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セキュリティインシデント状況 

※出典：NPO日本ネットワークセキュリティ協会 セキュリティ被害調査ワーキンググループ
「2013年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書～個人情報漏えい編～」  

2005年4月 個人情報保護法が施行され、情報管理に関する管理体制も

強化されていますが、個人情報漏えい・紛失等のセキュリティインシデン
トは絶えていません。 

 

   
                              

 

 

 

NPO日本ネットワークセキュリティ
協会 セキュリティ被害調査ワーキ
ンググループより発表された 
「2013年情報セキュリティインシデ

ントに関する調査報告」によると、
情報漏えいの大半が『紙媒体』 

2005年～2013年の9年間で平均
60.4%と『紙媒体』が不動の漏え

い媒体となり、企業での『紙媒体』
の管理が非常に重要であることが
わかります。 
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印刷物の内容 

書類の印刷状況 

業務オペレーションへの 
影響 

・顧客情報、契約書、設計書等の書類の印刷内容は 
  印刷履歴からでは把握できない(何を印刷しているのか) 

・印刷履歴から行動が管理できない（何の為に？） 
・不適切な書類が印刷されているか把握できない 

・業務オペレーション変更による、各規定や規則の再検討
（業務効率の低下，運用負担増により形骸化） 

稼働プラットの 
多様化 

・ワークスタイルの多様化への適用 
・事業継続する上でのBCP対策 

紙媒体のセキィリティ対策として見落としていた課題 

印刷ルールの徹底 
・印刷管理の管理規定を検討 
・営業時間外や社外等を含めた印刷規定 
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印刷物の内容 

書類の印刷状況 

業務オペレーションへの 
影響 

・プリンタ機種に依存することなく、印刷物の内容 
 (イメージ）と印刷履歴を証跡としてアーカイブ 
・印刷内のテキスト情報も自動的にアーカイブ 

・プリンタの印刷履歴を統合的に把握 
・印刷規制に抵触した印刷履歴も証跡としてアーカイブ 

・各種印刷設定を非表示にする事で、操作負担を削減 
 （印刷履歴を自動的に収集） 
・部署毎（営業、開発、総務等）に柔軟な印刷設定適用 

稼働プラットの 
多様化 

・仮想環境下（RDS,VDI)でも運用が可能（混在も可） 
・社外での印刷も印刷履歴として証跡をアーカイブ 

WISE Print印刷ログ監査の導入効果 

印刷ルールの徹底 
・グループ管理(グループ名、ユーザID）で印刷ポリシーを 
 一括管理。(アプリケーションやシステム設定の変更は不要) 
・透かし印刷(QRコード、印刷ID）で不要印刷を抑止 
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WISE Print シリーズ製品 

製品コンセプト 
 プリンタ機種，ネットワーク構成，業務アプリケーションに依存
しない 

 印刷情報を証跡としてアーカイブ（Enterprise/印刷ログ監査） 

 印刷時の規制を強化したセキュリティ対策（Enterprise/印刷ログ監査） 
• 印刷規制（印刷禁止の設定） 
• 透かし印刷（印刷ID、複数部数ID付与、印刷累積枚数/最大印刷枚数等） 

 印刷物からの情報を基にした全文検索機能を提供（印刷ログ監
査） 

• PDFファイルからのテキスト抽出も可能 

 印刷コスト（用紙やトナー）の削減                 

 

 

 

主な機能 
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ラインナップ別機能比較 
WISE Print Standard/Enterprise/印刷ログ監査の3製品の機能比較 

                              

 

 

 

分
類 機  能 ※1 

製品ラインナップ 
WISE Print 

印刷ログ監査 
WISE Print 
Enterprise 

WISE Print 
Standard 

証
跡
保
存 

印刷実行時の各種情報を含む印刷ログをサーバに保存することが可能 ● ●   
印刷イメージをサーバに保存することが可能 ●     
印刷物からテキスト情報の抽出が可能(PDFはセキュリティ属性により保存できない場合あり) ●     

印
刷
規
制 

印刷実行禁止の設定が可能（ユーザ名、コンピュータ名、日付、曜日、時間（時分）、ドキュメント名、印刷枚数規制） ● ●   
印刷IDを印刷することが可能 ●     
複数部数印刷した際に、部数IDを印刷することが可能 ● ●   
積算印刷枚数、最大印刷枚数を印刷することが可能 ● ●   
ユーザやドキュメント名、印刷日時などの印刷情報をQRコード化して印刷することが可能 ● ● ● 

運
用
管
理 

印刷履歴照会画面から文書内のキーワードを指定して検索し、印刷物を特定することが可能 ●     
印刷イメージの復元表示が可能 ●     
印刷IDから印刷者／印刷日時等を特定することが可能 ● ●   
多様かつ柔軟に管理者権限を設定することが可能（システム管理者、管理・運用者、ユーザ・組織登録担当、レポート閲覧者、 
プリントログ閲覧者（履歴のみ/ イメージ照会）ただし、イメージ照会は印刷ログ監査のみ） ● ●   
各ユーザの印刷イメージを収集し、管理者による一元管理が可能 ●     
各ユーザの印刷ログを収集し、管理者による一元管理が可能 ● ●   
利用統計や削減効果をレポート・グラフで確認可能 ● ●   
印刷時の印刷ポリシーおよびトナー削減ポリシーの設定（全体／組織／グループ／ユーザごと）をサーバ側で一括設定可能 ● ●   
Web管理ツールを用いて、サーバ側でライセンス登録・管理の一元化が可能  ● ●   

コ
ス
ト
削
減 

インク／トナーの節約率を1％毎に設定可能（最大75％）。 ● ● ● 
テキスト・グラフィック・イメージをそれぞれ異なる節約率で設定することが可能 ● ● ● 
プリンタ毎に最大20件まで登録内容を保存することが可能 ● ● ● 
登録しておけばワンタッチで任意の節約率に切り替え可能 
例1：社内50％・モノクロ・2P割付・両面   例2：社外30％・カラー 等 ● ● ● 

●：新機能 
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※1 WISE Print のすべての機能はGDI プリンタドライバに対応しています。その他のプリンタドライバへの対応についてはお問い合わせください。 
※2 コスト削減機能はドットインパクト方式プリンタ、熱転写方式プリンタには対応していません。 

※2 



節約率設定が簡単！  
 タスクトレイのアイコンから 
 ワンタッチで任意の節約率へ切り替えが可能です。 

設定内容が保存可能！ 
 プリンタ毎に最大２０件まで 
 設定内容を登録することができます。 
  
ユーザ毎に設定項目のカスタマイズが可能 
（設定タブ、ﾀｽｸﾊﾞｰｱｲｺﾝ、設定画面等の   
 表示/非表示） 

WISE Print 印刷ログ監査 ＜印刷制御＞ 

印刷完了時にWISE Print印刷ログ監査サーバ 
で印刷履歴情報を自動アップロード 
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トナー/インクの節約率、割付設定、透かし等の 
設定画面をタブで切り替え 

ワンタッチで 
画面を切り替え 

ユーザ毎に設定項目の    
カスタマイズが可能 
（設定タブ、ﾀｽｸﾊﾞｰｱｲｺﾝ、設定画面等の表示/非表示） 

WISE Print 印刷ログ監査 ＜印刷制御＞ 
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印刷時に付加情報を透かし情報として追加 
• QRコード（印刷ID、日時等の印刷情報） 
• 複数部印刷時の印刷ID付与（QRコード） 
• 印刷累積枚数の表示 
• 最大印刷可能枚数の設定（グループ毎、ユーザ毎） 
                 

   
                              

 

 

 

WISE Print 印刷ログ監査 ＜印刷制御＞ 
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印刷時の印刷規制（印刷禁止）設定が可能 
• ユーザ名の個別設定       
• 時間外印刷（曜日や時間）の設定 
• 印刷枚数の設定  ※規制情報をWISE Printサーバ側で設定しクライアントへ配信 

 
 

 

   
                              

 

 

 印刷規制に違反した印刷も証跡 
としてアーカイブします。 
違反対象の印刷履歴一覧だけを 
検索可能！ 

WISE Print 印刷ログ監査 ＜印刷規制＞ 
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WISE Print印刷ログ監査サーバへの 
ログイン名にて各管理機能の 
操作権限を付与 
 ・システム管理者 
 ・グループ管理更新  
 ・証跡情報閲覧レベル等 

WISE Print 印刷ログ監査 ＜運用管理＞ 
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印刷履歴照会画面 

印刷履歴一覧画面例 

印刷詳細ログ 

印刷イメージ例 

◆印刷履歴照会 
  文章内のキーワード（テキスト抽出）、ユーザ名、コンピュータ名 
  プリンタ名、印刷期間等を指定して検索できます。 

◆印刷履歴一覧 
  印刷履歴照会 
  の検索条件に 
   一致する印刷 
  内容が一覧で 
  表示されます。  

◆印刷イメージ 
  ドキュメント名の印刷内容 
  が印刷イメージとして表示 
  されます。印刷物が手元 
   になくても、どのような印刷 
  内容であるか確認できます。 
 

◆印刷詳細ログ 
  印刷したコンピュータ名 
  ユーザ名、印刷ID、 
  印刷日時等の内容 
  が表示されます。 
  

WISE Print 印刷ログ監査 ＜運用管理＞ 
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仮想ディスクトップ 

③管理者は、印刷IDによる印刷履歴照会、テキスト内 
  の全文検索より印刷物の特定及び印刷物の内容を 
  表示（イメージ復元） 

②「WISE Print印刷ログ監査サーバ」へ印刷情報を保存 
 （印刷ログ、印刷イメージ、テキスト情報（テキスト抽出）） 
※WISE Print印刷ログ監査サーバは、物理サーバ/仮想サーバ 
  のどちらでも利用可能 
※ハイパーバイザーの制限はなく、WindowsサーバOSが稼働 
  することが要件 

印刷ログ 
印刷イメージ 

テキスト情報 

管理者端末 

印刷 

Windowsクライアント 

印刷ログ 
印刷イメージ 

テキスト情報 

①アプリケーションより印刷を実行すると  
   「WISE Printクライアント」が印刷情報 
 （印刷ログ、印刷イメージ、テキスト情報） 
  を自動的に収集 

ハイパーバイサー 

WISE Print印刷ログ監査 構成概要例 

13 ©2016 AIR Company Limited. WISE Printでﾄﾅｰを25％削減して印刷しています。 



業務アプリケーション、既存ネットワーク構成変更を最小限にした
印刷セキュリティ対策を実現 

プリンタ機種に依存することなく、印刷物の内容（イメージ）と 
印刷履歴とテキスト情報を自動的に証跡としてアーカイブ             

特定キーワード（ユーザ名、日時、テキスト、印刷ID）から印刷履
歴検索することで印刷物の内容までも迅速に確認が可能 

 
 

   
                              

 

 

 

WISE Print印刷ログ監査のまとめ 

・企業コンプライアンスの遵守 
・環境マネージメントシステムの継続的な推進 
・不祥事が発生した際の早期の原因究明 
・印刷用紙のコスト削減 
・印刷物からの情報漏えいをブロック 

導入効果 
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詳しい情報・お問い合わせ先 

＜お問合せ先＞ 
株式会社 エアー 
インターネットソリューション技術部 
TEL ：03-3587-9221 

 

この機会に是非とも 
「WISE Print印刷ログ監査」 

をご検討願います。 


	プリントアーカイブソリューション�WISE Print 印刷ログ監査
	セキュリティインシデント状況
	紙媒体のセキィリティ対策として見落としていた課題
	WISE Print印刷ログ監査の導入効果
	WISE Print シリーズ製品
	ラインナップ別機能比較
	WISE Print 印刷ログ監査　＜印刷制御＞
	WISE Print 印刷ログ監査　＜印刷制御＞
	WISE Print 印刷ログ監査　＜印刷制御＞
	WISE Print 印刷ログ監査　＜印刷規制＞
	WISE Print 印刷ログ監査　＜運用管理＞
	WISE Print 印刷ログ監査　＜運用管理＞
	WISE Print印刷ログ監査　構成概要例
	WISE Print印刷ログ監査のまとめ
	詳しい情報・お問い合わせ先

