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はじめに   

マイナンバー制度の施行が迫っています 

2016 年１月より施行されるマイナンバー制度は、すべての事業者、公共団体の事務・業務に影響を与えるため、対応準

備が急がれます。中でも国民一人ひとりに固有の番号が付与される個人番号の取扱いについては、その性質上、漏えいや

毀損など不正な取扱いのリスクが大きく、適正な利用を担保するための安全対策が義務付けられます。 

本ホワイトペーパーでは、マイナンバーの安全対策を検討する上で、人事・経理部門の責任者の方にとっては盲点になり

かねない IT システムの保守・運用業務について、そのリスク要因と対策の必要性、対策すべきポイントを、また、マイナ

ンバー対策でクラウドシステムを含む、個人番号に係る各種サービスを利用する場合の、安全管理上の責任範囲について

の留意点を解説します。 
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

マイナンバー制度によって付与される個人番号は、国民一人ひとりを識別する固有の番号であることから、その不正利

用によって個人のプライバシー侵害につながらないよう、すべての事業者・公共団体に対し、適切な取扱いが求められま

す。 

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（以下、ガイドライン）」を策定・公開し、

遵守するよう指導しています。 

ガイドラインの概要 

ガイドラインによると、個人番号利用事務または関係事務を洗い出し、それらの事務に従事する者を指定し、利用事務・

関係事務以外での個人番号の取扱いを禁止、その目的外利用、漏えい、滅失および毀損を防止するための安全管理措置を

講じることが義務づけられます。 

また、個人番号利用事務、関係事務を外部へ委託する場合には、委託先がガイドラインで求められる安全管理措置を講

じるように管理・監督すること、再委託先についても、間接的に監督義務が生じるとされています。 

 

 

 

安全管理措置のポイント 

安全管理措置に関するガイドラインでは、具体的な対策として組織的、人的、物理的、技術的安全対策が規定されてい

ます。中でも個人番号の利用や保管に IT システムを利用することがほとんどであるため、技術的安全対策が重要となりま

す。技術的安全対策は、システムに保管された個人番号への「アクセス制御」「アクセス者の識別と認証」「外部からの

不正アクセスの防止」「情報漏えい等の防止」で構成されており、いくつか具体的な対策が例示されているものの、必要

な対策は企業によって判断することになっており、使用場面や事務環境、担当者の職務内容等に応じて、どのような対策

を講じる必要があるのか、自ら定める必要があります。  

図 1. マイナンバー安全管理措置ガイドラインの概略 



人事・経理責任者が知っておくべきマイナンバー安全対策の盲点 

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

 

人事・経理責任者が認識すべきポイント① 

         システム保守・運用とマイナンバー安全対策 

人事・経理責任者がガイドラインに沿って安全管理措置を検討する上で、まず留意すべき点は、個人番号の利用事務、

関係事務の洗い出しです。前述の通り、個人番号は目的外に利用することはできません。そのため、個人番号を取り扱う

利用事務、関係事務を明確にし、安全管理措置を以て対象事務以外での目的外利用を防止する必要があります。したがっ

て、利用事務、関係事務の洗い出しができていないと、思わぬところに安全上の問題が潜むことになります。 

マイナンバー制度対象となる事務で見落としがちなのが、マイナンバー関連システムの保守・運用業務です。 

特定個人情報保護委員会が公表しているマイナンバーガイドライン Q&A 集によると、特定個人情報を取り扱う情報シ

ステムの保守が外部委託されている現状を踏まえ、委託する側の考え方が以下の通り記されています。 

 

Q. 特定個人情報を取り扱う情報システムの保守の全部又は一部に外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託

に該当しますか。また、外部の事業者が記録媒体等を持ち帰ることは、提供制限に違反しますか。 

 

A. 当該保守サービスを提供する事業者がサービス内容の全部又は一部として個人番号をその内容に含む電子データを

取り扱う場合には、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の一部の委託に該当します。一方、単純なハードウェア・ソ

フトウェア保守サービスのみを行う場合で、契約条項によって当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り

扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等には、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の

委託に該当しません。 

保守サービスを提供する事業者が、保守のため記録媒体等を持ち帰ることが想定される場合は、あらかじめ特定個人情報

の保管を委託し、安全管理措置を確認する必要があります。 

 

つまり、システム保守・運用で個人番号を扱う業務についても、ガイドラインに示された安全管理措置を講じることが

重要になります。 

システム保守・運用業務のアクセス環境と安全対策が重要な理由 

個人番号を利用・保管するシステムへのアクセスは、大きく２つに分かれます。 

ひとつは、人事・経理などのユーザー部門がシステムを利用してデータにアクセスする場合です。この場合は、認証手

続きで利用者を識別し、利用者の権限や役割によってアクセス可能なデータの範囲や実行できる業務範囲が制限されるよ

うにプログラムされたアプリケーションロジックを介してアクセスされます。 

もうひとつは、システム保守・運用のためのアクセスです。この場合、アプリケーションロジックの修正・変更やデー

タベースのメンテナンス、データ補正のような作業では、アプリケーションロジックを介さず、システム（OS）やデータ

ベースに直接アクセスすることになります。またこれらのアクセスには、システム上の特別な権限である「特権 ID」を使

用します。システム保守・運用業務は、この特権 ID の使用が業務上避けられないために、以下のような安全管理上のリス

クが潜んでいます。 
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 アクセス制御が困難 

特権 ID は、システムに対しあらゆる操作が行える権限を有しているため、アクセスの制御が困

難となります。例えば、本来、個人番号データにアクセスする必要のない作業で特権 ID を使用

させることは、個人番号の不正利用や持ち出し等の不要な機会を与えていることになります。 

 

 アクセス者の識別が困難 

システム保守・運用現場では、しばしば Administrator/root といった、システムが標準で装備

している特権 ID を、複数の保守・運用者で共有して使用することがあります。その場合、シス

テム保守業務に従事する社員の中で、実際には誰が特権 ID を使用したのか識別できなくなりま

す。パスワードを共有することでその漏洩リスクも高まります。そのような状況では、個人番号

の不正使用や漏えい等の悪用が発生しても、誰の行為なのか特定が不可能となります。 

 

 ログ・証跡の取得・点検が困難 

システム保守・運用作業は、アプリケーションを介したアクセスではないため、システムやサー

ビスが提供するログ・監査機能ではカバーできません。そのため、他のログ機能を用いて、個人

番号へのアクセス履歴等を記録・点検する必要があります。 

しかし OS やデータベースが標準で提供しているログ・監査機能は、出力されるログの内容が技

術的・専門的であるため、解析する知識が必要であり、人事・経理担当者によって容易に点検が行えるものではあ

りません。 

 

 委託先の安全管理の把握が困難 

企業によっては、システムの保守・運用業務をベンダーに委託している場合も多いと思います。個人番号に係る IT

システムについては、委託しているベンダーにおける保守・運用業務の安全対策が具体的にどのように行われてい

るか把握し、常に監督しなければなりません。監視監督を怠り、ベンダー任せにしていると、これらシステム保守・

運用に対する安全管理状況の把握が困難になります。 

図 2. IT システムへの 2種類のアクセス 
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影響範囲の大きさも懸念点 

リスク管理の観点で、システム保守・運用業務の安全対策が重要な理由は、その事件・事故の影響範囲の大きさです。

特権 ID が高権限であることから、不正使用・濫用の影響が大きくなります。たとえば特権 ID を使用するとデータベース

から全従業員の情報を抽出することも可能です。 

 表 1 は、これまでに発生した主なシステム保守・運用担当者が関わった情報漏えい等不正事件の一覧です。特に 2014

年に大手通信教育事業者で起きた大量の情報漏えい事件は、漏えい件数の多さも含め記録に新しい事件ですが、システム

保守・運用担当者の権限の大きさが招いた事件の影響範囲の大きさを示す典型的な例ともいえます。 

 

表 1. 過去発生したシステム保守・運用業務における内部不正、情報漏えい、重大障害等の事件・事故一覧 

発生時期 内 容 

2009 年 大手証券会社の社員が自社の顧客情報を不正に入手し転売。 

2009 年 銀行の行員が顧客の発行パスワードを閲覧し、顧客口座から振り込み、着服。 

2011 年 大手通信会社の委託先社員がネットワーク設定を不正に改ざん。通信障害を発生させた。 

2011 年 大手銀行における大規模システム障害発生。すべての ATM が停止。人為的ミスも原因のひとつ。 

2012 年 大手通信会社のシステム障害で、通話とデータ通信に異常。ソフトの不具合と人的操作ミスが重なる。 

2012 年 レンタルサーバー事業者による変更プログラムのミスにより数千件の顧客データを消失。 

2012 年 地方銀行共同センターの開発運用を行う大手 SI の孫請け社員が不正に口座情報を入手し現金を引出し。 

2014 年 大手地方銀行の ATM 保守を請け負う SI 企業の元社員が口座および暗証番号を不正利用し偽造カードを作

成し預金 2,400 万円を引き出し着服。 

2014 年 大手通信教育事業者のシステム保守請負会社に派遣されている技術者が顧客情報約 2,800 万件を不正に

持ち出し名簿業者に売却。 

システム保守・運用の安全対策のポイント 

以上のことから、マイナンバー制度に IT システムを利用する場合のシステム保守・運用業務に対する安全対策は、もっ

とも優先度が高いと言えます。特に特権 ID を使用する場合、その高い権限の濫用や不正使用は、個人番号に対する重大な

安全管理上の問題につながる可能性があるため、以下のような対策が不可欠です。 

 特権 ID 管理によるシステム保守・運用者への適切なアクセス制御 

特権 ID の管理については、保守・運用者にその管理を委ねず、必要な場合にのみ、必要最小限の権限を付与する

など、適切な管理を行い、権限の不正使用、濫用を防止する。 

 特権 ID 使用者の識別と不正使用の防止 

特権 ID を共有して利用することが避けられない場合は、貸出履歴を記録し、ID を貸与するたびにパスワードを

変更するなどして、アクセスしたユーザーを一意に識別できるように管理する。 

 システム保守・運用者のアクセス内容の記録と点検 

特権 ID を使用したシステム保守・運用者によるアクセス内容（操作内容）はすべて記録し、個人番号への不適切

なアクセスや持ち出し等がないかを定期的に確認する。 

 適切な委託先の管理 

上記 3 点について、保守・運用を外部委託しているシステムや、利用する外部サービスについても、自社と同様の

対策が取られていることを委託先に求め、定期的な監視・監査によってチェックを行う。  
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人事・経理責任者が認識すべきポイント② 

      クラウドなど外部サービスとマイナンバー安全対策 

次にご説明するのは、クラウドなど外部サービスに対する安全対策の捉え方です。マイナンバー対応を契機に、個人番

号の保管先としてクラウドなど外部サービスを利用しようと検討されているユーザー企業も多いと思われます。その際、

利用する外部サービスの形態によって、安全管理措置の考え方も異なる点に留意が必要です。 

提供されるサービスによって異なる責任範囲 

 一般にクラウドサービスなど、外部が提供する IT システムを利用する場合のサービス形態は、主に以下のような形態に

分類されますが、それぞれの形態で、事業者の責任範囲が異なることで、安全管理措置の考え方も変わってきます。 

 

 アプリケーションの利用（SaaS - Software as a Service） 

ソフトウェア（アプリケーション）をサービスとして提供する形態で

す。利用ユーザーは、ネットワークを介してアプリケーションを利用

します。たとえば、人事システムそのものをサービスとして利用する

場合がこれに該当します 

この場合、システムの保守・運用全般をサービス事業者が行うことに

なります。その保守・運用業務で個人番号の取扱いを行う場合は、番

号関係事務の外部委託になり、自社による監督が必要になります。保

守・運用業務の一環としてシステムで保持している個人番号にアクセスすることがある場合には、その安全管理措

置にどのような策が講じられているか確認する必要があります。 

 

 プラットフォームの利用（PaaS - Platform as a Service) 

データベースなどのミドルウェアや、アプリケーションを稼働す

るためのプラットフォームをサービス提供する形態です。個人番

号を保管するデータベースやファイルサーバーをサービスとして

提供する場合がこれに当てはまります。 

PaaS の場合、事業者の責任範囲は、ミドルウェアまでとなるため、

当該部分に関する保守・運用業務が委託範囲となり、その中で個

人番号の取り扱いが発生する場合、番号関係事務の外部委託にな

ります。 

個人番号を保管するためのデータベースやファイルサーバーをサービス提供する場合に、保守・運用業務の一環で、

事業者が保管するデータにアクセスする場合には、そのアクセスの際の安全管理措置にどのような策が講じられ

ているかを確認することが必要です。 

 

 IT 基盤の利用（IaaS - Infrastructure as a Service) 
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システムの基盤（仮想的なハードウェア）をサービス提供する形

態です。ユーザー企業は利用する IaaS 上にシステムを構築して

利用します。 

この場合、事業者は、システムの基盤部分のみ保守・運用を行う

ことから、一般的には個人番号の取扱いは発生せず、番号関係事

務の委託に当たらないと解釈できます。 

ただし、構築したシステムやデータベースは物理的に提供され

た基盤上に存在するため、基盤部分を保守・運用する従事者が、自社の管理する個人番号へアクセスできないよう

なアクセス制御の仕組みが存在することを確認する一方、自社の責任範囲でアプリケーションやデータベースに

対する安全管理措置を施すことが必要です。 

物理的に個人番号を保持しないことと、個人番号取扱いの委託とは異なる 

以上のことから、マイナンバー対応を目的にクラウドなど外部サービスを利用する場合には、そのサービス提供形態と

それによって決まる事業者の安全管理措置の責任範囲を確認し、十分な安全性が確保できるかどうかを慎重に判断する必

要があります。 

例えば、マイナンバー対応の一環でクラウド型データベースを利用することによって、個人番号を自社で物理的に保持

しないため、安全管理対策が不要になる、ということではありません。 

特定個人情報保護委員会が公表している Q＆A では、クラウドサービスの利用に関して、以下の通り説明されています。 

 

Q. 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法

上の委託に該当しますか。 

A. 当該事業者が当該契約内容を履行するに当たって個人番号をその内容に含む電子データを取り扱うのかどうかが基

準となります。当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合には、そもそも、個人番号関係事

務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けたとみることはできませんので、番号法上の委託には該当しません。 

当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合とは、契約条項によって当該事業者が個人番号を

その内容に含む電子データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が考えられます。 

なお、上記における個人番号をその内容に含む電子データは、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化され

たものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであり、個人番号として取り扱われます。 

 

Q. クラウドサービスが番号法上の委託に該当しない場合、クラウドサービスを利用する事業者が、クラウドサービスを

提供する事業者に対して監督を行う義務は課されないと考えてよいですか。 

A. クラウドサービスが番号法上の委託に該当しない場合、委託先の監督義務は課されませんが、クラウドサービスを利

用する事業者は、自ら果たすべき安全管理措置の一環として、クラウドサービス事業者内にあるデータについて、適切な

安全管理措置を講ずる必要があります。 

 

つまり、個人番号を保管するクラウド型データベースのサービス提供事業者が、預かる仕組みのみを提供するだけで、

個人番号の取扱いはしないため、管理を受託していることには当たらないとした場合、個人番号がクラウド上に保管され

ていたとしても、その安全管理措置の実施は、ユーザー企業の責任になります。 
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エンカレッジ・テクノロジのマイナンバー安全対策ソリューション 

弊社は、システム保守・運用業務の安全対策を実現するソフトウェアを開発し、これまで金融・通信などの重要システ

ムの安全と安定稼働を支援してまいりました。弊社はまた、これまでのお客様に対する課題解決、対策実現をご支援する

中で培ってきたノウハウをもとに、マイナンバー関連システムの保守・運用業務に対する安全管理措置の実現をご支援し

ます。その一環として、従来のソリューションに加え、より小規模なシステムに最適なオールインワンパッケージを新た

にリリースいたしました。マイナンバー制度は、企業の規模を問わず対応が必要であるため、企業規模や対象システムの

大きさによらず、弊社が培ってきたシステム保守・運用業務に対する安全対策の実現をご支援いたします。 

主要機能 

弊社のソフトウェアは、マイナンバー安全管理措置ガイドラインの技術的安全対策で示されている項目について、以下

のような機能によって対策の実現をご支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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マイナンバー対象システムの形態別適用例 

本項では、マイナンバーの関連システムの運営形態によって、弊社ソリューションをどのように適用することができる

かについてご説明します。（各図では、ESS AdminGate を適用した例を示していますが、ESS AdminControl/ESS REC

についても同様の適用が可能です。） 

 

 自社に設置した自営システムを使用する場合 

対象システムを自社で保有している場合、シ

ステム保守・運用に従事する社員に対する個

人番号の適正な扱いを行うため、アクセス制

御等の仕組みを介して業務を行うようにしま

す。 

システム保守・運用の一部をベンダーに委託

している場合も、同じ仕組みを介してアクセ

スさせることで、一元的な対策として機能し

ます。 

また企業の責任者は、本仕組みを使用するこ

とで、システム保守・運用に係る個人番号の適

正な取り扱い状況について、監視・監督が可能

になります。 

 

 外部に設置した自社所有システムの場合 

データセンター等外部にシステ

ムを設置している自社システム

の場合には、システム保守は、主

に委託先によって行われる場合

が多いと想定されます。このよう

な場合であっても、システムを所

有するユーザー企業によって、個

人番号の適正な取扱いを監視・監

督することが望ましいといえま

す。また、一部システム保守作業

を自社の社員によって行う場合

も想定されます。 

センターに設置された対象システムへのアクセスを上図のような形で行うことで、外部に設置した対象システム

の保守・運用に係る安全管理が機能します。 

 

 クラウドなど外部サービスを利用する場合 

マイナンバー関連システムをクラウドサービスの形態で利用する場合は、提供されるサービスの形態によって、適
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用すべき対象業務と適用方法が異なります。 

下図は SaaS を利用する場合の例です。前項の通り、SaaS においては、システム保守・運用はサービス事業者に

よって実施されるため、安全管理措置は事業者に委託していると解釈され、ユーザー企業は、委託先への監督を行

う立場になります。サービスを選定する際には、事業者におけるシステム保守・運用業務に関し、既述したような

十分なアクセス制御等の安全管理措置が講じられているかどうかを確認し、その運用状況についても定期的に監

督します。サービスの利用に際しては、紹介したようなアクセス制御の仕組みを検討するように要請することも、

対策の一つの手段となります。 
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最後に 

システム部門や委託先を含めた対策検討を 

 本ホワイトペーパーで記載した通り、個人番号を IT システムで管理する場合、その保守・運用についても、安全管理措

置を検討する上で重要な事項になります。システムの構成や委託先との責任分界点など、IT システムの保守・運用に関し

ては、人事・経理部門にとって専門外のため理解が難しい分野であり、システム部門の関与が欠かせません。 

 対策検討に際しては、早期にシステム部門や委託先ベンダーを巻き込み、専門的な部分での対策検討を委ねることが必

要と考えられます。 

 マイナンバー対応のために新たにクラウドサービスの利用を検討する場合も、人事・経理部門のみで検討を行うのでは

なく、クラウド事業者の安全管理対策を確認し、適切なサービスを選定するよう、システム部門に関与してもらうことが

必要です。 

リスクレベルに応じた優先度付けが必要 

 一方、ユーザー企業にとって、対象の個人番号関係事務が多数におよぶ中、広範にわたる安全管理措置をどこまで徹底

して実施すべきか悩ましい点です。予算上の制約もあります。そのため、弊社ではリスクレベルに応じて優先度をつける

ことが重要だと考えております。各リスク要因を、発生頻度と発生した場合の影響の大きさで評価し、より発生頻度が高

く、その影響が大きな要因について優先して対策を実施することで、企業全体のリスクレベルを効果的に低減することが

可能になります。 

 また、弊社では、マイナンバーに対する安全対策を、これまでのセキュリティ対策とは異なる特別なものとして捉える

のではなく、マイナンバー制度を、従来から取り組んできたセキュリティ対策の内容やレベルの見直しを行う一つの契機

として捉え検討することが重要だと考えています。 

 

 弊社のこれまで培ってきたノウハウをもとに、貴社のマイナンバーを含む安全管理対策の実現にご活用いただけること

を楽しみにしております。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

参照/引用情報： 

 日本ネットワークセキュリティ協会：http://www.jnsa.org/ 

 SecurityNext: http://www.security-next.com/ 

 個人情報漏えい事故調査委員会による調査結果のお知らせ（株式会社ベネッセホールディングス）2014 年９月 25 日 

http://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/news.html 

 「株主ポイント倶楽部」「株主倶楽部」個人情報データの漏えいの可能性に関する弊社の対応について（インベスター・ネットワークス株式会社） 

2015 年５月１日 

http://www.inv-net.co.jp/pdf/publicity/news/sr_release_20150501.pdf 

 「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）」及び「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン」 に関するＱ＆Ａ（特定個人情報保護委員会）2014年 12月 11日 

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/  
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