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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件
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2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。

IC Card Gate 1.0
コピー
スキャン
ファックス
可能

Aさん

Bさん

コピー
スキャン
のみ可能

Active Directory
サーバー

複合機Aユーザー名
パスワードあり

ユーザー名
パスワードあり

Bさん

複合機B

Aさん

コピー
スキャン
ファックス
可能

コピー
スキャン
のみ可能

IC Card Gate 1.0

ApeosWare
Authentication
Agentサーバー
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○

◎
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A社製
（参考）

◎
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未確認

○

○

○

○

未確認
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備　考

認証IDの有効期限

複合機、プリンター等の各機器に
合った保守メニューがあること

停止時間の長期化は致命的

流用できない場合は、操作感の
乖離具合

優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点
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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件

個
別
論
文

2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。
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優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点
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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件

個
別
論
文

2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。
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流用できない場合は、操作感の
乖離具合

優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点
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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件

個
別
論
文

2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。
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認証IDの有効期限

複合機、プリンター等の各機器に
合った保守メニューがあること

停止時間の長期化は致命的

流用できない場合は、操作感の
乖離具合

優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点
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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件

個
別
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2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。
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プリンタ

IC認証

1月　 2月
3月　　　　 4月　　        5月　　   6月

1-15  16-31  1-15  16-30  1-15  16-31  1-15
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主な要件

必須

重要

必須

重要

必須

普通

重要

必須

重要

富士
ゼロックス製
AWAA（4）

◎

○

◎

○

◎

◎

○

○

◎

A社製
（参考）

◎

○

未確認

○

○

○

○

未確認

○

備　考

認証IDの有効期限

複合機、プリンター等の各機器に
合った保守メニューがあること

停止時間の長期化は致命的

流用できない場合は、操作感の
乖離具合

優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点
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プリンター出力における
高セキュリティ化の検討と導入

Planning and Introduction of High Security in Printer Output

概要
　昨今、個人情報保護の観点から重要データの持ち込み、持ち出しの管理は、必要不可欠なセキュリティ対策の

一つとなってきた。紙媒体の管理も例外ではなく、その保管のみならず、出力時点においても許可された者のみが

該当の帳票を印刷あるいは複製（コピー）することができ、かつ誰がいつそうした行為を実施したかを管理者がいつ

でも把握できるログ情報を保存することが必須要件となっている。

　こうした中、当社では事業所それぞれのセキュリティ要件に応じた入退室管理システムを導入しているが、当事

業部においてもICカードFeliCaを用いた入退室管理システムの導入を決定した。そこで我々は、入退室管理シス

テムにて導入する FeliCa カードを用いてプリンター出力のセキュリティ要件を実現すべく検討を重ね、プリンター

出力管理システムと入退室管理システムとの同時リリースに漕ぎ着けた。

　本稿では、IC カードを用いたプリンター出力管理システムの導入上の留意点と当事業部での検討結果をご紹

介する。

1. プリンター出力管理システムにおける要件

個
別
論
文

2. システム導入までのスケジュール
　図１は、導入までのスケジュール概要である。
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1.1 セキュリティ要件
　当事業部がプリンター出力に求める主なセキュリティ要件

は次のとおりである。

(1) 許可された者が、許可されたプリンターからのみ出力でき

　　ること。

　　　― 機密性の観点から部外者による印刷やコピーができない

　　   こと（必須要件）。

　　　― 入退室管理システムで使用する FeliCa カード(1)に

　　   て、出力権限の有無が識別できること。

　　― 退職者や他のプロジェクトへの異動の際に、直ちに出力

　　   権限を取り消せること。

　　　　また、FeliCa カードの回収作業等が遅れた場合でも、

　　　有効期限の設定等により、一定期間経過後は出力権限

　　　を取り消せること。

(２) 何時、誰がどのような帳票を出力したかをログに記録で 

　　きること。

　　　  出力ログは自動的に保存でき、管理者がいつでも閲覧で   

　　きる形式にあること。

(３) Microsoft Active Directoryサービス(2)やLDAP(3) によ

　　るアカウント管理と親和性があること。

　　　　 当社のインターネットに接続できる社内ネットワークで   

　　はActive Directory によりアカウント管理を実施してい

　　る。また、当事業部内の開発者向け閉域ネットワークでは 

　　LDAP によりアカウント管理を実施している。管理が煩

　　雑にならないよう、それぞれのアカウント管理システムと

　　連携可能な方式を利用できること。

1.2 セキュリティ以外の要件
　当事業部が必要としたセキュリティ以外の要件は次のとおり

である。

(１) 管理者教育に負担が掛からないように、GUI でわかりや

　　すい管理画面であること。

(２) 容易に拡張できる構成であること。

(３) 初期費用だけでなく、保守費用も含め柔軟かつ安価な構成

　　が複数パターン存在すること。

(４) 保守拠点が事業所の近隣に存在すること。

(５) 当初想定システム規模として、ユーザー数150名程度を

　　カバーできること。

図１　導入スケジュール概要

候補システム選定

　　FeliCa カードにて認証できるプリンター出力管理システ

　ムを有するメーカーは数社あるが、当社との取引や導入まで

　に使用していた複合機のメーカー等を考慮して、富士ゼロッ

　クス株式会社製品とした。参考としてＡ社製品も調査した。

候補システムと要件のフィット＆ギャップ調査

　　「３．両社のプリンター出力管理システムの概要と比較」

　にて説明する。

発注・システム設計

　　リリース前に実地テストを２週間程度実施したかったため、

　実地テスト開始の６０日前（標準納期）に発注した。また、

　システム設計では、入退室管理システムとの連携事項、初期

　ユーザー登録手順、システム構成（後述）、機器配置等広範

　囲に渡り検討した。

導入前テスト

　　導入前に実施した動作確認及び検討事項は「５．導入まで

　に実施したテストや準備作業および検討事項」にて説明する。

導入・実地テスト

　　当社ネットワーク上に実際に設置し、要求どおりの動作が

　なされるか確認した。

3. プリンター出力管理システムの概要と調査
　当事業部ニーズと両社のプリンター出力管理システムとの

調査結果を表１に示す。

　機能・コスト・保守体制などについては、両社のWebサイ

トやパンフレットにより調査した。また、既存設備 (富士ゼロッ

クス社製) の有効利用も含めて調査した。なお、「 三菱電機

製FeliCaの使用」の確認は、富士ゼロックス社製品について

は同社ショールームの実機環境を用いて検証した。しかし、Ａ

社製品については検討開始から正式発注までの期間が短かった

ため、検証環境が確保ができず、検証できなかった。

表1 プリンター出力管理システムの調査結果

有権限者のみの出力

　　両製品とも、単なるアクセス制限のみではなく、利用者ご

　とにコピー、スキャン、プリント、FAXの利用制限や他部

　署の複合機の利用可否、カラー印刷の利用可否など多様な設

　定を行うことが可能である。

有効期限の設定

　　両製品ともに設定可能である。

三菱電機社提供 FeliCa の使用

　　富士ゼロックス社製品については三菱電機社提供 FeliCa 

　が使用できることを確認した。Ａ社製品については未確認で

　ある。本要件は入退室管理システムと同一の FeliCa カード

　を使用し、同時にスタートすることが前提であったため、採

　用システムの選定において重要であった。

ログの記録（出力形式含む）

　　無断出力等をログから検証するためには、誰が、いつ、ど

　んなファイルを出力したかという情報がログに記録される必

　要がある。さらに、CSV やテキストファイルに出力される

　ことが望ましい。これは両製品ともに可能である。

Active Directory や LDAP との連携

　　両製品ともに連携可能である。特に富士ゼロックス社製

　品はActive Directory に登録されているユーザーとプリン

　ター出力管理システムに登録されているユーザーとを比較し、

　増減や属性値変更の自動反映が可能であることも確認できた。

初期コスト

　　同等性能のスキャナー、プリンター及びユーザー認証機

　器（ＩＣカード読取装置等）について調査したところ、富士

　ゼロックス社製品が１割程度安価であった。さらに、同社

　の出力管理ソフトウェア（履歴管理・集計機能）は従来か

　ら使用していたため、ソフトウェアのアップデートのみで

　対応できたこともあり、トータル的な価格面で大きな違い

　となった。

保守料金（ランニング）

　　保守料金、消耗品費用、定期交換部品費用等について、

　導入前６ヶ月の出力量より算出した。両メーカーともに多

　様な保守メニューがあり、金額面でも大差はなく、消耗品

　費用において若干富士ゼロックス社が安価であった。

近郊の保守拠点

　　富士ゼロックス社の保守拠点は当社横浜事業所の近郊に位

　置し、それまでも１～２時間以内に復旧できていた。また、

　消耗品について２時間程度で納品されるなど、安定した業務

　運営の実績があった。Ａ社の保守拠点についても、近郊に保

　守拠点が存在する可能性が高かったが、当事業所内での保守

　契約実績がなく現実的にどのような保守形態が可能となるか

　確認できなかったため参考掲載とした。

既存複合機の流用

　　富士ゼロックス社製品は、ＩＣカード読取装置の追加により既

　存の複合機も使用可能であることが確認できた。特に、既存の

　出力管理ソフトウェアについても継続して利用することが可能

　であり、運用面、管理面における決定的な要因となった。

以上の調査により、富士ゼロックス社製品に要件上の問題が

なかったため、同社製品を選定した。

　図２はＩＣカード（FeliCa）とActive Directoryを連携させ

本人認証を行い、利用者ごとに利用可能サービスを制限する機

能を有する富士ゼロックス社のプリンター出力管理システムの

概略図である。

4. システム構成

5. 導入までに実施したテストや
　 準備作業および検討事項

　導入前テストでは、仕様等で確認済みの事項について実際

のテスト機材等を使用し動作確認を実施した。特に、三菱電

機社提供 FeliCa カードの動作確認においては富士ゼロックス

社のプリンター出力管理システムとの動作確認が必要であり

予想以上の時間を要した。確認事項は以下のとおりである。

(1) FeliCaカード読取テスト

　　　　三菱電機社製の入退室管理システムで使用する FeliCa 

　　カードが使用できること。

　　　一般的に FeliCa は各社で様々なデータを付加しており、

　　また各社それぞれに使用している内部コード体系が異な

　　るため、同じ FeliCa カードであっても認識できない場合

　　がある。今回は当社で実際に使用しているＩＤカードと

　　富士ゼロックス社の実際のカード読取装置を使用して事

　　前に動作確認を実施した。

(２) 初期ユーザー登録方式確認

　　　　我々の考える初期ユーザー登録（CSV データによる一

　　括登録）が可能であること。

　　　急激なユーザー増加も考慮し、一括登録が可能であること

　　が必要である。事前にデータ様式の開示を受け導入前に一

　　括登録データを準備した。

(３) ユーザー及び管理者の操作方法確認及びマニュアル作成

　　　　ユーザーによるプリンター設定から印刷操作、用紙排

　　出に至る一連の手順、及び管理者による権限設定からログ

　　管理等に至る一連の手順を実機により確認した。同時に、

　　正常動作、及び権限を有しないカードでの拒否動作等、ユー

　　ザーに想定どおりのエラー通知がなされるかも確認した。

　　　　　また、富士ゼロックス社の協力を得て作成したプリンター

　　設定手順書、管理者マニュアル等の各種導入資料を事前に

　　利用者に提供することにより、スムーズな導入と早期の安

　　定運用を実現した。

(４) オンデマンドプリント機能の活用

　　　　　いったんプリントサーバーに蓄積してＩＣカード認証

　　後に任意のプリンターから出力する機能を活用し、出力

　　時にどちらか空いているほうのプリンターを自由に選択

　　して排出することを可能とした。これにより混雑時の出

　　力待ちがなくなり、また緊急時の印刷においても混乱が

　　なくなったことにより業務効率の向上も同時に図ること

　　ができた。

　　　　また、同機能により失敗プリントや重複プリントの抑

　　制によるムダの削減や、放置プリント防止によるセキュ

　　リティ向上も実現できている。さらに、当社ネットワーク

　　側では営業部門の複合機と開発部門のプリンターを同一サー

　　バー上に構成することにより、一方で出力要求した印刷物

　　を他方で排出することができ、運搬時の紛失事故等を最小

　　限に抑止するなどセキュリティ面での強化が図れた。

6. システム導入にあたっての制度上の考慮事項
　セキュリティ強化を主目的とした対応であったため、今回

導入したプリンター出力管理システムの対応のみではなく、

制度面についても検討し下記対応を実施した。

(１) FeliCa認証ができないプリンターの取り扱い

　　　　 不正出力の防止とログに記録されない出力を防止するた

　　め、FeliCa を使用しないプリンター（つまりFeliCa認証

　　を導入できないプリンター）を使用禁止とし、全て撤去

　　した。

(２) 廃棄資料の取り扱い

　　　　 廃棄時にセキュリティ区画から資料を持ち出さないよ

　　うにするため、プリンターを配置した区画にはシュレッダー

　　も設置した。

(３) 在庫管理の簡略化

　　　　  開発部門の３台のプリンター (当社ネットワーク側1台、

　　開発用閉域ネットワーク側2台) は全て同一機種とし、ト

　　ナー等消耗品の在庫は１個のみ保管して交換時に都度発

　　注する方法をとることにより在庫管理のムダを削減した。

(４) プリンターへの直接出力による非認証出力の禁止設定

　　　　　プリンターは、プリントサーバー経由の出力要求以外

　　を受付けない設定とし、パソコン個々からの認証の無い

　　出力がなされないようにしている。

(５) ユーザーＩＤ管理の一元化

　　　　 パソコンログイン時のユーザーＩＤと FeliCa カードの

　　認証固有番号が、プリントサーバー上で Active Directory

　　やLDAPに連携できているため、出力ログ等もユーザー 

　　IDが付加された状態で出力され、運用面で非常に便利で

　　ある。

7. おわりに
　ICカード認証による入退室管理システムやプリンター出力

認証の実施にあたり、ユーザー側からの抵抗もなく導入でき

たことは、昨今鉄道の改札やコンビニエンスストア等で頻繁

に見掛けるほど FeliCa カードが普及したことによるのかもし

れない。

　当事業部ではまだパソコン個々の認証に FeliCa を導入して

いないが、他の部署では既に導入している。将来的に当事業

部にて FeliCa によるパソコン認証を実施する場合でも、今回

ご紹介した富士ゼロックス社のシステムは、Active Directory 

や LDAP との連携が実現できていることから、問題なく導入

できる。

　今回のシステム検討は既存機器老朽化に伴うリプレースに

端を発している。当初は複合機かプリンターかの単純な検討

から開始したが、必ずしも一律どちらが良いということは言

えず、その用途や使用量、関連する要求事項、ランニングコ

ストに至る様々な検討を行うことにより最適解が見つかるこ

とを学んだ。

　今後は様々なシステムとの連携も試みながら、更なるセキュ

リティ強化に努めていきたい。

　最後に、システム導入にあたり絶大なるご協力を頂きまし

た富士ゼロックス社様に心より感謝いたします。

図３ 導入システム構成図図２ ApeosWare Authentication Agent 概要

　当事業部にて導入したシステム機器の構成を図３に示す。

　システム構成の決定においては、事業部内各部門の利用頻度、

特性及びセキュリティ面を考慮した。営業部門は提案書、見

積書の作成や各社からの見積書、請求書等のFAX受信など、

プリント機能に限らずスキャナー、FAX機能等を含めた総合

的な用途が主であり、利便性の面からも全ての機能が一体化

した機種が必要だったことから複合機を選定した。開発部門

は開発資料の印刷、及び保管資料等のデータ化が主な用途で

あり、また営業部門に比較し印刷量も大量になるため定額保守

を締結できる機種が望ましいことから、スキャナーとプリンター

を組み合わせた構成とした。

　セキュリティ面においては、当社ネットワーク、開発用閉域

ネットワークの各々に独立したシステムを構築することにより

相互の機密性を確保した。さらに、開発用閉域ネットワーク側

では大量の印刷要求発生が予想されたため、過去の出力量より

必要な処理能力を算出し、使用頻度に適したキャパシティを確保

するとともに、障害時の縮退運用や復旧までの許容ダウンタイム

を最小限に抑えることを目的とし、２台のプリンターを配置した。
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認証IDの有効期限

複合機、プリンター等の各機器に
合った保守メニューがあること

停止時間の長期化は致命的

流用できない場合は、操作感の
乖離具合

優先度

（1）FeliCa：ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
（2）Microsoft Active Directoryサービス：Windows プラットフォームの中核となるコンポーネントで、ネットワーク環境を構成するオブジェクトの情報とオブジェクト間の関係を管理するサービス
（3）LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)：ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル

（4）AWAA(ApeosWare Authentication Agent)：富士ゼロックス株式会社が開発した外部認証サーバーを利用したセキュリティ対応ソフトウェア

※◎：期待以上の機能あり　○：ほぼ要件に合致　　　※2007.4月末時点


