今こそ、データベースのセキュリティ管理を見直すべき時

すべての企業が対応必須！
マイナンバー安全管理の 要件 と 盲点
2015 年 10 月、いよいよ日本で「マイナンバー制度」が始動する。同制度により、行政機関のみならず、すべての民間事業者に一層

厳格な個人情報管理が要求されることをご存じだろうか？ どのような理由で、何が求められ、どういった対応が必要になるのか──
text by オラクル データベース インサイダー編集部
日本オラクルのスペシャリストが解説する。

開始まで 1 年を切った！
2015 年10 月にマイナンバー制度が始動
2015 年 10 月、すべの日本国民に対する「マイナンバー（社
会保障／税番号）」の通知が始まり、翌年 1 月から実運用が開
始される。
「社会保障と税の一体改革」を目的とする「社会保
障・税番号制度（通称：マイナンバー制度）※ 1」が、いよいよス
タートを切るわけだ。
ご存じのとおり、この制度では日本国民すべてに「唯一無
二」の番号（12 桁の番号）が割り当てられ、その番号に基づい
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て全国自治体／中央行政機関が個別に管理する個人情報の相
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互連携が実現される（ただし、連携はされるが、個人情報の管
理自体は各行政機関が継続して個別に行う。つまり、一元管

されており、他目的での利用が一切認められていないことだ。

理方式ではなく、分散管理方式がとられる）。

もう 1つは、利用範囲が行政手続きに限定されているにもかか

これにより、社会保障／税にかかわる行政事務の効率化が
図られるのはもとより、国民 1 人 1 人の所得と、課すべき税、
国が支払うべき社会保障給付金が正確に把握／算定され、

わらず、現実にはあらゆる民間事業者がマイナンバーにノー
タッチではいられないということである。
そもそも、個人の収入には、必ず税金が伴う。したがって、

「公正／公平」で間違いや漏れのない税徴収／社会保障給付が

マイナンバーは給与、預金利子、株式配当、借地料、講演／執

実現されるという。また、マイナンバーは、災害時などの行

筆料など、個人への金銭支払いが発生するすべての取り引き

政手続きにも用いられ、被災者への迅速／公正な行政対応が

で用いられ、結果として、ほぼすべての民間事業者が何らか

可能になるとされる。

のかたちでマイナンバーを扱うことになる。具体的に言えば、

さらに、マイナンバー制度には、行政に対する各種申請時

すべての事業者が、法で定められた社会保障／税などの手続

（例えば、国民保険の加入申請や住居移転の届け出、児童手当

きにおいて、従業員や業務委託者（個人）などのマイナンバー

支給申請などの際）に、これまで必要とされてきた添付書類が

を取り扱うことになるわけだ。

不要になるなど、国民の利便性向上に寄与する側面もある。加

例えば、内閣官房が公表する資料「マイナンバー 社会保障・

えて、マイナンバーをベースにした国民向けポータルサイト

税番号制度 概要資料（2014 年 11 月版）」によれば、民間事業

の構築も計画されており、このサイトを通じて自身の年金や

者は、全従業員からマイナンバー（本人／家族のマイナン

税金の払い込み記録をチェックしたりすることも可能になる

バー）の提示を受け、それぞれの源泉徴収票に各人のマイナ

ようだ。

ンバーを記載のうえ、行政機関（地方自治体や税務署）に提出

マイナンバーの利用範囲は行政手続きのみ。
ただし、実質的にはすべての
民間事業者が取り扱うことに

しなければならない。
また同様に、従業員の被保険者資格取得の届け出など、社
会保険関連の手続きにおいてもマイナンバーの記載が求めら
れるほか、事業者が業務を委託した個人からもマイナンバー
の提示を受け、それぞれの報酬の支払調書に当該者のマイナ

そんなマイナンバー制度には、日本の企業（民間事業者）が
留意すべきポイントがいくつかある。
1つは、マイナンバーの利用範囲が「行政手続きのみ」に限定

ンバーを記載して行政機関に提出する必要がある。このほ
か、証券会社や保険会社は、行政機関に提出する法定調書に
顧客のマイナンバーを記載しなければならないのである。

※1 2014年3月に公布された
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（マイナンバー法）
」
に基づく制度をマイナンバー制度と呼ぶ。
※ 2 「特定個人情報ファイル」とは「マイナンバーを含む個人情報ファイル」を意味し、
「個人情報ファイル」とは、
「個人情報データベース」など行政機関／独立行政法人以外の者が保有す
る個人情報ファイルを意味する。

取り扱いには厳重な注意が必要
違反者には重い刑罰も

対する安全管理措置も提示している。例えば、特定個人情報に
対する
「物理的安全管理措置」
として、
「
（特定個人情報が記録さ
れた）電子媒体を（社外に）持ち出す際の情報漏えいの防止措置

マイナンバーは、個人情報の中でも利用制限が特に厳しく、 （データの暗号化など）」を講じる必要があるとしている。また、
なおかつ秘匿性の高い情報である。そのため、マイナンバーを

「技術的安全管理措置」
として、
（特定個人情報に対する）
「アクセ

含む個人情報は
「特定個人情報」
とされ、その取り扱いにおいて

ス制御」
や
「アクセス者の識別と認証」
「外部からの不正アクセス

法令に違反した者は、現行の個人情報保護法（行政機関個人情

防止」
「情報漏えい防止」
といった措置を講じるべきとしている。

報保護法、独立行政法人等個人情報保護法）以上に厳しい刑罰
が科される。
マイナンバーを扱ううえでの基本ルールは、
（前述した行政
手続きのために提供／提示する場合を除き）
「他人／他者にむ

アプリケーション側の
アクセス制御だけでは不十分。
「データベースの特権ユーザー管理」が不可欠に！

やみに提供してはならない」というものだ。もちろん、不正入
手は許されず、他人のマイナンバーを取り扱う者が、マイナン

上述したシステム面での安全管理措置のポイントは、情報漏

バーが記録された個人情報を不当に他者に提供することも重

えいを防ぐための「データの暗号化」と、特定個人情報（あるい

罪となる。

は、特定個人情報ファイル）に対する「アクセス制御／権限管

例えば、前掲の
「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資

理」の 2 点に集約できると言えるだろう。なかでも留意すべき

料
（2014年 11月版）
」
では、
「個人番号
（マイナンバー）
利用事務

が、アクセス制御／権限管理だ。日本オラクルの下道高志氏

※2

（製品戦略統括本部 営業推進本部 テクノロジーディレクター

等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイル

を（他者に）提供」した場合の刑罰は「4 年以下の懲役、または

工学博士）
は次のように説明する。

200万円以下の罰金、または併科」
とある。これは、個人情報保

「大きなポイントの 1つは、データベースに対するアクセス

護法における同類の違反者に対する刑罰
（2年以下の懲役、また

制御／権限管理をしっかりと行い、マイナンバーを扱う人と扱

は 100万円以下の罰金）
と比べて 2倍重い。また、
「個人番号
（マ

わない人、さらにはマイナンバーを扱うシステムと、そうでは

イナンバー）利用事務等に従事する者が、個人番号を提供、ま

ないシステムをしっかりと区分けすることです」

たは盗用」した場合も、
「3年以下の懲役、または 150万円以下
の罰金、あるいは併科」
という刑罰が科されるという。

マイナンバーの取り扱いで
企業に求められる「安全管理措置」

先にも触れたとおり、マイナンバーを取り扱う事務内容や担
当者は、マイナンバー法にのっとったかたちで限定されなけれ
ばならない。したがって、他業務の担当者がマイナンバーにア
クセスできてしまうことは避けなければならず、特定個人情報
ファイルに対するアクセス権（ID）管理やアクセス制御を緻密
に行うことが必要とされる。また、マイナンバーは行政手続き

これらの刑罰に処されないためにも、民間事業者は、従業員
などから収集したマイナンバーの漏えい、滅失、毀損などが発

でしか使えないため、マイナンバーにひも付けてアクセスでき
る情報の範囲も
（アクセス制御で）
限定しなければならない。

生しないよう、またマイナンバーが不適切に用いられることの

「例えば、マイナンバーにアクセスできるシステムは、すべ

ないよう、管理に万全を期す必要がある。そのためのガイドラ

て特定個人情報を扱うシステムと見なされ、安全管理措置を講

イン として、内閣府の特定個人情報保護委員会が策定し、

じるべき対象となります。同様にマイナンバーが参照できる人

2014年 12月 11日に公表されたのが
「特定個人情報の適正な取

は、すべてが個人番号関係事務実施者と見なされます。安全管

扱いに関するガイドライン（事業者編）」である。
このガイドラインによれば、マイナンバーを取り
扱うすべての民間事業者は、マイナンバーを含む
特定個人情報に対して
「安全管理措置」
を講じる必
要があるという。
この安全管理措置の考え方は、
「個人番号（マイ
ナンバー）を取り扱う事務範囲」
「 特定個人情報
ファイルの範囲」
「個人番号を取り扱う担当者（個
人番号関係事務実施者）の範囲」を、マイナンバー
法にのっとったかたちで明確化し、それぞれの管
理を徹底するというものだ※ 3。そのための重要な
方策として、ガイドラインは情報システム／ITに

※3 マイナンバー法では、
「個人番号（マイナンバー）を利用できる事務の範囲」
「特定個人情報ファイルを作成できる範囲」
「特定個人情報を収集／保管／提供できる範囲」などを制限して
おり、民間事業者による安全管理措置についても、それを前提に方針を策定する必要がある。

理措置の対象を、特定のシステム／人に絞るには、
データベースの権限管理／アクセス制御が不可欠な
のです」
民間事業者によるマイナンバー管理には、Oracle
Databaseのようなリレーショナルデータベースが多
く用いられるはずだ。その際、権限管理／アクセス制
御によって、
「ある特定の権限を持つ人だけに、マイ
ナンバーが含まれている表や列へのアクセスを許す」
といった制限をかけなければ、不用意／不正な SQL
操作により、どのシステム（アプリケーション）から
もマイナンバーを検索／参照できてしまう可能性が
ある。これは、マイナンバー制度上、絶対に避けなけ
ればならないことだ。
また、もう 1つ、マイナンバー管理を巡っては見落
とされがちなポイントがあると日本オラクルの大澤
清吾氏（日本オラクル 製品戦略統括本部 プロダクト
マーケティング本部 Cloud & Big Data推進部 シニ
アマネージャー）は指摘する。それは、システムの特
権ユーザーであるデータベース管理者のマイナン
バーへのアクセスにも制限をかける必要があること
だ。
「マイナンバー管理に関しては、もっぱらアプリ
ケーション側やエンドユーザー側での対策ばかりが
議論され、データの暗号化やマスキング、あるいはア
プリケーション側でのアクセス制限をかければ、そ
れで事足りると考えるが方が少なくないようです。
しかし、実はそこに盲点があるのです」と大澤氏は語
り、次のように続ける。
「たとえアプリケーション側でアクセス制御をかけ
たとしても、データベース管理者など特権ユーザー
のアクセス制御を厳密に行っていないシステムでは、
他のシステムのデータと同様、特権ユーザーにマイ
ナンバーが見えてしまう可能性があります。その場
合、その組織のシステム全体を安全管理措置の対象
としなければならなくなるかもしれません。それを
避けるには、特権ユーザーも含めた厳格な権限管
理／データベースアクセス制御が必要となるのです」
（大澤氏）

マイナンバー安全管理の要件を満たす、
オラクルの最新セキュリティソリューション
オラクルは、すでにこうした特定個人情報などの
安全管理措置に最適なデータベースセキュリティの技術とソ
リューションを提供している。

「暗号化による処理のオーバーヘッドが極めて少ないという利
点もあります」
（大澤氏）。こうした特徴は、マイナンバー制度

例えば、Oracle Advanced Securityの「Transparent Data

の施行を目前に控え、暗号化の仕組みを早急に導入し、なおか

Encryption（TDE）」を使えば、データベースの本番データと

つアプリケーションのパフォーマンス低下を回避したい企業

バックアップデータをすべて暗号化し、特定個人情報の漏えい

にとっては魅力的だろう。

を避けることができる。しかも、TDEによるデータ暗号化で
は、既存のアプリケーションに修正を加える必要がないほか、

また、オラクルのセキュリティソリューションには、特定の
表に対する参照範囲を列レベルで制限し、データの伏せ字化

（ マ ス キ ン グ ）も 実 現 す る「 D a t a M a s k i n g a n d
Subsetting」
や
「Data Redaction」
（Oracle Advanced
Securityの機能）も用意されている。これらにより、
アプリケーション稼働時にマイナンバーの部分を伏
せ字化することが可能だ。
なお、マイナンバーは社員情報管理のための社員
番号として利用することも許されておらず、
「マイナ
ンバーを一定の法則で、何らかの文字列に変換した
データ」もマイナンバーと見なされる（内閣官房公表
「行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律【逐条解説】」125ページ「第
67条 4」より）。そのため、
「書類などを出力するアプ
リケーションでは、マイナンバーを伏せ字化する方
法が適していると言えます」
と下道氏は説明する。
一方、データベース管理者の権限管理／アクセス
制御の徹底には「Oracle Database Vault」が有効だ。
Oracle Database Vaultは、データベース管理者によ
る業務データへのアクセスを制御する仕組みである。
これを使うことにより、データベース管理者が実施
できる作業を（本来行うべき）データベースの設計／
構築や運用のみに限定し、セキュリティ設定やユー
ザー管理、業務データ閲覧などの操作には制限をか
け、データベース管理者の職務分掌を実現すること
ができる。また、Oracle Database Vaultも、TDEと
同様にアプリケーション側での修正が不要といった
利点を備える。
このほか、オラクルはデータベースや OSのアクセ
スログを収集し、定期的なレポーティングと不正ア
ク セ ス 検 知 を 行 う「 O r a c l e A u d i t Va u l t a n d
Database Firewall」や、特定の表に対して行／列レ
ベルで厳密なアクセス制御を行い、正規利用者の業
務を逸脱した不適切なアクセスを防止する「Oracle
Label Security」
などのセキュリティ製品も提供している。

このように、マイナンバー制度は、すべての企業、そして多

さらに、オラクルの人事給与／財務系の業務アプリケーショ

くの企業システム／データベースが対応を迫られる一大社会

ンパッケージでもマイナンバー制度への対応が進められてお

保障／税制度改革だ。これに迅速かつ適正なコストで対応する

り、例えば ERPパッケージ
「Oracle E-Business Suite」
では、上

ための手立ては、すでにオラクルが用意している。ここで紹介

述したデータベースセキュリティ技術を土台にして、マイナン

したソリューションをフルに活用し、ぜひ万全のマイナンバー

バー制度への対応モジュールの開発が行われている。

安全管理措置を講じていただきたい。

【マイナンバー関連情報】
内閣官房「社会保障・税番号制度」Webサイト http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）
（法令データ提供システム） http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
」
「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）
（案）」 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=0
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律【逐条解説】
」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf
【オラクルのセキュリティソリューション】
オラクルのデータベースセキュリティ http://www.oracle.com/jp/products/database/security/overview/index.html
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