote Sensor

Option

　1ライセンス

☑外部委託先管理

外部委託先のシステム運用と社内のシステム管理作業に対し、不正操作等を防止する

一元的な管理を検討。

システムログだけでは取得できない情報もあるため、より網羅的な監視・ログ取得が可能

なソリューションを模索。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑証跡の一元管理

☑導入実績

中継サーバーを置くことで、外部ベンダー・社員それぞれのアクセスログや証跡を一元的に

取得できる点が大きなポイントとなった。

情報の取得漏れの心配がなく、また作業を録画していると周知することで、内部不正に対

する抑止効果も期待できる。

金融 1,000人～4,999人 2014年11月

ESS REC

　20ライセンス

ESS AdminControl

　160台

☑日銀・金融庁検査対応

特権IDの管理は台帳管理をマニュアルで定めてはいたが、リスク管理レベルとして不十

分。休眠アカウントの棚卸が徹底されていない、アクセス内容の証跡取得の必要性といっ

た改善要求があった。

☑共有IDの安全な運用が可能

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑導入実績

特権IDを使用する際にはパスワードが隠ぺいされているため、共有のIDでも安全に使用

できる。アクセス内容の詳細が動画で確認可能。同業種の導入実績も評価。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

サービス 1,000人～4,999人 2014年10月

ESS REC

　40ライセンス

Remote Sensor

Option

　100ライセンス

UNIX/Linux

Terminal Option

　30ライセンス

☑外部委託先管理

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

他社での大量の顧客情報漏えい事件を受け、リモートアクセスで保守を行っている複数の

外部委託先ベンダーの証跡管理を検討。

特に、顧客DB関連のサーバーに対する操作履歴と、業務サーバーを踏み台にしたリモー

トアクセスの管理を重視。

☑不正操作のリアルタイム検知・アラート

☑自動レポート機能

禁止事項をルールとして設定することで、禁止操作をリアルタイム検知できるなど、不正防

止の効果が高いと判断。

ログイン/ログアウト情報や、操作内容をレポートとして取得することで監査も容易にできる

点も評価できるポイント。

情報通信 1,000人～4,999人 2014年10月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　50台

ESS AdminGate

　10台

ID Inspector

　5ライセンス

☑PCI DSS準拠

☑情報漏えい対策

Web系システムのPCI DSS準拠も検討していたことから、社員・外部ベンダーが各支社

から行うリモートメンテナンスの管理方法を根底から見直すことに。

結果、下記のようなポイントで製品の選定を進める事になった。

・ID管理やログ収集などの管理に人手を介しており、管理工数が負担

・リモートメンテナンスはそれぞれ専用ルームから行われるが本人確認のための多要素認証

を実現したい

☑ID管理と証跡管理の連携

☑管理負荷の低減効果

☑導入実績

ESS REC、ESS AdminControlのの連携により、対象のIDによるアクセスとその操作

内容を自動で突合してくれるため、管理工数を大幅に削減できる。

PCI DSS準拠で必要な本人確認の多要素認証においても、ID Inspectorなら対象の

システムにアクセスしようとする度に利用者のID/パスワードおよびICカードの提示を求める

ため確実な体制を整備できる。

また、ICカードによる認証方法は、コストのかかる生体認証機器を各支社に導入する必

要もないため、費用対効果が高いことから採用を決定した。

金融 1,000人～4,999人 2014年9月

ESS REC

　20ライセンス

ESS AdminControl

　60 台

ESS AutoAuditor

　60 台

ESS AutoQuality

　20ライセンス

ID Inspector

　5ライセンス

他オプション類

☑PCI DSS準拠

☑IT全般統制の整備

事業規模拡大に伴い、それまで親会社で運用していたカード決済システムの刷新を行う

にあたり、対象システムのPCI DSS準拠を目的に各要件にマッチする製品の検討を開始

した。

また、特権ID＆証跡管理においては、システムのIT全般統制対応の一環として行ってい

た特権IDの払い出しに多くの工数がかかっていたため、工数の削減も同時に実現したいと

考えていた。

☑国産製品としての信頼性

☑事前申請・承認によるアクセス管理の徹底とパスワード隠蔽機能

☑申請内容と操作記録の紐づけ・効率的な突合

☑エージェントレスアーキテクチャー

製品がすべて国内開発であり、保守・サポートが迅速かつ充実している。

特権IDは事前に申請・承認のあったユーザーにのみ付与されるだけでなく、実際の作業

証跡と自動的に紐づけられているため、工数の削減と効率アップが期待できると判断。

エージェントレス製品のため、重要システムに対して影響が少ないことも選定理由の1つ。

公共 1,000人～4,999人 2014年8月

ESS REC

　70ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

2014年に起きた、大量の顧客情報漏えい事件を受け、内部不正防止のための施策を

検討。

☑導入実績

☑統制レベルの統一

☑動画による克明なアクセス内容の記録

同社の他部署で、IT全般統制を目的としてRECを採用していた。同一製品を使用する

ことで、統制レベルの統一と、管理負荷の軽減を図った。

動画による証跡は、不正行為の抑止効果も期待できるため、テキスト形式のログよりも有

益であると判断。

金融 1,000人～4,999人 2014年7月

ESS REC

　15ライセンス

ESS AdminControl

　30台

☑FISC対応

社内のサーバーを統合し、仮想化するプロジェクトを予定しており、それに合わせて統合基

盤内の「特権ID利用の管理」「本番サーバーへのアクセス履歴」「ワークフロー使用による

申請/承認履歴」の仕組みをつくり、特権IDリスク対策の強化と、IT統制向上の施策を

目的とする。

☑仮想化基盤への対応

☑製品間の連携/統合

GUIによる仮想化基盤のオペレーションを含む証跡管理の実績と有用性が評価。

RECとEACの統合的な管理が可能。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

建設 5,000人以上 2014年6月

Remote Access

Auditor

　1台

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

大量の顧客情報に対する漏えい対策の一環として、外部からのベンダーによる保守・運

用のリモートアクセスの監視・証跡取得と点検を検討。

現状はOSのログを取得はしていたが、操作内容を判断することが困難であり改善が必

要。

☑動画記録による監査の容易性

☑導入実績の豊富さ

操作動画で記録したオペレーターの操作画面が直観的で点検・監査に最適。

大手企業を中心とした多くの採用実績や事例も安心材料として評価。

金融 300人～999人 2014年3月

ESS REC

　150ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

☑業務外インターネット利用のチェック

従来、インターネット閲覧用と社内業務用に分けていた端末のリプレイスを機に端末の1

本化を検討。一本化することでリスクとなるインターネット経由での情報持ち出しや業務外

ネット利用のリスクを防止するために、オペレーション内容の監視と証跡の強化を行うこと

に。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑ルール検知機能

☑自動レポート機能

リモートサーバーでのログ取得が可能。動画形式で証跡を取得する為、書き込みサイト等

での書き込み内容が漏れなく取得出来る点を評価。

特定サイトへの接続を禁止事項として設定することで、該当のサイトに接続した際に、リア

ルタイムでアラートをあげられるため、即時対応が可能と考えた。また、レポート機能によ

り、点検・監査にかかる負荷軽減につながると判断し選定。

情報通信 1,000人～4,999人 2014年3月

ESS AutoQuality

　15ライセンス

☑開発と運用の分離

☑作業品質の平準化

システム操作のスキルにも個人でばらつきがあり、将来的に海外拠点と国内とで同レベル

の運用を実施するため、開発と運用の分離を検討。

☑コマンド入力作業の自動化

EAQを使用することで、定期的に行う作業やテストなどを自動で行うことができ、運用者の

作業負荷軽減につながると判断。作業者が同一のソフトウェアを使うことで、運用者のス

キルによる作業内容のばらつきがなくなる点が選定の大きなポイント。

金融 5,000人以上 2013年12月

ESS REC

　10ライセンス

☑外部委託先管理

顧客情報を含むシステムを、オフショアによるリモートアクセスで管理しており、その操作の

証跡管理のため、ツール導入を検討。

複数個所からアクセスがあるため、一元的に証跡を取得・管理できる製品を策定。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の記録

☑証跡の一元管理

取得する証跡が動画形式で網羅的な点、さらに、動画だけではなく、わかりやすいテキス

ト形式のログを取得できる点を高く評価。

中継サーバーを経由する運用方式に変えることで、複数個所からのアクセス、操作内容を

一元的に管理できる点がニーズに合致しており選定。

情報通信 5,000人以上 2013年9月

ESS REC

　25ライセンス

ESS AdminControl

　40台

ESS AutoAuditor

　40台

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

相次ぐ情報漏えい事件を受け、自社で運営している金融向けサービスのセキュリティレベ

ルの引き上げを検討。

機密情報を持つシステムに対し、不正操作に起因する情報漏えいを防止・早期発見す

る目的で操作内容を監視、監査できるツールの選定を開始。

☑導入実績

☑特権ID貸出から監査までの一貫した管理態勢

同社の別部門ですでに製品を使用していることから検討対象に挙がった。下記の作業を

自動的に行う連携性能が要因となり選定。

①パスワードを隠ぺいしたまま特権IDを貸出

②事前の申請内容と実際の操作内容を突合し、レポートを作成

③すべての記録を動画で取得しており、レポートから該当操作を再生することが可能

また、共有IDの使用者の特定も可能であり、特権IDの数を減らすことで管理の負荷も

減らせる点を評価。

情報通信 5,000人以上 2013年9月

ESS REC

　10ライセンス

ESS AdminControl

　15台

ESS AutoAuditor

　15台

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

顧客情報をオンライン上で扱うシステムにおけるセキュリティ対策が必要と認識。

システム運用者が、顧客情報に対して不正な操作を行わないか、操作ミスがないか等、

作業内容の確認が必要と考えた。

人手による確認作業は負荷が大きいため、その負荷を軽減できるソリューションがないか策

定を始めた。

☑導入実績

自社の他部門で同製品を使用しており、下記3点が要件を満たしていると判断し、製品

を採用。

・対象システムへの変更を行わず、特権ID管理が可能

・実際の操作内容を事前の申請内容と突合せた結果が自動的にレポートになる

・レポート結果から、シームレスにその作業記録（動画）を確認することができる
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

情報通信 5,000人以上 2012年12月

ESS REC

　380ライセンス

ID Inspector

　450ライセンス

ESS AutoAuditor

　無制限ライセンス

☑自社オペレーション正当性の担保

顧客に向けて金融系サービスを提供しており、そのシステムの保守・運用作業の管理態

勢強化が必要と認識。

自社のオペレーションの正当性を示すため、事前の作業申請内容と、実際の作業内容の

突合が必要と考えたが、手作業の場合は非常に負荷が高いと判断。作業内容が自動

的に突合できる製品を策定。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑作業者の特定

☑作業内容の突合自動化

ESS RECの導入により、作業内容を動画で記録できるという点から、システムトラブルが

起きた際に要因の特定に役立つと判断。

IDIを使用し社員証をカードリーダーに読み込ませることで、ID・パスワードを入力せずとも

特権IDの利用、及び操作者の確認が可能な点も、本人確認を徹底する上で有効であ

ると評価。

また、事前の申請内容と実際の作業内容を突合し、作業の妥当性をレポートで確認す

ることができる点が要件を満たすと考えた。

複数製品の連携による機能面の向上も選定の理由のひとつ。

情報通信 5,000人以上 2012年6月

ESS REC

　20ライセンス

ESS AutoQuality

　100ライセンス

☑情報漏えい対策（内部不正防止）

銀行業務を支えるサービスにおいて、システム保守・運用担当者による不正行為は、情

報漏えい等インパクトの大きなインシデントとなり得るとことから、運用者が不正を起こせな

いような仕組みの構築を検討。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の信頼性の高い記録

☑コマンド入力作業の自動化

操作内容を動画とテキスト形式で取得でき、また、システム運用者（特権ID使用者）

であってもその記録を改ざんすることができないため、不正の抑止に効果的と考えた。

また、コマンド入力作業の自動化をすることで、不要な作業をシステム的に行わせない仕

組みが対策として有効と判断し、選定。

製造 1,000人～4,999人 2011年9月

ESS REC

　130ライセンス

ID Inspector

　　50ライセンス

☑IT全般統制の整備(JSOX対応）

当初、全社共通の特権ID管理基準がなく、システムごとに異なる管理をしていた。

各システムの管理状況を確認したところ、共有端末を用いて共有アカウントで作業する

ケースが多く、リスクとして認識。そこで、特権IDの管理基準を制定し、共有端末、共有

IDの使用者を特定するポリシーとその対応としてのソリューションの採用を検討。

☑特権ID使用者の特定

☑動画による克明なアクセス内容の記録

IDIは、共有ID、共有端末でも使用者が特定できる他製品にはないユニークな機能が

要件にマッチ。

また、併せてRECによる操作内容の記録により「誰がどの端末でどのような操作をしたの

か」を特定・確認できることが採用の決定要素。

金融 5,000人以上 2011年9月

ESS REC

　50ライセンス

Remote Sensor

Option

　120ライセンス

☑FISC対応

金融企業の顧客のシステムを運営しているデータセンターに対し、一定のレベルに統一さ

れた統制が必要と考えた。

統制の一環として、日次のモニタリング実施を目的とし、製品の選定を開始。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑サーバーへの影響がない（エージェントレス）

特権IDを使用した際の操作内容を動画形式で取得できる点が選定の大きなポイント。

踏み台構成で記録取得を行うことで、対象のサーバー自体に大きな影響を与えない点も

評価の一因。

情報通信 5,000人以上 2011年6月

ESS REC

　200ライセンス

ESS AdminControl

　380台

ID Inspector

　200ライセンス

☑日銀・金融庁監査対応

受託している金融機関向けのコンピューターシステムの開発・保守業務において、金融庁

が示すシステムリスク管理態勢やFISCの安全管理基準を満たす必要があった。

特にシステムの保守・運用業務において管理者権限を濫用した内部不正に対し、有効

な防止・抑止策を講じることで、情報漏えい等のインシデントを発生させない仕組みを検

討。

☑マルチプラットフォーム

☑エージェントレスアーキテクチャー

☑共有アカウントの安全利用

対象とするシステムがメインフレームからオープン系のシステムまで混在しており、プラット

フォームに依存せず、操作内容を取得できるという点を評価。

また、対象システムにソフトウェア等を入れずに特権ID管理ができ、共有アカウントを使用

しても個人と紐づけがされ、安全に共有アカウントを利用できる点が選定のポイントとなっ

た。

公共 1,000人～4,999人 2009年6月

ESS REC

　110ライセンス

☑IT全般統制の整備（JSOX対応）

IT全般統制の整備において、サーバーへのアクセスをCitrix XenApp経由で行うことで、

アクセス制御およびクライアント端末との論理的な環境分離を実現したものの、XenApp

上でのログ取得が課題として残されていた。

☑Citrix XenApp環境との親和性

デスクトップ上の操作であることから動画による証跡は必須要件。かつCitrix XenApp環

境で使用するため、同環境で稼働保証、稼働実績が多いことも要件。他社製品との比

較の結果、RECを選定。
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弊社製品の主な採用例 2018年6月末現在

業種
企業規模

（従業員数）
導入時期 導入製品 導入規模 導入目的 選定理由

製造 1,000人～4,999人 2007年12月

ESS REC

　80ライセンス

☑IT全般統制の整備(JSOX対応）

システム運用担当者が比較的自由に特権IDを使用できる状況に課題を感じていた。特

権IDを利用した際の作業は、申請書を作成・承認の上行っているが、実際の操作内容

まで確認ができておらず、不正ができる状態にあるという点に懸念を感じていた。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の記録

☑ルール検知機能

ログインからログアウトまで、操作内容を動画とテキストログの2種類で網羅的に取得でき

る点を評価。

禁止操作/危険操作をルールとして定義することで、該当操作を行った際に即自的なアク

ションを行うことができるルール検知機能で統制レベルの引き上げが可能と感じ、選定。

製造 5,000人以上 2007年9月

Remote Access

Auditor

　1台

☑外部委託先管理

委託先での情報漏えいを契機に対策を検討。以前からアクセスログの取得や入退室管

理などを行っていたが、悪意のある内部不正に対してのセキュリティについて課題。業務上

やむを得ず実施されるリモートアクセス時の不正操作リスクが問題に。

☑動画による克明なアクセス内容の記録

☑導入実績

動画形式での証跡記録を高く評価。直感的に操作内容を理解できる点からRAAを採

用。同業種での採用事例も決定要因。

情報通信 1,000人～4,999人 2007年3月

Remote Access

Auditor

　1台

☑自社オペレーション正当性の担保

システムの設計から運用までを事業の一環として行っている。

顧客システムへリモート接続する際に、操作内容を顧客に説明するためのツール導入を検

討。

☑動画・テキストによる克明なアクセス内容の記録

☑正当性の証明が容易

GUI操作の内容を、テキストログと動画で証跡を取得できる点において網羅性の高さを

評価。

対象システムへの接続の有無について、レポートの作成が可能なため、顧客への説明資

料作成が容易と判断し、選定。

2018年6月末現在、弊社製品の累計採用企業数は580社以上であり、弊社製品は、多くの企業の複数のプロジェクト・システムに適用されています。本資料の掲載されている採用例はその一部です。
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