CAS E S T U D Y
三井農林株式会社

定量的なリスク評価により最適なシステムを選定
特権 ID 管理の効率化と厳格化を同時に実現

社内の IT 化に先駆的に取り組んできた三井農林では、内
部統制対応の一環として特権 ID 管理システムを導入し

会社概要

た。自社の抱える課題を解決できるシステムを選定でき
たことで、内部統制の強化と業務効率向上の両方が実現
できた。

設

立 1974 年（創業：1909 年／明治 42 年）

事 業 概 要 食品事業では、家庭用紅茶・緑茶などの製造販売、ホテル・レス

Phase1 多様なシステムの統制強化で管理業務が急増

トランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、
および各種茶系飲料の原料供給を手がける。機能性素材事業
として、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・

「日東紅茶」や「三井銘茶」
のブランド名は、
誰もが一度は目にした

製品販売を展開している。

ことがあるはずだ。
三井農林は、
ティーバッグなどのコンシュー

資 本 金 74 億 2475 万円

マー向けの製品のほか、
ペットボトル飲料メーカー向けの原料や、

従 業 員 数 565 名（平成 24 年 3 月 31 日現在）

業務用・自動販売機用の製品も多く取り扱っており、
紅茶の取扱量
では国内最大手のメーカーである。
1980 年代、三井農林では様々な種類のお茶関連製品を展開し
始めた。
そのため、
製品が多様化し、
製造・物流の業務が拡大していった。
その対象業務の効率化を図るため、当時から積極的に IT 化を進め
てきた。
SOX 法が施行されると、2006 年から三井農林でも内部統制の
強化が必要となった。同社が保有する様々なシステムに対する厳格な
管理が求められ、
その中でも特にサーバーメンテナンスなどで利用
する特権 ID の管理が重視された。

人気定番商品の
ティーバッグ「デイリークラブ」

黒鳥 義宣
経営企画本部

氏

情報システム部

主査

同社では作業のたびに ActiveDirectory（以下 AD）上の特権 ID の
パスワード変更を行い、作業者への貸し出し、回収、パスワード
変更を行っていた。
さらに、
特権 ID に関しては、
毎月の監査レポートの
作 成 も 義 務 付 け ら れ て い た。特 権 ID の 使 用 頻 度 が 増 加 す る と
ともに、
パスワード貸し出し、
変更の運用、
作業申請などの管理負担も
増大するという課題が浮き彫りになった。

Phase2 リスクを可視化して対策の優先順位を明確に
「内部統制の強化にあわせて特権 ID の管理規定や手続きを定め、

性は理解していても、なかなか導入に踏み切れないという企業が
少なくない。
そこで三井農林はリスクの見える化を実施し、費用対効果を見極
めることとした。
同社は、
情報セキュリティのリスクは情報資産の
価値、
脅威の大きさ、
脆弱性の度合いの３要素で評価できると考え
た。
リスクを定量的に分析・評価することは、システム導入の費用対
効果だけでなく、
自社に必要な対策やその優先順位を明らかにする
ことにもつながった。

ID 貸し出しなどの管理作業はすべて手作業で行っていました。
そのた
め、特権 I D の申請、貸し出し、
パスワード変更などの作業量が膨れ上

情報セキュリティリスクの評価

がり、担当者の本来の業務を圧迫する状態が続いていました。
人員を
増やすことなく、内部統制の強化を実現するためには、特権 ID 管理
と情報システム部の
業務のシステム化しか方法はないと考えました」
黒鳥義宣氏は当時を振り返る。
セキュリティ対策としてのシステム導入は、
ほかの業務システムと
比較してコスト削減などの効果が見えにくい。そのために、必要

リスクの
大きさ

情報資産の
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・顧客情報

・自然災害

・運用手続きの不備

・商品情報

・操作ミス

・仕様の不備

・経営管理情報など

・悪意のある攻撃など

・ログ管理の不備など

CAS E S T U D Y
属人的要素を極力排除できるので、内部統制の厳格な運用の実現が

Phase3 選定のポイントは「背景を考慮した総合的な提案力」

期待できます」と評価している。

2010 年、三井農林は複数社からの提案を選定した結果、NTT ソ

NTT ソフトウェアの SE の対応力の高さにも黒鳥氏は満足してい

フトウェアの特権 ID 管理ソリューションの導入を決定した。選定の

る。
「導入して１年が過ぎましたが、
トラブルらしいトラブルはありませ

ポイントは３点あった。①AD やデータベースなどの特権 ID の管理が

んでした。
当初はかなり身構えていましたが、
あっけないほど順調です。

できること、②自社開発の国産ソフトウェアでサポート体制が

不具合が生じても、“とりあえず ” の応急処置を施した後に、抜本的な

万全であること、
③特権IDの貸し出し運用の申請機能もあわせ持って

解決方法を提案するといった柔軟性のある対応にも感謝しています」

いることが三井農林に評価された。
さらに、
黒鳥氏は、
「NTTソフトウェ
アは三井農林の要求を理解するだけではなく、
その要求の背景を考慮

Phase4 豊富な実績に裏付けられた技術力と対応力を評価

した提案をしてくれるので非常に助かりました」と評価している。
導入にあたって算出したリスク評価から、三井農林では、利用

同社は今後、社内のコミュニケーションツールや受発注システム

頻度の高い AD やデータベースなどの特権 ID 管理ができることが

としてクラウドの活用や、コンシューマー向け EC 強化のための

システム採用の必須要件となった。しかし、検討初期は、具体的な

システム構築にも取り組んでいく予定だという。NTT ソフトウェアの

要求仕様が固まっているわけではなかった。

技術力と対応力を高く評価する黒鳥氏は、
「今後も積極的なシステム
化を進めていきます。
その際には NTTソフトウェアの力を貸していた

黒鳥氏は、
「検討していく過程で当社にとって重要となる要件が新た
に見えてきました」と語る。ID の貸し出しに伴う申請業務の負担や、

だきたいと考えています」と期待を示す。

貸し出しパスワードの値設定など特定のシステム担当者に偏った

多くの企業では内部統制強化や監査対応に伴い、特権 ID の取り扱

属人的作業を強いられる業務への対応、作業者による報告書作成の

いについて課題を抱えている。特権 ID はセキュリティリスクの高い

手間など、複数の運用課題が浮き彫りになっていった。AD やデータ

分野であるため、厳格な管理を行う必要がある。しっかりとした

ベースなどの特権 ID 管理必須の要件とあわせて、新たに明確になっ

管理を行おうとすると、その分、情報システム部門の運用負担が

た課題も解決することが求められた。

増加してしまう。特権 ID の管理を見直す際には、定量的な導入効果を
見積もり、
そのデータに基づきシステム化を検討することが有効だ。

NTT ソフトウェアの特権 ID 管理ソリューションは三井農林の
抱える課題をすべて解決できた。
「AD などに対し、期間を限定した

NTT ソフトウェアでは、企業の特権 ID 管理の課題に対して、セキュ

特権 ID を自動で貸し出すことで、業務の効率化が図れました。特に、

リティ強化と運用負担の軽減を同時に実現するソリューションを

管理者だけではなく、作業者にも大きな負担となっていた作業申請・

提供している。三井農林をはじめとした多数の導入ノウハウをベー

承認、作業報告書の作成・承認をワークフロー化したことで、運用負担を

スに、企業に最適な解決策をこれからも提案していく予定である。

大幅に軽減することができました。同時にパスワードの偏った値など
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