CaseStudy

株式会社中京銀行
既存のプロセスを変えずに、特権 ID 管理ソリューションを低コスト・短期導入
root や Administrator でのログインを、認証デバイスを使って厳格に管理
内部統制の一環としてジャパンシステムの特権 ID 管理ソリューションを導入しました。特権 ID の使
用ログ・証跡をモニタリングしながら、本番機の不正利用や不正操作がないことを確認しています。継
続的に内部統制レベルを引き上げ、お客さまに安心してご利用いただける金融機関を目指します
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特権 ID 管理体制の整備が急務
株式会社中京銀行（以下、中京銀行）

所在地：愛知県名古屋市
創業：1943 年 2 月 10 日
資本金：318 億 44 百万円
店舗数：91 カ店
従業員数：1,298 名
（平成 25 年 9 月末現在）
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が認証画面で自動入力される。IC カード
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は、複雑で長いパスワードを設定しても

キャンセル

③ システム A の
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② 確保

現場の手をわずらわせることがなくな
PC
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システム作業者
（外部委託先など）

カード保管庫
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