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報告対象期間・範囲
 本報告書は、富士通グループの2011年3月までの情報セキュリティに関する取り組みを対象としています。

　情報通信テクノロジー（ICT）の進歩は、人々の夢を実現してきました。この進歩は、とどまるとこ
ろを知らず、グローバルな規模のネットワーク社会を形成して、ビジネスを変え、生活を変え、社会を
大きく変えつつあり、もはや現代社会は ICT なしには成立し得なくなっています。富士通グループは、
こうした ICTインフラを支える企業として、誰もが等しく快適で安心して暮らせるネットワーク社会づくり
に貢献するとともに、常にヒューマンセントリックな ICT の可能性を追求し、新しい価値を創造し続
けることにより、豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供します。
　この企業理念のもと、情報セキュリティの観点では、社内規定を遵守し、適正な情報管理・活用を
推進するという方針で、情報セキュリティの強化に取り組んでいます。
　具体的には、「FUJITSU Way」において、社員として厳守すべきことを表した行動規範のなかで、機
密保持に関するポリシーを明文化し、情報セキュリティに関する基盤となる考え方を明確に打ち出して
います。また、この考え方に基づいて情報管理に関する五つの関連規定を設け、富士通グループ全体
に適用し、その遵守に努めています。
　富士通グループでは、情報管理を徹底し、情報セキュリティの強化を図るために、全社的な情報セキュ
リティ管理体制の構築に取り組んでいますが、幅広い分野にわたってビジネスを展開しており、個々の
ビジネスの特性によって求められる情報管理や情報セキュリティ上の異なる課題に対し、ビジネスの特
性に応じた情報セキュリティ施策を推進できるよう、ビジネスグループ単位での情報セキュリティ管理体
制を構築しています。

 　今回お届けする「情報セキュリティ報告書 2011」は富士通グループの
情報セキュリティに関する活動を紹介するものです。是非、ご覧いただきま
すようお願い申し上げます。
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本報告書の概要

報告書の発行時期
 本報告書は2011年5月に発行しました。

富士通が考える情報セキュリティ

富士通グループは、グループの理念・指針として「FUJITSU Way」を制定しています。
ここでは、“社会における企業の責任と役割の変化”を強く意識しており、

社会における富士通グループの存在意義を示す企業理念を以下のように定めています。

富士通グループは、常に変革に挑戦し続け
快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し
豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供します
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「快適で安心できるネットワーク社会づくり」と情報セキュリティ
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富士通グループの情報セキュリティ

コーポレートガバナンス

企業価値の持続的向上を実現するためには、経営の効
率性を追求するとともに、事業活動より生じるリスクを
コントロールすることが必要であり、そのためにはコー
ポレート・ガバナンスの強化が不可欠です。この基本的
な考え方のもと、当社の取締役会において「内部統制体
制の整備に関する基本方針」を定め、継続的に施策を実
施しています。
また、富士通では、経営の監督機能と執行機能を分離
することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任
を明確にすることに努めています。監督と執行の2つの
機能間での緊張感を高めるとともに、社外役員を積極的
に任用することにより、経営の透明性、効率性を一層向
上させています。
グループ会社については、富士通グループとしての全
体最適を追求するため、グループ全体の価値創出プロセ
スにおけるそれぞれの役割・位置づけを明確にします。
これによって、富士通グループの企業価値の持続的向上
をめざしたグループ運営を行っていきます。

リスクマネジメント
リスク管理面では、さまざまなリスクについて、未然
防止および発生時の影響の最小化に向けた活動を推進

し、グループ全体でのリスクマネジメント体制の強化を
図っています。
富士通グループは、グローバルなICT事業活動を通じ
て、企業価値を持続的に向上し、お客様や地域社会をは
じめすべてのステークホルダーの皆様に貢献することを
めざしています。この目的の達成に影響を及ぼすリスク
を適切に把握して対応することを経営における重要な課
題と位置づけ、FUJITSU Wayに基づくグループ全体のリ
スクマネジメント体制を構築の上、その実践と継続的改
善を行っています。

また、富士通グループは、リスクマネジメントを実施
する委員会として、経営会議直属の「リスク管理委員会」
を設置しています。
リスク管理委員会は、国内外の富士通の各ビジネスグ

ループおよび各グループ会社にリスク管理推進責任者を
配置し、相互に連携を図りながら、潜在リスクの発生予
防と顕在化したリスクへの対応の両側面から、富士通グ
ループ全体でリスクマネジメントを実施する体制を構築
しています。

富士通グループの情報セキュリティ

 コーポレートガバナンス体制

 リスクマネジメントの実践と継続的改善
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代表取締役社長

●FUJITSU Way推進委員会
●リスク管理委員会
●行動規範推進委員会
●環境委員会
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 リスクマネジメント体制

取締役会

経営会議

リスク管理委員会

●リスク管理委員会等を設置
●リスク管理推進責任者を設置

本社リスク管理部門

各グループ会社

リスク管理推進責任者を設置

各ビジネスグループ

富士通グループではコーポレートガバナンス体制のもと、リスクマネジメントの一環として、情報セ
キュリティに関して、社内規定に従い適正な情報管理と情報の活用を推進しています。

コーポレートガバナンスとリスクマネジメント
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 情報セキュリティ関連規定体系

富士通グループ情報セキュリティ基本方針

〔※1〕 PKI：Public Key Infrastructure の略。本人認証や暗号化の仕組みの利用に関する規程。

国内グループ会社

実施手順 実施手順

情報管理

海外グループ会社

  情報管理規程
  他社秘密情報 
　　　管理規程
  個人情報管理規程

ICTセキュリティ

  情報システム 
  セキュリティ規程
  Fujitsu PKI
  利用規程 ※1

Information Systems
Security Policy 等

会社毎に規程、 
ポリシー等を整備

情報セキュリティ基本方針と関連規定

富士通グループは、国内外共通の「富士通グループ 
情報セキュリティ基本方針」を定め、情報セキュリティ
の推進に取り組んでいます。
また、「富士通グループ情報セキュリティ基本方針」

のもとに五つの関連規定を整備し、情報セキュリティ対
策を実施しています。

富士通グループ 情報セキュリティ基本方針

● 目的
富士通グループは、事業の遂行において情報が基礎
となること、また、情報の取扱いにおけるリスクを
深く認識し、次の事項を目的として情報セキュリティ
に取り組むことにより、FUJITSU Wayに示す「お客
様のかけがえのないパートナーとなり、お取引先と
共存共栄の関係を築く」との企業指針を実現し、社
会的責任の重要な側面として、行動規範で定める「機
密保持」を実践いたします。
• 富士通グループは、その事業において、お客様お
よびお取引先の個人や組織から提供を受けた情報
を適切に取り扱い、当該個人および組織の権利お
よび利益を保護します。
• 富士通グループは、その事業において、営業秘密、
技術情報その他の価値ある情報を適切に取り扱い、
富士通グループの権利および利益を保護します。 
• 富士通グループは、その事業において、情報を適

切に管理し、製品およびサービスを適時にかつ安
定的に提供することによりその社会的機能を維持
ます。

● 取組みの原則
富士通グループは、次の事項を情報セキュリティへ
の取組みの原則とします。
• 取り扱う情報について、機密性、完全性、可用性
の維持を情報セキュリティの目的とし、これを達
成するための情報セキュリティ対策を立案します。 

• 情報セキュリティ対策を適切かつ確実に実施する
ため、体制と責任を明確にします。 
• 情報セキュリティ対策を適切に実施するため、情
報の取扱いに伴うリスクおよび対策のための投資
を勘案します。 

• 情報セキュリティ対策を維持するため、計画、実施、
評価および改善の各段階のプロセスを整備し、情
報セキュリティの水準を維持・向上させます。 

• 情報セキュリティ対策を適切かつ確実に実施する
ため、役員および従業員に対し情報セキュリティ
に関する啓発と教育を行い、その重要性を認識さ
せ、行動させます。

● 富士通グループの施策
上記目的および取組みの原則に基づく情報セキュリ
ティ対策を確実に実施するため、富士通グループは、
関連規定を整備し、これを実施します。

情報セキュリティについて
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富士通グループの情報セキュリティ

情報セキュリティ教育の推進

情報漏えいを防ぐためには、規程類を社員に周知する
だけでなく、従業員一人ひとりのセキュリティに対する
意識とスキルを向上させることが重要と考えています。
そこで、富士通および国内グループ会社の社員を対象と
した新入社員研修や昇格・昇級時研修の際に、対面での
情報セキュリティ教育を実施するとともに、役員を含む
全社員を対象としたeラーニングを毎年実施してい
ます。

情報セキュリティに対する意識啓発

富士通グループでは、「情報管理 徹底宣言！～情報管
理は富士通グループの生命線」を共通のスローガンとし
て掲げ、富士通および国内グループ会社の各事業所にポ
スターを掲示するとともに、全社員の業務用PCにシー
ルを貼付することで、情報セキュリティに対する、社員
一人ひとりの意識の高揚を図っています。
また、社内において有効な情報セキュリティ対策を実
施している部門の活動状況を参考事例としてイントラ
ネットで公開し、各部門における自主的なセキュリティ
推進活動を促進しています。
さらに、電子メールの社外誤送信対策ツール（メール
チェッカー）を全社で導入する等、ICTの活用の推進と
併せて、社員一人ひとりの情報セキュリティに対する意
識を高めています。

お取引先に対する情報セキュリティ説明会を開催

昨今、情報漏えい・紛失事件が多発していることから、
富士通グループでは、グループの社員だけではなく、ソ
フトウェア開発・サービスを委託したお取引先に対して
も情報セキュリティ説明会を開催しています。

個人情報保護体制の強化

富士通では、個人情報保護法に
準拠した「個人情報保護ポリシー」
と「個人情報管理規程」を定めて
います。この規程に基づき、毎年、
個人情報の取り扱いに関する教育
や監査を実施するなど、継続的に

個人情報保護体制の強化を図っています。
また、2007年8月に富士通全社で取得したプライバ

シーマークを2009年9月に更新しました。国内グループ
会社も、必要に応じて各社でプライバシーマークを取得
し、個人情報管理の徹底を図っています。海外グループ
会社の主な公開サイトでは、各国の法律や社会的な要請
に応じたプライバシーポリシーを掲載しています。

その他の支援

情報管理に関する社内規定の理解を深めることを目的
とした「情報管理ハンドブック」を発行しています。さ
らに、イントラネット上でも参照できるようになってお
り、情報管理に関して疑問点がある場合はすぐに確認す
ることができるようになっています。これ以外にも、イ

 eラーニング画面

 情報管理 徹底宣言のシール

 「情報管理ハンドブック」画面
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富士通グループでは、幅広い産業・社会に対して多岐
にわたるビジネスを展開しており、個々のビジネスを推
進する組織体制として、「ビジネスグループ」が設けら
れています。そして、個々のビジネスの特性によって求
められる情報管理や情報セキュリティ上の課題が異なる
ことから、ビジネスの特性に応じた情報セキュリティ施
策を推進できるよう、ビジネスグループ単位での情報セ

キュリティ管理体制を構築しています。この体制は、情
報管理を徹底し情報セキュリティの強化を図るために、
全社共通のIT基盤によってサポートされています。
また、富士通グループでは、プライバシーマークや情

報セキュリティマネジメントシステム（ ISMS）適合性
評価制度の認証を取得し、個人情報やお客様情報など秘
密情報の管理の徹底を図っています。

 情報セキュリティ管理体制

代表取締役社長

経営会議

電
子
デ
バ
イ
ス
部
門

プ
ロ
ダ
ク
ト
部
門

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
部
門

〔IT 基盤サポート〕

S
B
G
部
門

海
外
部
門

〔※2〕 SBG：ソリューションビジネスグループ

※2

［コーポレート部門］
財務・経理、人事・総務、法務、購買などの管理部門
と、富士通グループ全体の情報システムを支える部門で
構成され、経営とITの一体化を推進しています。
［SBG部門］

ITサービス、アウトソーシングサービス、ネットワー
クサービスなど、主として法人のお客様向けに、高度な
技術と高品質のプロダクトを基盤として、ITを活用した
ビジネスソリューション（ビジネス最適化）を提供して
います。
［プロダクト部門］
お客様の重要なシステムを支える高性能・高信頼のサー
バを中心としたIT基盤製品や、先進ネットワークシステ

ムを支える最先端のネットワーク機器、より使いやすく
高性能なパソコン、携帯電話などを提供しています。
［電子デバイス部門］
デジタル家電や自動車、携帯電話、サーバなどに搭載

されるLSIと、半導体パッケージをはじめとする電子部
品のほか電池、リレー、コネクタの構築部品を提供して
います。
［海外部門］
「Think Global, Act Local」のコンセプトのもと「One 

FUJITSU」として世界中のお客様に最先端のテクノロ
ジーに裏打ちされた幅広いITサービスソリューションを
提供しています。

ントラネットを利用し、世の中で多発している情報漏え
い事件を紹介することによる注意喚起や、毎月1回のセ

キュリティチェックデーを設け、管理職自らが自部門の
セキュリティ対策状況を確認する活動を行っています。

ビジネスグループ単位での情報セキュリティ
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ITセキュリティへの取り組み

富士通グループでは、ITセキュリティは、業務の利便
性や効率を妨げるものとせず、むしろ、業務を支援する
ものとすることを目指しています。
情報セキュリティ対策のために規制を過剰なものにす
ると、従業員にとって規則の理解や遵守が負担になり、
ともすると現実には守れないものになりかねません。
富士通グループのITセキュリティでは、対策をできる

限り業務環境や業務手順に組み込んで実現します。こう
して、従業員が本来の業務に専念できるようにすること
が重要だと考えています。
また、ITの進歩と共に脅威も変容する中で有効な対策

を維持するためには、技術的な対策を開発・実装し、問
題を解析して対応するための先端技術が必要であると考
え、ITセキュリティのための専門部隊を置いています。

富士通グループにおけるITセキュリティは、「業務シス
テムにおける情報管理」および「クライアントセキュリ

ティ」と、共通の機構である「資産管理」、「認証システム」
および「ネットワークセキュリティ」を柱としています。

業務システムにおける情報管理

富士通グループでは財務・経理、人事・総務、営業、
購買、SE業務、生産・物流、製品開発管理をはじめと
するさまざまの業務にITを活用しています。そこに保有
し、取り扱うさまざまの情報について、業務や職責に応
じたセキュリティ要件があります。この要件を分析し、
利用者の立場や資格に応じて情報へのアクセスを制御す
るアクセス制御機能や、業務の重要性や継続性要件を満
たす信頼性維持機能を装備し、運用しています。

クライアントセキュリティ統制

情報セキュリティの重要な課題は、ヒューマンエラー
への対策です。ITを活用する人の行為において、注意力

に頼るだけでは情報セキュリティ事故は防ぎきれません。
対策として教育を充実し、啓発活動により注意を喚起す
ることは当然ですが、それでもなお、情報漏えいその他
の事故がITでの対策の及ばないところで発生します。
この事実を踏まえて、人の行為が係わるクライアント

の業務プロセスに着目し、注意力に依存する対策をITに
よる対策に置き換えることの可能性を検討し、具体化し
てきました。
●パソコンでの対策の自動化
セキュリティ修正の適用とウイルス定義ファイルの更
新を自動化しています。

●電子メール誤送信対策
電子メールは、宛先を誤ると容易に情報が漏えいして
しまいます。そこで、電子メールの宛先を自動的に識

 ITセキュリティの枠組み

利用者の一元管理を
実現する認証システム

セキュリティカードによる
●入室管理
●認証
●文書の決裁

業務システムにおける
情報管理

業務・情報・利用者の
分析に基づく
●アクセス制御機能
●信頼性維持機能

クライアント
セキュリティ統制

●対策の自動化
●電子メール誤送信
　対策
●社内標準パソコン

ネットワーク
セキュリティ統制

●ネットワークの統制
●電子メールの統制
●ネットワークサービス
　利用の統制

IT セキュリティの基礎となる資産管理

●財産としての現物管理　  ●セキュリティ対策管理　  ●ライセンス管理

ITセキュリティへの取り組み
IT（情報技術）を活用する場面では、業務に関する大量の情報を集積してこれを容易に扱える状態に
置くことになり、情報の漏えい、毀損、利用不能その他のさまざまな脅威が伴います。
このため、富士通グループでは、グループ全体の共通課題として ITの活用において情報の安全管理を
確保する ITセキュリティに取り組んでいます。

業務を支援する ITセキュリティの追求

ITセキュリティの枠組み
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別して、外部への送信について送信者に再確認の操作
をさせる等により、誤送信を削減しています。
●社内標準パソコンの導入
富士通グループでは、「社内標準パソコン」の導入を
進めています。社内標準パソコンとは、社内利用向け
に標準に定めた機種と仕様のパソコンです。暗号化
ハードディスクの使用、BIOSパスワードおよびスク
リーンセーバーの設定、資産管理ソフトウェアおよび
ウイルス対策ソフトウェアの搭載などのセキュリティ
対策済のものを配布します。これにより、パソコンの

選定・導入・運用を定型化し、費用の削減とセキュリ
ティ対策の確実な実施を実現しています。
さらに、ノートパソコンの紛失・盗難対策として、遠
隔指示によってノートパソコンのデータを無効化する
仕組みを社内標準パソコンに装備しました。これによ
り、仮にパソコンの紛失・盗難が発生しても情報漏え
いに至る可能性を格段に下げることができます。この
機能は、モバイルセキュリティソリューション
「CLEARSURE（クリアシュア）」としてお客様に提供
しています。

ITセキュリティの基礎となる資産管理

サーバ、パソコンなどに関する資産を管理するIT資産
管理は、財産管理の役割だけでなく、IT活用やITセキュ
リティの基礎になります。富士通グループでは、「 ITリ
ソース管理システム」と呼ぶ業務システムでIT資産管理
を行っています。

ITリソース管理システムには、以下の情報を保有して
います。
●ハードウェア資産：サーバ、パソコンの機種、仕様
● ソフトウェア資産：サーバ、パソコンごとに使用して
いるソフトウェアとその版数
●セキュリティ修正の適用状況
ソフトウェアとその版数を管理することにより、ライセ
ンス契約に合致したソフトウェアの導入を自動化して
います。また、ソフトウェア資産やセキュリティ修正適
用の進捗状況を管理者が把握し、対処を指示します。
このITリソース管理システムは、統合運用管理ソフト
ウェアSystemwalkerのセキュリティ管理製品である
Systemwalker Desktop Patrolで構築し、IT資産とセ
キュリティの状態や、ソフトウェアライセンスを一元
的に管理しています。

利用者の一元管理を実現する認証システム

富士通グループでは、従業員の認証その他の用途に「セ
キュリティカード」と呼ぶICカードを導入しています。
セキュリティカードの券面には氏名と顔写真を印刷し

ています。また、ICチップには氏名、従業員番号、従業
員のPKI （Public Key Infrastructure）証明書と鍵を格納
しています。これらの情報は、富士通グループ内でその
従業員に固有の情報です。
セキュリティカードは、人事部門の管理の下で、従業

員の入社時に交付し退社時に返却させるため、その使用
者が正当な従業員であることが保証されています。また、
紛失時には失効させて、悪用を防ぎます。
セキュリティカードの主な用途は次のとおりです。

［入室管理］
富士通グループの事業所では、建屋や事務所の入口に

セキュリティドアを設置しており、出社した従業員は、
セキュリティカードを使って入室します。
［認証］
業務システムの利用にセキュリティカードが必要で
す。業務システムへのログインでPKIによる認証を行っ
ているため、従業員の識別と認証が確実に行われ、しか
も操作は容易です。
業務システムを出張先など社外から利用することもで

きます。その場合には、リモート接続についてPKIによ
る認証を行い、確実な本人確認を行います。
［文書の決裁］
セキュリティカードは、電子文書の決裁にも利用しま

す。決裁者は、PKI機能を利用して、電子文書に電子署
名を付与します。これは、決裁者本人がその文書を確認
して決裁したことを示す点で、紙の文書への決裁印の押
印と同じ効果があります。

 ノートパソコン紛失・盗難対策

紛失・盗難されたPC

③データ消去
   （またはPCロック）

②データ消去コマンド

管理サーバ インターネット 情報システム管理者
（お客様）

①データ消去指示

⑤結果通知

⑥結果確認

PHS網

④結果レポート

CLEARSUREのイメージ
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ネットワークセキュリティ統制

インターネットは、業務連絡手段として、また、広報・
情報提供の手段として、あるいは外部の膨大な情報の活
用手段として業務に欠かせません。その反面、インター
ネットのオープン性や仕組みに由来する深刻な脅威も無
視できません。富士通グループでは、先端技術を持つ専
門部隊が脅威への対策にあたり、従業員の負担を最小限
に留めて安全を確保しています。
［ネットワークの統制］
ネットワークに関して、以下の対策を行っています。
● インターネット接続およびイントラネット構築・運用
の統制
• 専門部隊によるDMZ※、ファイアウォールなどの設
置・運用
•部門が行う接続の審査・許認可

〔※〕DMZ（DeMilitarized Zone）：インターネットに接続され
たネットワークにおいてファイアウォールによって外部ネッ
トワークからも内部ネットワークからも隔離された区域の
こと。

● 出張先など社外からモバイル機器を使って富士通グ
ループ内へアクセスする環境の整備と運用（スマート
フォン等の最新機器への対応）

● 運用時のセキュリティ維持
• 不正アクセス対策（サーバの設定、不正通信の監視・
阻止）

• 安定稼動のための性能管理、信頼性設計
［電子メールの統制］
電子メールは、富士通グループ外とのやり取りについ

ても、業務で必要である限り使用を認めています。その
安全管理のために、以下の対策を行っています。
● 電子メールの統制
• 専門部隊による電子メールサーバの設置・運用

●運用時のセキュリティ維持
• ウイルス対策
• 迷惑メール対策
• 安定稼動のための性能管理、信頼性設計

［ネットワークサービス利用の統制］
社外のインターネット環境にはファイル転送やオンラ

イン会議などのさまざまなネットワークサービスがあり
ます。これらについて、業務上の利便性や必要性と、ク
ライアントセキュリティ統制が向上した現状を勘案し
て、制限を設けながら利用を認めています。他方では、
情報漏えいにつながる恐れのある特定のネットワーク
サービスは、利用を禁止しています。また、誤使用を防
止するために、このような通信を常時監視しています。
［イントラネット利用の統制］
富士通グループ全体で、イントラネット利用の統制を

進めます。利用者と機器を管理し、接続時の認証により
正当性を確認します。この施策は、「富士通グループ情
報セキュリティ基本方針」を基礎とするグローバルな統
制施策の一つとして、グループの各社に展開しています。

ITセキュリティへの取り組み

 セキュリティカードの利用

ログイン認証 リモート接続認証
●業務システム利用の
　PKI認証

入室管理
●セキュリティドア

文書決裁
●電子署名の付与

●社外からの接続のPKI
　認証

 ネットワークセキュリティ統制

電子メールの統制
●ウイルス対策
●迷惑メール対策
●性能管理、信頼性設計

ネットワークの統制
●部門が行う接続の審査・許認可
●社外からのアクセス環境の整備
●不正アクセス対策
●性能管理、信頼性設計

イントラネット利用の統制
●利用者と機器の管理
●接続時の調査

不正アクセス

ウイルス

迷惑メール

●専門部隊による
　接続・設置・運用

ネットワークサービス利用の統制
●特定ネットワークサービス利用の制限
●誤使用の監視
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クラウド・コンピューティングにおけるセキュリティ対策

クラウド・コンピューティングにおけるセキュリティ対策
クラウド・コンピューティングは、従来のシステムでは実現できなかった、コンピューティングの柔
軟性、敏捷性などを実現する新しい処理スキームです。しかしながら、コンピューティングをクラウ
ド化することで、安全性や信頼性への不安など、利用者は新たなセキュリティの問題に直面すること
にもなります。ここでは、富士通のクラウド・コンピューティングサービスで実施されているセキュ
リティへの取り組みをご紹介します。

クラウドにおいては、多くの利用者アカウントやデー
タが同一のICTリソース上に存在します。利用者とクラ
ウドサービス提供者は、このような形態で想定される
様々な脅威に対応するために、それぞれの責任範囲を意
識し、互いに協調することが重要です。ここでは、富士

通のクラウド・コンピューティングサービスにおいて実
現しているセキュリティガバナンスへの取り組み、コン
プライアンス（法令などの順守）への取り組み、各種セ
キュリティ対策、およびセキュリティへの緊急対応体制
についてご説明します。

クラウドサービスの特徴の一つは、地理的に離れた多
くの拠点が協調・共同して、最適なサービスを提供する
ことです。このためには、世界中の各拠点において、コ
ントロールされた均一のセキュリティ水準が達成されて
いることが必要となります。富士通のクラウドサービス
では、富士通の海外グループ会社を含めたすべてのクラ
ウドデータセンターに適用される共通の「クラウドサー
ビス情報セキュリティ基本方針」を定め、富士通のデー
タセンターで提供するクラウドサービス全体の統制を
行っています。また富士通のクラウドサービスでは、世

界各国のサービス実行組織を包括する情報セキュリティ
のグローバルな体制の確立、および定常的なリスク評価
と意思決定を行う場として、副社長を委員長とし、関係
役員で構成するクラウドセキュリティ委員会を設置して
います。さらに、富士通グループ内のクラウドサービス
基盤の開発部門、運用部門、セキュリティ関連部門が相
互に連携して、クラウドサービスに存在する様々な情報
セキュリティリスクにグループ内で総合的・包括的に対
応できる体制を構築しています。

クラウドではステークホルダー（システムの利用者、
システムの所有者、クラウドサービス提供者）の位置づ
けや境界が従来のモデルから大きく変わります。このた
め、従来ではあいまいになりがちであった役割分担や責
任分界などについても、明確に定義することが重要に
なってきます。富士通のクラウドサービスでは、富士通
がお客様からお預かりした大切な情報を法令に沿って適
切に取り扱い、お客様の権利および利益を保護している
ことを明確にするために、お客様が配備した仮想システ
ムへ富士通がアクセスする際の条件は、契約などで明確
化しています。また、お客様が仮想システムに登録およ
び入力したお客様固有の情報などに関する秘密情報を富
士通がどのように取り扱うかについても契約に明記して
います。さらに、お客様が不正な目的でクラウドサービ
スを利用していることが明らかになった場合などに、ど
のような場合に富士通がどのような対処を取ることがあ
るかについても契約上で明確化しています。

クラウドサービスを利用する上で、様々な法令、規制
の要求に沿ってコンプライアンスを維持していくこと
は、お客様にとって重要な課題であり、そのコンプライ
アンスの遵守状況を監査することも同時に必要となりま
す。そのためには、クラウドの利用者のアクセスや操作
などを後から調査できるようにログが適切に記録されて
いなければなりません。富士通のクラウドサービスでは、
お客様のコンプライアンスを支援する機能を提供してい
ます。例えば、富士通のオンデマンド仮想システムサー
ビスでは、お客様がコンプライアンスの維持と監査へ対
応するために、管理者権限を持つ利用者や富士通の運用
者が行った操作のログを証跡として記録し、7年間保存
しています。
クラウドサービスのデータの保持や保管に関しては、
方針と手順を定め、これに従って確実な情報漏えい・情
報改ざん防止などのデータ保全対策を行っています。例
えば、オンデマンド仮想システムサービスでは、情報を

クラウド・コンピューティングサービスにおけるセキュリティ

セキュリティガバナンス

コンプライアンス
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クラウド・コンピューティングにおけるセキュリティ対策

廃棄する際の情報漏えいを防止するために、クラウド
サービスでお預かりしたお客様の仮想システムの返却時
と物理ストレージの廃棄時には使用していたすべてのス
トレージ領域をゼロ書き込みによる上書きをすることで

確実に消去しています。また、ストレージ上に保存され
ているデータは、各種の国際ガイドラインに準拠した強
力なストレージ暗号方式により保護されています。

富士通のクラウドでは、お客様が安心してサービスを
利用して頂くために、各種のセキュリティ技術対策を導
入しています。
富士通のクラウドサービスでは、クラウドを管理する
すべてのお客様に一意の利用者IDを割り当てており、厳
格な認証により、利用者IDの不正利用を防止しています。
例えば、オンデマンド仮想システムサービスの構成設定
や仮想システムの配備、稼働状況の確認などを行うポー
タルWebを利用する際には、利用者は利用者登録を行っ
た後、個人認証用の電子証明書をダウンロードし、その
電子証明書を用いてログインします。また、電子証明書
を利用する際には、16文字以上のP I N（ Personal 
Identification Number）コードによる二要素認証を実
装しており、電子証明書が他者に不正に使用されるリス
クを未然に防いでいます。さらに、利用者IDの不正利用
リスクを低減させるために、繰り返し行われるログイン
の試行に対して、ログインに連続して失敗した場合に一
定の試行回数で利用者IDをロックアウトする機能や、ロ
グインセッションが一定時間以上アイドル状態の場合に
は、電子証明書による再ログインを要求する機能を実装
しています。

ネットワークセキュリティについては、例えばオンデ
マンド仮想システムサービスでは、お客様ごとのネット
ワーク環境を、標準提供されるファイアウォール機能に
より論理的に分割しています。また、お客様システムの
内部セグメントを仮想ネットワークとして3階層まで論
理的に分割することが出来ます。これにより、インター
ネットから直接アクセスが可能なセグメントとDMZセ
グメント、そして内部セグメントというネットワーク構
成がクラウド上でも構築可能であり、業務アプリケー
ションサーバやデータベースサーバなど重要な業務を担
当する仮想サーバが直接インターネットから接続される
ことを回避できます。
富士通のクラウドサービスを支えるデータセンターで

は、サービスの最適化と継続的な品質維持・向上を実現
するため、運用サービスの体系化・運用品質評価・改善
の取り組みをPDCAサイクルにより実施しています。ま
た、最先端のデータセンターである「館林システムセン
ター」は、これらの取り組みにより、2010年2月に情報
セキュリティ格付としては国内初となる最高評価の
「AAAis」を株式会社アイ・エス・レーティングより取得
しています。

クラウド・コンピューティング環境で不正侵入の発生
やウイルス感染が起こるなど、万一の情報セキュリティ
事故が発生した場合にも、万全の対応が取れるように、
グローバルの富士通組織全体で共通の方針、プロセスお
よび手順を定めています。セキュリティ事故が発生した
際にも、これに従って情報セキュリティに関連するイベ
ントの識別と報告を迅速かつ確実に行えるように万全の
体制を整えて準備しています。また、富士通ではクラウ
ドサービスのセキュリティに関する業務に対応するため
の、独立したセキュリティ緊急対応部門（富士通クラウ
ドサート）を2010年に設立しました。富士通クラウド
サートでは、前述の「クラウドサービス情報セキュリティ
基本方針」の制定、各サービス環境のセキュリティ監視
やセキュリティ診断、緊急時の対応などを富士通グルー
プ内および外部団体と連携して実施しています。
クラウド・コンピューティングはまだ新しい分野であ
り、そのために必要なセキュリティ要件についても今後
変化して行くことが予想されます。このような新しい要

件に適合するように、富士通は今後もクラウドサービス
のセキュリティの強化・見直しを継続的に実施していく
予定です。富士通のクラウドセキュリティに関する最新
動向は公開サイトなどで随時ご紹介していきます。

セキュリティ対策

セキュリティ緊急対応体制（富士通クラウドサート）

 クラウドサートの位置づけ

富士通
クラウドサート

クラウドサービス
提供部門

お
客
様

営
業
部
門

　S
E
部
門 クラウド技術

検証部門

研究部門

公的機関

民間機関
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企業・団体へのウェブサイト攻撃、個人情報の漏えい
などセキュリティ脅威が増加しており、リスクマネジメ
ントが経営的な視点で求められています。そこで、セキュ
リティガバナンスの下でセキュリティ活動を進めていま
す。 SBGセキュリティ委員長が情報セキュリティの方
向付けを行い、これに従って各本部、グループ会社がセ
キュリティマネジメントフレームワーク（SMF: 詳細は
次頁参照）をべースにして、セキュリティ計画の立案、
セキュリティ対策の導入、各組織での活動の推進、内部
監査などを進めています。日々の活動状況やセキュリ
ティ事件・事故の状況をチェック・モニタリング・評価
して、仕組みや対策の改善に取り組んでいます。

ソリューションビジネスグループの取り組み

 SBG情報セキュリティガバナンス

進捗
報告 監査基本方針 施策 指標

評価 可視化

ステークホルダー

セキュリティガバナンス

SBGセキュリティ委員長

セキュリティマネジメント

報　　告

方向付け チェック・モニタリング

本部 グループ会社

評　　価

Plan

Do

Check

Act

PLAN

DO

CHECK

ACT

Plan

Do

Check

Act

PLAN

DO

CHECK

ACT

ソリューションビジネスグループの取り組み
ソリューションビジネスグループ（SBG）は、お客様の情報資産や個人情報を取り扱う機会が多いため、
高いレベルの情報管理が求められています。そこで、情報セキュリティマネジメント体制のもと、セキュ
リティマネジメントフレームワークを全部門に提供し、セキュリティ施策の推進に取り組んでいます。

ソリューションビジネスグループ（以下SBG）は、主
として法人のお客様向けに、ICTを活用したビジネスソ
リューションを提供しています。ビジネスソリューショ
ンには、①ITシステムのコンサルティング、②システム
構築、 ③データセンター、IT運用管理等のアウトソーシ
ングサービス、④ネットワークサービス、⑤システムサ
ポートサービス、⑥セキュリティソリューションがあり

ます。 富士通のサービスビジネスは、国内No.1、グロー
バルNo.3のシェアを持ち、欧州、米州、アジア、オセア
ニアまで幅広い国・地域でサービスを展開しています。
特にアウトソーシング分野では、日本、欧州を中心に、
世界16ヵ国、91拠点にデータセンターを配し、お客様
のICTにかかる運用負担の軽減や環境対応など、様々な
ニーズに応えるサービスを提供しています。

SBGは、お客様の情報資産や秘密情報を取り扱うため、
お客様の情報および、自社情報の適切な保護を目的とし
て「ソリューションビジネスグループ情報セキュリティ
基本方針」を定めています。その基本方針に基づき「SBG
セキュリティ委員会」を設置し、情報セキュリティの維
持・推進を図っています。四半期毎にSBGセキュリティ
委員長、各本部、グループ会社の情報セキュリティ管理
責任者、情報セキュリティ監査責任者が参加する委員会
を開催しています。
各本部の本部長、グループ会社の社長が、SMFの責任者
として情報セキュリティマネジメントを推進しています。

ソリューションビジネスグループの特徴

SBGセキュリティガバナンスの構築・実践

SBG情報セキュリティマネジメント推進体制
 SBGセキュリティ委員会組織図

SBGセキュリティ委員会体制

委員（各グループ会社）
各社の
情報セキュリティ推進組織
（情報セキュリティ管理責任者、
情報セキュリティ監査責任者）

委員（各本部）
各本部の
情報セキュリティ推進組織
（情報セキュリティ管理責任者、
情報セキュリティ監査責任者）

86本部

54社

委員長：
取締役執行役員副社長

　　　     石田 一雄

事務局



14

SBGでは、情報セキュリティマネジメントを実践する
ためのひな型としてSMFを提供しています。SMFは、富
士通グループ規定に、ISO/IEC 27000 ファミリー、経済
産業省の情報セキュリティ監査基準、さらに、国内外の
基準を取り入れています。SMFは、情報セキュリティ管
理系と情報セキュリティ監査系で構成されています。 
SMFと富士通グループ規定類、国際標準、業界ガイドラ
イン等との関係を右図に示します。本部やグループ会社
では、自部門のお客様の業界ガイドラインやお客様との
契約に関わる管理項目などを取り込み、カスタマイズし
て自部門の情報セキュリティ管理基準、情報セキュリ
ティ監査基準として作リ上げています。

ソリューションビジネスグループの取り組み

 SMFと富士通グループ規定・国際標準・
業界ガイドライン等との関係

SMF
情報セキュリティ導入ガイド
情報セキュリティマネジメントマニュアル
情報セキュリティ管理基準
情報セキュリティ実施基準
情報セキュリティ監査基準　等

本部・グループ会社

ISO/IEC 27000 ファミリー

富士通グループ規定

業界ガイドライン

お客様との契約に伴う管理項目

経済産業省
情報セキュリティ監査基準

ひな型を活用して
情報セキュリティマネジメントを実践

引用

カスタ
マイズPLAN

DO

CHECK

ACT

N

K

PLAN

DO

CHECK

ACT

N

K

PLAN

DO

CHECK

ACT

人材教育

各本部、グループ会社の情報セキュリティの指導・管
理を行う情報セキュリティ管理責任者や部署内のセキュ
リティ推進人向けに、「情報セキュリティ管理者教育」
を実施しています。今までに、487名がこの教育を修了
しました。また、内部監査を推進する情報セキュリティ
監査責任者や監査人向けに、「情報セキュリティ監査人
教育」を実施しています。これまでに788名がこの教育
を修了しました。特に、監査人については、監査品質の
レベルアップとキャリアパスのため、日本セキュリティ
監査協会（ JASA）の資格取得を積極的に進めており、
126名が監査人資格を取得しています。

ITインフラ標準運用サービスによるセキュリ
ティ維持

SBGのサービス担当部門では、「社内標準パソコン」
の導入に加えて、社員へパソコンの配布から、導入支援、
日常運用、廃却までの一連のライフサイクルにおいて、
情報セキュリティ維持に主眼をおいた総合的なサービス
を各本部に展開しています。 このサービスでは、セキュ
リティ対策が不十分なパソコンや長期非稼働パソコン、
禁止されているファイル交換ソフトのインストールなど
の状況を監視し、不備が発見された場合には部門管理者
や利用者へ注意を喚起しています。さらに、このサービ
スでは、パソコン廃棄時のデータ消去の一括処理を担っ
ています。このサービスの展開により、セキュリティ施
策に係る現場負荷の軽減と確実性が向上しました。

定期的なセキュリティチェック活動

毎月、全社的な“セキュリティチェックデー”の活動
に沿って、パソコンのセキュリティ点検や可搬記憶媒体
の点検などを行っています。SBGでは、情報セキュリティ
対策診断ツール（DOEXPRESS Security）を全てのパソ
コンに導入して、各パソコンのセキュリティ状態を診断
しています。パソコン起動時に診断項目（OS、ウイルス
関連、パスワード関連、暗号化、設定禁止事項など21項
目）を自動的に診断し、診断結果をパソコンの画面に表
示させています。また、各部門の情報セキュリティ管理
責任者が、全てのパソコンの診断結果をモニタリングす
ることができ、セキュリティ対策に効果を上げています。
さらに、セキュリティ施策に係る現場負荷が軽減してい
ます。

SMF（セキュリティマネジメントフレームワーク）

セキュリティ向上への取り組み

 情報セキュリティ対策診断の結果の画面
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お客様納入システムのセキュリティ監査

富士通ではお客様に納入するインターネット接続シス
テムのセキュリティ対策として「お客様インターネット
接続システムにおけるセキュリティ必須要件」（以下、「セ
キュリティ必須要件」）を定め、お客様納入前に「セキュ
リティ必須要件」の内容を満たしているかを、セキュリ
ティ専門の部署が客観的に確認することを義務づけてい
ます。

Webアプリケーションに関しては、上流工程での問
題を解決するため、設計段階にセキュリティ問診を実施
しております。
これにより、お客様に納入するインターネット接続シ
ステムの均質なセキュリティレベルを確保し、不正アク
セスによるセキュリティ事故を防止しています。
実際、お客様システムのセキュリティ監査を適用開始
後、富士通の瑕疵によるセキュリティ事故は、激減して
います。
お客様システムのセキュリティ監査は、インフラ（OS

／ミドルウェア）部分の「インフラ納入前セキュリティ
監査制度」と、Webアプリケーション部分の「Webアプ
リケーションセキュリティ監査制度」に分かれており
ます。

情報セキュリティ監査

部門内の内部監査と部門に対するSBGセキュリティ委
員会による監査を定期的に行い、情報セキュリティマネ
ジメントとセキュリティ対策の監査を行っています。内
部監査は、情報セキュリティマネジメントの中で、「情
報セキュリティ監査人教育」を修了した監査人によって
行っています。SBGセキュリティ委員会による監査では、
委員会事務局と被監査組織以外のJASAの資格を保有す
る監査人が監査チームを組み監査を行っています。

 お客様納入システムのセキュリティ監査

情報セキュリティ活動の評価

情報セキュリティ活動には、マネジメント面での活動
と、パソコンなどのセキュリティ対策面での活動とがあ
リます。これら活動がどのレベルで行われているかを定
量的な指標を用いて評価しています。この指標による評
価は、評価方針の策定 → 評価指標の作成 → 実施方法
の検討 → 評価実施・可視化 → 改善のフェーズで進め
ます。SBGセキュリティ委員会は、2009年と2010年に
SBGの各本部とグループ会社に対してこの評価を実施し
ました。評価結果は、SBG全体の活動状況および、各本
部、グループ会社の評価結果としてまとめ上げ、SBGセ
キュリティ委員長と各部門の責任者（本部長、グループ

会社社長）へ報告されています。
なお、各フェーズにおいて、「評価方針の策定」のフェー

ズでは、評価の考え方、評価対象の決定を行います。評
価指標の作成」フェーズでは、セキュリティ活動の実態
を定量的に測定できる要素を検討します。この検討では、
国際標準IS0/IEC 27000 ファミリーの有効性測定やメ
ジャメント、さらに米国国立標準技術研究所（NIST）の
SP800シリーズ等を参考にしています。「実施方法の検
討」のフェーズでは、測定要素の収集方法、収集する情
報量、作業コストを勘案して決定します。さらに、測定
のための実際の仕組みと実施手引書を整備します。「評
価実施・可視化」のフェーズでは、測定要素を集計・分
析して、セキュリティ診断カルテとしてまとめあげます。

活動のモニタリングと評価

セキュリティ
監査ツール

お客様

システム設計
システム構築

納入

ドキュメントとヒアリング
による問題点の抽出

事件、事故
防止!!

システムテストの
最終段階で、社内
基準に基づいて
セキュリティ品質
をチェックします

セキュリティ監査制度

問題点 抽出

Webアプリケーション
セキュリティ問診

 指標評価の方針策定から評価・可視化のフェーズ

評価対策の抽出

対策の重み付け

評価方針の策定 評価指標の作成 実施方法の検討 評価実施・可視化 改善

評価方針の検討

実施手引書の作成

評価実施システムの整備

実施方法の検討

可視化

評価の実施 評価方法の見直し測定項目の検討
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ソリューションビジネスグループの取り組み

事件・事故の情報漏えいリスクの評価

情報セキュリティの事件・事故には、パソコンや可搬
記憶媒体の紛失、盗難、ファイル交換ソフトによるイン
ターネットヘの情報漏えいなどがあります。しかし、パ
ソコンにパスワードやハードディスクの暗号化対策、
ファイル交換ソフトのインストール禁止措置を施してい
れば、情報の漏えいの可能性は低くなります。情報セキュ
リティの事件・事故を、発生件数と共に、情報漏えいの
リスク値でも評価しています。この評価では、秘密情報

や個人情報などの種類や情報の有無に対して、情報が格
納されていたパソコンや可搬記憶媒体などのセキュリ
ティ対策状況を評価して、情報漏えいのリスク値として
レベル付けをしています。
この評価によって、パソコンなどの紛失、盗難を単に

発生の有無として問題視するのでなく、情報漏えい発生
のリスクとして可視化できるようになりました。

SBGでは、定期的に事件・事故情報を収集してリスク
評価をすると共に、ワースト部門名を公表し再発防止の
ための喚起を行っています。

  事件・事故の情報漏えいリスク値のイメージ

事件・事故発生件数
情報漏えいリスク値

S
R
事
業
本
部

Q
J
K
推
進
室

N
F
S
事
業
本
部

M
B
C
支
社

L
C
Y
支
社

K
E
D
本
部

J
S
B
支
社

I
J
F
事
業
本
部

R
E
R
事
業
本
部

Q
J
K
室

P
L
K
事
業
本
部

N
F
S
事
業
本
部

M
B
C
支
社

L
C
Y
支
社

J
F
事
業
本
部

H
T
A
本
部

G
A
D
支
社

F
D
E
事
業
本
部

D
A
ビ
ジ
ネ
ス
統
括
部

C
D
S
事
業
本
部

B
C
F
事
業
本
部

A
A
B
事
業
本
部

  情報セキュリティ活動の可視化イメージ

  セキュリティ評価レポート（セキュリティ診断カル
テのイメージ）のイメージ

【SBGセキュリティ委員長】階層 【部門責任者】階層 【情報セキュリティ管理責任者】階層

情報セキュリティ活動の状況を、複数の評価指標で測
定し、評価しています。さらに、その評価結果を一元的
に把握できるように可視化しています。可視化は、SBG
セキュリティ委員長、各部門の責任者、情報セキュリティ
管理責任者別に階層化して表示しています。 SBGセキュ
リティ委員長の階層では、SBG全体のセキュリティ状況

や各部門の評価結果が表示されます。部門の責任者の階
層では、部門毎のセキュリティ評価の結果やセキュリ
ティマネジメントの状況が表示されます。情報セキュリ
ティ管理責任者の階層では、セキュリティ活動の進捗や
セキュリティ評価の具体的な結果などが表示されます。
下図は、情報セキュリティ活動の可視化のイメージです。

情報セキュリティ活動の可視化
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製品のセキュリティ

製品のセキュリティ
富士通製品をお客様に安心してお使いいただくために、セキュアな製品の開発を推進し、情報の安全
性確保に取り組んでいます。

セキュリティの問題は、製品開発の設計、実装、テス
トの全ての工程で注意深く対応しなければならない問題
です。そのため、開発プロセスにセキュリティ品質を確
保する活動を組み込みました。
① 設計工程では、セキュリティ分析（脆弱性分析）を行
います。
② 実装工程では、ツールによるソースコードレベルの検
証を行い、必要に応じてデジタル署名を行います。
③ 検証工程では、設計時に検討した脆弱性対応の確認、
およびツールによるセキュリティ検証を行います。
④ また国際標準基準であるISO/IEC 15408の認証を取得
することにより品質を第三者評価しています。
しかし、手順だけではセキュリティ品質を確保できない

ので、開発者のスキルアップ活動も継続的に行っています。
開発者のスキルアップは、セキュアソフト開発推進チーム
とセキュリティアーキテクトが協力して行います。
また、製品出荷後のセキュリティインシデント対応も

とても大切なことであり、製品出荷後であっても新しく
発見された脆弱性情報への対応（セキュリティパッチの
提供、製品のセキュリティ情報の公開）のため、脆弱性
情報ハンドリング体制を構築し、社外機関のIPAや
JPCERT/CCなどと協調して対応しています。
保守工程で発見されたセキュリティトラブルは、ノウ

ハウとして製品開発工程に反映させ、再発防止のため事
例集としてまとめて、製品開発者の教育に利用してい
ます。

ソフトウェア製品のセキュリティ品質確保への取り組み
（開発プロセスの改善）

  ソフトウェア製品の開発プロセス

セキュアソフト
開発推進チーム 脆弱性情報

ハンドリング体制

脅威分析
プロセス

設計

セキュリティ
分析

実装

ソースコード検証

デジタル署名

テスト

セキュリティ
検証

保守

新しい
脆弱性情報

セキュリティ
トラブル

セキュリティ
情報の広報

脆弱性情報
ハンドリング

製品開発者の
セキュリティ知識 繰り返し

事例集

IPA, JPCERT/CC

脆弱性
知識

検証
ツール

製品開発者教育

：セキュリティアーキテクト

開発プロセスにセキュリティ対応活動を組み込んだだ
けでは、セキュリティ品質は向上しません。製品開発者
のセキュリティに対するスキルアップが必要です。富士
通では製品開発者のスキルアップ活動をしていますが、

製品のセキュリティ品質をもう一段向上させるために
「セキュリティアーキテクト制度」を作りました。セキュ
リティアーキテクト制度は、製品開発チームにセキュリ
ティに詳しい人を作り、その人にセキュアな製品開発を

製品のセキュリティ品質向上への取り組み（開発者のスキルアップ）
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製品のセキュリティ

牽引させることを目的にしています。
セキュリティアーキテクトは、製品開発部門から推薦
された開発者を、セキュアソフト開発推進チームが育成・
認定した人であり、現在281名が認定されています。認
定後も定期的に研修会を開催してスキルアップ活動をし
ています。
セキュリティアーキテクトは、製品開発において、開

発者のアドバイザーとして働き、開発結果の監査・確認
をします。保守工程においては脆弱性情報ハンドリング
時に開発部門のとりまとめを行います。また、必要に応
じてセキュアソフト開発推進チームと協力して開発者の
教育も行います。このように、製品のセキュリティ品質
向上活動はセキュリテイアーキテクトを中心に動いてい
ます。

製品出荷後のセキュリティインシデント対応として、
新しく発見された脆弱性情報へ迅速に対応して、お客様
に製品のセキュリティ情報を公開し、セキュリティパッ
チを提供するための体制を構築しています。
この体制は、富士通POC（Point Of Contact）が中心
になり構成されています。富士通POCはセキュアソフト
開発推進チームの中にあり、開発部門と連携しています
が、品質保証本部やリスク管理委員会、研究所とも連携

することにより、機動力のある組織となっています。
この組織では、新しい脆弱性情報や富士通製品への脆

弱性指摘、製品のセキュリティトラブルをトリガーに、
脆弱性情報ハンドリング（脆弱性情報の影響調査）を開
始し、必要に応じて製品のセキュリティ情報の広報とセ
キュリティパッチの提供、製品サポート部門への指示を
行います。

出荷済製品のセキュリティ確保のための体制
（セキュリティ対応体制の構築）

  セキュリティアーキテクト制度

  セキュリティインシデント対応

セキュアソフト
開発推進チーム

セキュリティ
アーキテクト

ガイドライン・
ノウハウ

製品開発者

製品検査者

育成・認定 説明・指導

アドバイス

監査

監査結果見解

生産物

IPA/JPCERT

富士通POC
（FJ-CSIRT）

事業部

製品サポート
お
客
様

グループ会社

品質保証本部
研究所

リスク管理委員会富士通グループ

指示

事業部／グループ会社

製品セキュリティ
情報

セキュリティ
パッチ
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富士通ソーシアルサイエンスラボラトリの取り組み

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリの取り組み
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ（以下、富士通SSL）は、SI（受託開発）とソリュー
ションの2つを軸に事業を展開しており、ソリューション分野では自社商品群『PoweredSolution（パ
ワード・ソリューション）』により、幅広いソリューションを、さまざまなお客様に提供しています。
そのなかでセキュリティ分野においては、安心安全なビジネス環境を実現できる、最先端のセキュリ
ティ技術を活用した各種ソリューションを提供しています。また、社内において、ISMSとQMS、PMS
を統合し、統合マネジメントシステム（IMS※1）として運用することで、社内だけでなくお客様の企業
価値やパフォーマンスの向上にも努めています。
富士通SSLは、情報セキュリティ格付において2008年に、ソフトサービス事業において日本初の格付
符号「Ais」を付与され、2011年にはさらに一段高いセキュリティレベルの「A+

is」を付与されました。
〔※1〕IMS：Integrated Management System（統合マネジメントシステム）

「品質、情報セキュリティ、個人情報保護マネジメン
トの定着・維持と全体最適化による経営効率の向上」を
目的にマネジメントシステムの統合を図りました。主な
目的と施策は次のとおりです。
①方針・目標の統一
マネジメントシステムの方針・目標の統一により、矛
盾のない効率的なシステムを構築・運用する。
②推進部門の統合
推進部門を1部門に集約・統合し、円滑な運用を図る。
③外部審査機関の集約

2つの機関で受けていた審査を、統合審査のできる機

関に変更し、審査に関わる調整や審査費用の削減を図
る。さらに、別々に実施していた審査を1回にまとめ、
受審負荷の軽減を図る。

④内部監査の統合
従来、QMS内部監査員166名、ISMS内部監査人12名、
PMS内部監査人44名でそれぞれ実施していた内部監
査に対し、統合監査人を育成しワンストップで内部監
査を実施できる体制を構築・運用する。

これらの社内適用・実践を通して培ったノウハウを、
お客様に安全・安心なサービスとして提供する。

経営効率を向上させるには、部門活動から全社活動へ
展開することがポイントであるため、2007年、マネジ
メントシステムの統合を契機に、適用範囲を全社に拡大
しました。さらに、2009年からPMSと個人情報保護方
針もIMSに統合し、マネジメントシステムの統合が完了
しています。

英国BSI※2が開発した統合マネジメントシステムの要求
事項の仕様であるPAS99（Publicly Available Specification）
を参考にして、マネジメントシステムの共通部、固有部
を抽出し、統合マネジメントシステムを構築しました。
〔※2〕BSI：British Standards Institution（英国規格協会）

マネジメントシステム統合の目的と施策

マネジメントシステム統合化の流れ

統合マネジメントシステムの構造

 マネジメントシステム統合化の流れ

 統合マネジメントシステムの構造

IMS

1996年ISO9001取得

2003年BS7799/ISMS認証取得
（2006年ISO27001に移行）

2008年プライバシーマーク取得
（ JIS Q 15001）

情報セキュリティ格付取得

2009年マネジメント
システムの統合完了

品質

情報セキュリティ

個人情報保護
PMS

ISMS

QMS 2007年QMSとISMSの統合

▲2009年
    格付記号（Ａis）

▲2010年
    （Ａis）

▲2011年
    （Ａ＋is）

PMS
固有部

●マネジメントレビュー
●内部監査
●是正・予防処置
●文書・記録管理
●教育・訓練
●インシデント管理
●目標管理

マネジメント
共通部

QMS
固有部

ISMS
固有部

PMS
固有部
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富士通ソーシアルサイエンスラボラトリの取り組み

現在、全社で実施している具体的な情報セキュリティ対策は次のとおりです。

情報セキュリティ施策

内部監査の統合を実現するため、4年間で102名の統
合監査人（内、JASA※3の監査人資格保有者は21名）を
育成し、一度にIMS（QMS、ISMS、PMS）の内部監査を
実施しています。これにより、被監査者の受審負荷の軽
減と、社内コストの低減を図っています。
また、監査チームは複数部門の監査人で構成し、監査
人の所属部門以外を監査することにより、厳格な監査を

実現しています。他部門のメンバーと一緒に、自部門以
外を監査することで新たな気づきが得られ、自部門の改
善活動にもつながっています。さらに、内部監査では社
内ネットワークやサーバの脆弱性を診断し、技術・運用
面でもセキュリティの確保・維持を図っています。
〔※3〕JASA：Japan Information Security Audit Association（日本

セキュリティ監査協会）

2003年JASA発足以来、情報セキュリティ監査制度の
確立・普及・促進に努め、2006年からはJASAの認定研修・
トレーニング機関として監査人研修を開催し、300名以

上の監査人を育成しています。安全・安心な高度情報化
社会を実現するために、今後も継続して情報セキュリ
ティの向上や普及・促進に努めてまいります。

内部監査と統合監査人

社会への貢献（情報セキュリティ監査の普及・促進活動）

 監査体制の見直し

メール誤送信防止対策
自社製品であり、富士通グループ共通施策である『SHieldMailChecker』については、当社組織／業務に沿ったセ
キュリティレベルの高いポリシーを独自に設定して運用を行い、セキュリティを強化しています。

情報機器所在確認 自社製品の『ききマネージ』を導入し、毎月1回、会社支給のUSBや携帯電話などの所在チェックを行うと共に、盗難
時に携帯電話が利用できないように遠隔ロックを行うなど、セキュリティの向上を図っています。

セキュリティ対策
運用状況確認

自社開発の「IMS日常の運用確認ツール」を全社展開し、情報セキュリティ施策の実施状況を自己点検できるように
し、IMSの運用推進を図っています。

PC持出管理 自社開発の「PC持出管理システム」を全社展開し、PCの持ち出しに関する運用を統一することで、セキュリティレベ
ルを確保すると共に、各部門での作業負荷を軽減しています。

セキュリティ教育受講管理 IMS関連教育の受講履歴参照機能を提供することで、個人および部門での受講状況を確認できるようにし、教育の
受講漏れを防止しています。

セキュリティ対策
実施状況確認

自社製品の『Safe Manager』を導入し、各端末がセキュリティ対策を実施しているかどうか把握し、対策実施状況の
評価、および評価のフィードバックを行うことでソフトウェアに起因するセキュリティ事故を未然に防止しています。

個別内部監査 統合内部監査

被監査者 被監査者統合監査人
監査

QMS

ISMS

PMS

内部監査人

（年2回）

（年1回）

（年1回）

監査

（年1回）

QMS担当

ISMS担当

PMS担当

一人三役の
私にお任せ
ください

IMS

QMS

PMSISMS
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Fujitsu America Inc.の取り組み

 ITセキュリティ組織

Fujitsu America Inc.の取り組み
Fujitsu America Inc.（以下FAI）では、FAIの全てのビジネス機能、部署、プロジェクト、および社員
に求められる ITセキュリティのガイダンスとポリシーを作成し、それに準拠しています。全体の ITセ
キュリティは、テキサス州ダラスに本拠を置くFAIの ITセキュリティチームがコントロールしていま
す。また、FAIは、北アメリカに存在する富士通グループ会社であるFujitsu North American 
Companies（以下FNAC：FAI、FBR、FCAI、FCPA、FFNA、FFCA、FLA、FMSA、FSA、FSWP、PSI）
に対するセキュリティ対策状況の管理も行っています。
その管理には、ファイアウォールとプロキシの管理、脆弱性管理、セキュリティ評価、セキュリティ
設定の見直し、インシデントレスポンスとフォレンジック調査などさまざまなものがあります。

FAIのITセキュリティチームでは、「Global Information 
Security Policy（富士通グループ情報セキュリティ基本
方針）」における要求事項に基づいて、社内のITセキュ
リティ準拠状況を評価しています。本評価を実施するに
あたり、Lumension Risk Manager（LRM）を使用して、
各事業単位のセキュリティ準拠への取り組みに関する情
報を収集および記録をしています。本ツールを利用する
ことにより、主要な事業利益を特定し、それらの事業利
益をセキュリティ管理に関連付けています。さらに、IT
セキュリティポリシー要件への準拠状況を評価し、点数
付けを行っています。これにより、各事業部門のセキュ
リティへの取り組みに対して総合的なリスクの点数を付
けることができます。また、セキュリティをさらに強固
にするために、どのように管理を強化すべきかという点

について勧告も行っています。
2010年 4月 に 発 行 さ れ た 富 士 通 の「Global 

Information Security Controls Framework（グローバ
ル情報セキュリティ管理フレームワーク）」に対して、
LRMの「Unified Control Framework（統合管理フレー
ムワーク）」との対応付けを実施しました。
この対応付けにより、従来どおりLRMを利用したセ

キュリティ評価を実施すれば富士通のセキュリティ基準
での評価も得られるため、FAIのセキュリティ対策が富
士通基準を満たしているかどうかの判断根拠となってい
ます。また、「Unified Control Framework（統合管理フ
レームワーク）」と他のセキュリティ基準、例えばCOSO
やCOBITとを対応付けることができれば、それらのセキュ
リティ基準での評価も把握することが可能となります。

FAIのITセキュリティチームは2010年、FNC、FCAI、
FLA、FSA、FCPAに対して情報セキュリティ評価報告を
実施しました。これらの企業はすべて合格レベルに達し
ており、セキュリティプログラムの要件を満たしていま

した。
また、FAIは、お取引先の規定を満たし、業界におけ
る義務を果たすために、自社の情報セキュリティの第三
者評価を実施しています。主要な評価は、次の2つです。

ITセキュリティ組織

副社長兼
最高情報責任者
Bipin Badani

副社長兼
最高情報責任者
Bipin Badani

ITセキュリティおよび
コンプライアンスの
管理責任者

Thomas Hoover

ITセキュリティおよび
コンプライアンス

セキュリティサービス

セキュリティ運用

 FAI （Fujitsu America）
 FBR （Fujitsu Brazil）
 FCAI （Fujitsu Components America）
 FCPA （Fujitsu Computer Products of America）
 FFNA （Fujitsu Frontech North America）
 FFCA （Fujitsu Frontech Canada）
 FLA （Fujitsu Laboratories of America）
 FMDA （Fujitsu Media Devices of America）
 FMSA （Fujitsu Management Services of America）
 FSA （Fujitsu Semiconductor America)
 FSWP （Fujitsu Semiconductor Wireless Products）
 PSI （PFU Systems）

【情報セキュリティ評価報告書】
ファイアウォールとプロキシの管理
脆弱性管理
セキュリティ評価
セキュリティ設定の見直し
事故対応とフォレンジック調査

Fujitsu North American Companies: FNAC
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Fujitsu America Inc.の取り組み

SAS70

FAIはSAS70 Type II※1の監査を毎年受けており、ユー
ザ企業の監査要件を満たすために必要とされる管理レベ
ルとセキュリティレベルを保持していることを監査法人
（KPMG）によって検証されています。これらの評価は、
ダラス、サニーベール、コロンバスにある3つの主要な
データセンターに対して実施しています。

SAS70監査実施期間中は、FAIのセキュリティ基準に
対して、IT管理の設計と運用が効果的に実施されている
かを独立した立場である監査人によって監査を受けてい
ます。これにより、必要なセキュリティ基準を満たして
いることが保障されます。

SAS70の最終評価では、3つのデータセンターにおけ
るセキュリティプログラムについて、無限定適正意見※2

を得られました。これにより、取引先に対するFAIのセ
キュリティ対策状況の有効性を示されました。

PCI DSS

FAIの全ての拠点では、カード会員データを保存、処理、
または伝送するクライアントサーバーアプリケーション
が、PCI の RoC（遵守報告書）を維持することを義務付
けています。
この毎年実施される認証プロセスは、PCIセキュリティ

標準協議会によって指定されているものです。FAIは、
P C I  D S S※3の基準および要件に従って、P C I  Q S A
（Qualified Security Assessor：認定セキュリティ評価機
関）によって実施される厳格な評価審査を毎年受審して
います。FAIのシステムでは、一定のPCI DSSの要件を遵
守していることを実証するためにPCI ASV（Approved 

Scanning Vendor：認定スキャンベンダー）による継続
的な診断も義務付けており、インターネット接続環境の
脆弱性を診断しています。
〔※1〕SAS70 Type II：米国公認会計士協会（AICPA）が策定した受

託業務に関する内部統制の有効性を評価するための監査基準
書。一定期間、受託業務における内部統制の有効性を評価す
る目的ではType IIを用いる

〔※2〕無限定適正意見：監査人による監査の結果、財務諸表は適
正に作成されていることを表明する意見

〔※3〕PCI DSS：国際カードブランド5社が策定したクレジットカー
ド情報、取引情報の安全な管理を評価するためのクレジット
業界におけるグローバルセキュリティ基準

FAIでは、本番ネットワークへの移行が予定されている
全ての新しいサーバに対して脆弱性診断を実施していま
す。診断結果はリスクが許容可能なレベルであることを
実証するもので、リスクの脆弱性が完全に改善されるま

で、サーバが本番ネットワークに接続されることはあり
ません。既存のサーバに対しては、ネットワーク上に新
たな脆弱性が存在してないかどうかを見つけ出すために
年間を通して継続的な診断を実施しています。

FAIでのセキュリティ運用は、以下の3つの機能で構成
しています。
①情報セキュリティ－脆弱性管理、調査、レポート、ID
プロビジョニング、変更管理サポート、インシデント
対応
②セキュリティ基盤－ファイアウォール、プロキシサー
バ、IDSの管理

③MSSP－お客様向けセキュリティソリューションのサ

ポート（IDSのサポートを含む）
また、セキュリティ運用チームは、四半期ごとにデー

タセンター構内のワイヤレスネットワークの脅威を分析
し診断しています。
この診断によって、当社のセキュアなネットワークへ
の侵入ポイントとなりうる管理されていないワイヤレス
アクセスポイントを見つけ出しています。

脆弱性管理

セキュリティ運用

 ITセキュリティ評価

ダラス、サニーベール、 
コロンバスにある3つの
主要なデータセンター

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
評
価

SAS70

PCI DSS

内部脆弱性スキャン
 ／改善

ネットワーク
ペネトレーションテスト

すべてのFAI拠点

FAI内部ネットワーク

FAI内部ネットワーク

サニーベール コロンバス

ダラス

FNACのITセキュリティ評価
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安全な暮らしを支えるセキュリティ技術の研究開発

安全な暮らしを支えるセキュリティ技術の研究開発
クラウド・コンピューティングの時代を迎え、PCや携帯をはじめとするモバイル機器を使って、いつ
でも、どこでも安全にクラウドサービスが利用できることが求められています。富士通研究所では、
セキュリティ実現のための最先端技術の研究開発を推進しています。

富士通研究所では、企業における情報セキュリティガ
バナンスの実現やインターネット社会の安全性を実現す
るためのシステムセキュリティやセキュリティを支える
基盤技術である電子情報の暗号や秘匿化、人の認証を適
確に行うバイオメトリクス認証、紙媒体の情報を保護す
る紙の暗号化等、広範囲にわたる最先端技術の研究開発
を行っています。
特に、人の身体的特徴で本人を認証するバイオメトリ

クス認証については、手のひらの静脈パターンを非接触
で安全に認証する技術を世界で初めて開発しました。ま
た、パソコン向けの小型・高精度な指紋認証技術も開発
しています。
システムのセキュリティでは、脆弱性の少ないセキュ

アなシステムの構築・診断を行うための技術開発やクラ
ウド環境における新たなセキュリティソリューションの
研究開発を推進しています。 

クラウド利用は多様化しており、個人情報を安全に利
活用するとか、複数組織がクラウド上で共同開発を行う
などのシーンも増えてくると考えられます。第三者の運
営するクラウドに安心して機密データを預け、分析など
の処理を含めてデータを守るためには、従来の暗号化だ
けでは不十分です。そこで、我々はクラウド時代の新し
い情報漏えい対策として、クラウド間でやりとりされる
データに着目し、データ中の個人・機密情報を安全化し
たり、データの利用状況を見える化する技術を開発しま
した。（2010/10/19プレスリリース　http://pr.fujitsu.
com/jp/news/2010/10/19.html）
（1）データの秘匿化：例えば企業における検診結果の

ような情報は、クラウドに預けるのは抵抗があり
ますが、業界でうまく共有し、専門家が集計など
できれば新たな情報利活用につながります。

データの秘匿化は、外部クラウドとやりとりする
際に、データに含まれる機密部分を秘匿加工し、
データ自体を安全化してクラウドに送り、処理結
果は再び復元する技術です。個人を特定する情報
だけでなく、地域×月別の感染者数のような表デー
タも、元の数値が分からないよう乱数でスクラン
ブル操作を施した形でクラウドに送り、クラウド
上ではスクランブルを解くキーを使わずに集計す
ることができます。また、クラウドの集計結果も
利用者の持つキーに応じて、市町村レベルや県レ
ベルなど詳細度を変えて配信することも可能です。

（2）ロジック安全実行：社外に動かせない機密情報に対
しては、クラウド上のアプリケーションやデータ
を、プライベートクラウドの閉じられた実行環境
（サンドボックス）に移動させて安全に実行します。

富士通研究所でのセキュリティ技術の取り組み

クラウド間で安全に情報コントロールを実現

 クラウド間の情報コントロール

社外秘
治験データ検診

データ

ログ ログ
情報ゲートウェイ

保健師

専門医

トレース
モニタ

サンド
ボックス

秘
匿
・
復
元

×

業界クラウド健康管理システム 製薬会社プライベート
クラウド①データの秘匿化

プライバシー情報は安全
化して外部に渡す

③情報トレーサビリティ
クラウドをまたがってデータが
どう使われたか見える化

②ロジックの安全実行
機密データは外部に出さず
にサービスを利用

集計アプリ

分析アプリ

秘 秘

安全化
データ
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安全な暮らしを支えるセキュリティ技術の研究開発

近年、監視カメラなどの普及とともに、記録された映
像が証拠として使われることが多くなってきています。
映像データは、デジタルでの保存が便利ですが、一方
でデータの加工も容易です。このため、デジタル映像を
証拠とする場合、改ざんが行われていないこと（原本性）
の保証が求められ始めています。また、長時間の映像を
参考資料として利用する場合、利便性やプライバシー保
護のために、一般人が含まれる映像をカットする、犯罪
場面だけを抜粋するなど、映像の一部を公開することが
必要になります。このような場合、公開部分の映像につ
いても原本性が求められます。
このようなニーズに対応するため、記録映像の一部を
切り抜いても、裁判などに耐え得る証拠性・証明力を実
現する原本性保証技術を世界で初めて開発しました。
（1）撮影データの原本性を保証

撮影データに対して、原本性を保証する電子署名
（書面における印鑑に相当）を付加する技術を開発
しました。
富士通研究所が独自に開発した方式は、映像の最
小単位（例えば、映像のコマ単位）に対し、暗号
学的に安全なハッシュ関数でその特徴情報（改ざ
んの有無を確認する情報）を算出し、特徴情報に
対する電子署名とセット（原本検証データ）で管
理することで、撮影データの厳密な原本性保証を

実現しています。これにより、映像に改ざんがなく、
映像コマの順序が正しいことが保証されます。法
律でも証拠性が認められている電子署名を基にし
た方式のため、厳密な原本性保証が可能です。

（2）切り抜いても原本性を保証
映像コマ毎の特徴情報を「原本検証データ」とし
て管理することで、原本から切り抜いた一部の映
像に対しても、原本性を保証することが可能にな
ります。具体的には、元映像の一部を抜粋した切
り抜き映像と、原本検証データを公開し、切り抜
き映像から映像コマ毎の特徴情報を算出、原本検
証データ内の特徴情報と比較、一致確認を行うこ
とで、切り抜き映像の原本性保証を実現していま
す。これにより、犯罪場面だけを抜粋するなど、
必要な部分のみ切り抜いても、それが元の映像の
一部であることが確認できるため、証拠物件とし
ての活用が可能です。
本技術は、映像データの厳密な原本性が求められ
る場面、特に、監視カメラやドライブレコーダー
などの防犯・事故対策向け監視映像、医療業務（手
術）などの訴訟対策向け録画映像への適用が考え
られ、映像データの証拠性確保や証跡管理が要求
されるフォレンジックの分野で活用可能です。

（3）情報トレーサビリティ：クラウドのデータ入出力
を把握し、テキストの特徴を利用して機密情報が
不正に漏えいしていないかをチェックしたり、複
数のクラウドをまたがったデータのやり取りや利
用を視覚化することが可能です。クラウドに預け
たデータがどうなったか不明、という利用者の不
安を軽減します。

これらの機能は、情報ゲートウェイとして、企業側や
クラウドの出入口に配置することにより、利用者やアプ
リケーション開発者が意識することなく、クラウド間で
機密データを安全化してやりとりすることができます。
今後、オープンガバメントや、複数組織で新製品開発な
どの協業をクラウドで行うなどのシーンを支える必須技
術と考えています。 

切り抜き画像の原本性を保証する技術

 切り抜き画像の原本性保証

元映像

切り抜き映像

特徴情報を
コマ毎に算出

切り抜き

参考資料として見せたい
切り抜き映像と原本検証データを

公開して比較

原本検証データ

切り抜き映像が元映像の一部であることと、
その画像に改ざんがないことを保証可能

算出

3083676 9307212 87213170424592 5637868 7981663

5637868 7981663

比較・一致
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オフショア開発における取り組み

オフショア開発における取り組み
近年、中国を中心に海外の会社と連携したオフショア開発の機会が増えています。富士通グループでは、
このようなオフショア開発の場合においても、情報セキュリティ対策を実施し、国内と同等の情報セ
キュリティ維持に取り組んでいます。

オフショア開発の一般のお取引先および、富士通グ
ループの中国主要5社※では、富士通が定めた受託情報
の取扱いを規定した ｢受託者用情報管理要領｣ を取り交
わし、遵守しています。さらに、オフショア開発で特に

留意すべきことを抽出し、自社で「情報管理規程」を定
め、遵守しています。
〔※〕北京富士通、富士通西安、福建富士通、南京富士通、
　　  江蘇富士通 

専用ネットワークの使用

富士通／グループ会社に閉じたネットワーク（FJ-WAN)
を敷設し、国内と同等の情報セキュリティを確保してい
ます。また、より高いセキュリティの確保が必要なプロ
ジェクトでは、FJ-WAN内にサーバを設置し、オフショ
ア開発の受託会社（オフショア会社）側からリモートア
クセスで開発を実施し、オフショア会社側にプロジェク
ト資産を一切残さない開発形態を実現しています。

専用プロジェクトルーム設置

施錠管理のできる専用プロジェクトルームを設置し、
IDカードや暗証番号により、開錠時刻・開錠者、施錠時
刻・施錠者を管理しています。
また、プロジェクトルームへ手荷物持込を一切禁止し、

USBメモリやCD-ROMの使用をサーバ制御することで、プ
ロジェクトルーム外への情報資産持出しを防いでいます。

現地でのセキュリティ監査

プロジェクトによっては必要に応じて開始時／実施中
／終了時にセキュリティ監査、定期チェック、データ削
除確認を実施しています。また、ご希望に応じてお客様
自身がオフショア会社の開発現場の視察、監査を行って
頂くケースもあります。

啓発活動とリスク管理委員会

「受託者用情報管理要領」を要約した中国語版「セキュ
リティハンドブック」の配布、および2010年度は自主
学習用の「情報セキュリティ教育」教材を開発しオフショ
ア会社へ配布し、情報セキュリティの啓発活動を支援し
ています。また、オンサイトで作業を行うSEに対して
は各プロジェクトの情報セキュリティ管理責任者が情報
セキュリティ教育を実施しています。
さらに、オフショア会社社内にリスク管理委員会を設

立し、リスクの発生予防と、発生したリスクの対応につ
いてリスクマネジメントを推進しています。

情報セキュリティ国際規格の取得 

オフショア会社においては、情報セキュリティネジメ
ントシステム国際規格（ ISO/IEC 27001）に基くISMS認
証を取得しています。未取得の会社も、認証取得に向け、
順次手続きを進めています。

海外委託先の情報セキュリティ状況の把握

2010年度、海外委託先に対して、情報セキュリティ
に対する対策状況の調査を実施しました。ご回答いただ
いた情報を基に、海外委託先個別の脆弱事項、共通の脆
弱事項にわけ、オフショアビジネスにおける情報セキュ
リティ強化施策の策定を実施しています。

契約上の対策

開発環境における対策例

 開発環境イメージ

富士通グループ
オフショア会社

専用プロジェクトルーム

国内のプロジェクト
ルーム

ェクトプ
社

FJ-WAN
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お取引先における情報セキュリティ事故としては、
ファイル交換ソフトによるインターネットへの情報流
出、不注意による紛失・盗難、電子メール・FAXによる
誤送信などの種類がありますが、いずれについても、対
策の徹底・浸透により減少傾向にあります。

2010年度は、従来の施策に加え、より現場に密着し
た対策を実施しました。
① お取引先社内の情報セキュリティ強化（お取引先向け
情報セキュリティ教材、出前研修会）
② 個人情報保護法に基づく、受託個人情報を委託するお
取引先の選定、管理・監督強化
③ 富士通グループの情報セキュリティガバナンス強化

お取引先選定

新規のお取引先選定においては、候補会社の情報セ
キュリティ状況を確認すると共に、業務委託時の情報セ
キュリティ管理、個人情報の取扱いに関する要求事項に
ついて、契約で合意を得られるお取引先に限定してい
ます。
また、個人情報保護法に基づき、委託先の選定も含め、
お取引先の管理監督を実施しています。

情報セキュリティ教育・啓発 

受託側のお取引先への教育・啓発だけでなく、依頼側
の富士通グループに対しても、定期的なeラーニングを
はじめとする教育実施、教材提供、最新セキュリティ情
報、情報セキュリティ強化ツールの提供を行っています。
● お取引先向け、情報セキュリティ研修会の開催
～情報セキュリティにおけるプロの自覚～
・2010年12月　約1,400名／約1,300社
　アンケート結果　98%が理解と回答

●お取引先向け、出前研修会の継続実施
2009年度実施に引き続き、2010年度もお取引先より
の要請にて講師を派遣し、お取引先従業員向けの研修
会を実施　約70社／約1,500名受講
累計　約130社／約1,900名

●富士通社内向け、「委託先の管理・監督eラーニング」
を実施
・2010年12月　約16,000名

●お取引先社内向け情報セキュリティ教育教材の提供

情報セキュリティ状況確認

富士通グループとお取引先間の基本契約に則し、定期
的に、情報セキュリティ対策の状況確認を実施し、確認
結果に基づいた是正計画と、実施の指導および、是正結
果の確認を行っています。また、情報セキュリティ事故
発生お取引先に対しては、情報セキュリティ事故発生時

富
士
通
グ
ル
ー
プ

お
取
引
先

基本契約

1 お取引先選定
2 情報セキュリティ教育・啓発
3 情報セキュリティ状況確認
4 情報セキュリティ事故対応支援
5 情報セキュリティ状況評価
6 情報セキュリティ情報の共有

“現場”“現物”“現実”

お取引先と連係した
セキュリティ向上策

PLAN

DO

CHECK

ACT

お取引先と連携した情報セキュリティ向上策

お取引先と連携した情報セキュリティ向上策

最近の情報セキュリティ事故の傾向と対策

富士通グループの事業活動は、その付加価値の基となるさまざまなソフトウェア、サービス、物品、
部材などを提供していただいているお取引先に支えられています。
この中にあって、富士通グループとお取引先とは、FUJITSU Way企業指針に基づき、相互に切磋琢磨
を積み重ねることにより長期的な信頼関係を構築し、良きパートナーとしてお互いが自己の力をより
一層発揮し、共に繁栄・存続していく、共存共栄の関係を築いております。
富士通グループはお取引先とともにサプライチェーン全体で「情報セキュリティ事故撲滅」を掲げ、
情報セキュリティ事故の予防・再発防止策に関して教育、啓発、監査、情報共有などの施策を継続的
に実施し、情報セキュリティの維持に配慮した事業活動を推進しております。

 お取引先と連携したセキュリティ向上策

 情報セキュリティ事故件数の推移

41.1%
29.0%

12.1% 12.1% 6.5%
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29.0%

12.1% 6.5%
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100.0%

66.4%

35.5%
25.2%

17.8%
5.6%
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50%
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※2006年の情報セキュリティ事故件数を100としたときの比率

メール誤送信　他
ファイル交換ソフト
盗難・紛失
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に是正勧告、是正の確認を実施しています。
●2010年度監査　約140社（累計　約 1,100社）
● 主要お取引先に対する、個人情報管理を含めた情報セ
キュリティ状況調査の実施
● 依頼元などの要請にて、お取引先、プロジェクト等の
情報のセキュリティ要求事項を含めた点検を実施して
います。

情報セキュリティ事故対応支援

情報セキュリティ事故発生時に、お取引先を含む現場
部門と連携し、漏洩情報の影響度調査などの初動調査お
よび、対応支援を行っています。

情報セキュリティ状況評価

情報セキュリティ状況確認、情報セキュリティ事故対

応などの状況を基に、お取引先の情報セキュリティの状
況を評価しています。また、重大な問題が発覚した場合
や、改善が見られない場合は、取引の見直しや新規発注
停止なども必要に応じて実施しています。

情報セキュリティ情報の共有

お取引先に情報セキュリティ責任者を設置し、また、
富士通グループを含め、情報セキュリティに関する最新
情報の共有をタイムリーに行っています。
● 最新の情報セキュリティ情報の共有を目的に2009年

4月より「情報セキュリティの広場」を隔月に発刊し
ています。啓発ポスターを提供し、情報セキュリティ
事故抑止を行っています。 

 お取引先の情報セキュリティ／個人情報保護状況調査票、評価表

 お取引先向け情報セキュリティ教育教材
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富士通の情報セキュリティソリューション

「お客様起点」のソリューション体系

「SafetyValue」のソリューション体系は、ご利用いた
だくお客様の組織上の役割と責任に合わせ、お客様視点
のソリューションとして再編しています。
お客様自身による現状把握し経営判断を支援する徹底
した見える化、情報資産の徹底活用を目指した先進IT環
境への対応および利便性向上を目指しています。
具体的には、お客様の「経営層」、「情報システム部門」、

「人事・総務部門」の組織に対応付けた「安心安全マネ
ジメント」、「情報セキュリティ」、「事業継続」、「フィジ
カルセキュリティ」の4分野で構成しています。（詳細
は右図参照）

本稿ではお客様の「情報システム部門」に対応付けた
「情報セキュリティ」の分野に注力し、お客様が抱える
課題を的確に解決するソリューションを紹介します。

情報セキュリティガバナンスの確立をご支援

富士通では、お客様組織の情報セキュリティガバナン
スを実現するサービスを開発し提供してきました。
これは、富士通が独自に確立したプロセスに基づき、
お客様システムが抱えるセキュリティリスクを「見える
化」を行い、最適な改善対策の立案、要件定義、設計構
築を行います。また、24時間365日体制によるモニタリ
ングを実施することで、セキュリティ面を確保した上で
お客様業務の運用を支援します。お客様の業務に適切な

セキュリティ対策の定着状況やセキュリティ対策の実施
状況を計画的に確認するために、また経営判断が困難な
セキュリティ対策の投資対効果を有効性の観点から評価
するために、経営課題を整理分析し対応策を的確に提案・
支援します。
この富士通の豊富なノウハウに基づくコンサルテー

ションおよびセキュアなインフラに基づく高品質なサー
ビスを活用することでクラウド時代に適合したお客様の
コーポレートガバナンスの確立を強力に支援します。

富士通の情報セキュリティソリューション

SafetyValueの特長

情報セキュリティ

クラウド時代を見据えた富士通の安心安全ソリューション　SafetyValue　
近年、事業の発展に加え、セキュリティ事故や災害発生、新型インフルエンザなどの有事の際におい
ても、ビジネスの信頼性と継続性を確保することが経営上最重要課題となっています。内部統制や
CSRの観点からも、コーポレートガバナンスに欠かせない情報セキュリティガバナンスの確立が必要
不可欠です。富士通では、お客様の経営課題に応えるため、統合リスクマネジメントを実現する安心
安全ソリューション 「SafetyValue」を提案します。

安心安全マネジメント

経営層
経営の視点でセキュリティ／事業継続に取り組むための
方針策定と、改善に向けた適切な現状把握を支援

情報セキュリティ

情報システム部門
情報資産を様々な脅威から守り、業務の信頼性を保証する
ために必要となるソリューションを提供

事業継続

情報システム部門
事業継続性を高めるために必要となる対策と継続的改善
活動を支援するソリューションを提供

フィジカルセキュリティ

人事・総務部門
人や建屋、オフィス等、コーポレート部門のお客様の課題
解決を支援するセキュリティソリューションを提供

 SafetyValueの体系と説明
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富士通SafetyValueのソリューションメニュー

情報セキュリティガバナンスを踏まえた情報セキュリ
ティ対策は、セキュリティ対策の有効性や効率性を考慮
した上で検討する必要があります。富士通ではお客様が
企業戦略投資する際に必要な、費用対効果を踏まえた最
適な解決策を基に実現できる情報セキュリティガバナン
スの確立を支援します。
富士通では、情報セキュリティガバナンスの確立を実
現するため、11のソリューションを提供しています。
例えば、セキュリティ可視化コンサルティングでは、

セキュリティマネジメント、セキュリティコントロール、

セキュリティリスク、セキュリティトレーサビリティの
4つの観点からの可視化を進め、課題確認から適用領域
の定義、要件定義、指標設計、検証までの一連の作業を
富士通独自の手法で提供しています。これにより、リア
ルタイムでお客様の情報資産とそのリスク状況が把握で
きるダッシュボードを構築することができ、お客様のセ
キュリティ対策の現状を「見える化」することができます。
この様に、情報漏洩事故、内部犯罪、インターネット

からの攻撃など様々なセキュリティリスクに対応するソ
リューションをお客様に提供することにより、お客様情
報資産の強固な保全と、ITによる利便性向上の両立をは
かり、情報セキュリティ対策の支援をしていきます。 

計　画 実　装 モニタリング 評　価

【情報資産の見える化】
・資産場所の確認
・資産価値
・リスクの分類
・コントロールの重複性
・投資効果
・業務阻害とのバランス
・可用性

【方針立案】
・セキュリティ目標設定
・ポリシー策定・改定
・受容リスクの提示
・管理策の策定
・モニタリング計画の策定
・教育計画
・セキュリティ委員会

【要件定義】
・セキュリティ要件の明確化
・非機能要件の明確化
・セキュリティ要件定義の
　策定
  （セキュリティ対策の共通
    方針策定）

【構築】
・フィジカルセキュリティ
・認証／ID管理
・インターネットセキュリティ
・アクセス管理（サーバ特権）
・PCセキュリティ
・Webアプリセキュリティ
・DBセキュリティ
・暗号化

【不正検知モニタリング】
・入退室管理
・IDS／IPS監視
・アクセス違反
・ウイルス監視

【コントロールモニタリング】
・アクセスログ
・サーバ特権
・暗号管理

【マネジメントモニタリング】
・委員会運営
・教育受講率
・監査状況

【目的／目標の達成度評価】
・セキュリティ監査実施
・モニタリング情報の
　分析・評価
・投資対効果の評価

レポーティング

【セキュリティ報告書】
・監査会社へ提示
・認証機関へ提示
・CSR
・対外表明

【不正アクセス報告】
【セキュリティ目標・管理策の
　達成度報告】

情報セキュリティ

セキュリティ統制

詳しくはこちら http://jp.fujitsu.com/solutions/safety/secure/

ITを含む、企業活動全体の視点から継続的なセキュリティ対策を捉え、組織の「情報セキュリティガバナ
ンス」の実現を支援

情報セキュリティ可視化 情報セキュリティガバナンス確立を支援する、情報セキュリティの可視化とモニタリングを実現

セキュリティコンサルティング 情報セキュリティ基本方針の策定からマネジメントの定着まで、組織の情報セキュリティマネジメントの
確立を総合的に支援

不正アクセス対策 24時間365日のセキュリティ監査をはじめ、企画・策定／対策実施／監査／監視等のセキュリティサイク
ルを実現

持ち込みPC対策 持ち込みPCによる機密情報の漏洩やウイルス被害などの脅威から、お客様のシステムを守る環境を実現

メールセキュリティ 誤送信対策やウイルス対策、証跡保全など、電子メールを安全に利用するためのセキュリティ対策をトー
タルに支援

認証・ID管理 生体認証や電子証明書、ユーザアカウント情報を統合管理するディレクトリ商品により、情報セキュリ
ティの基盤となる認証および利用者情報の運用管理を支援

印刷セキュリティ 印刷文書を管理／保護する製品群と印刷時の個人認証機能を提供し、印刷物からの情報漏洩対策を実現

PCI DSS PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard：ペイメントカード業界データセキュリティ
基準）のクリアを支援するセキュリティ対策を提供

情報漏洩対策 個人情報保護・情報漏洩防止のため、情報管理のポリシー作成や策定／暗号化機能等を提供

ウイルス対策 コンピュータウイルス対策のため、防御／駆除／監視／復旧支援等のサービスを提供

 SafetyValueの体系と説明

 富士通の情報セキュリティガバナンス確立プロセス

 情報セキュリティ11分野のソリューション
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第三者評価・認証

富士通およびグループ会社における、一般財団法人日
本情報経済社会推進協会※（ JIPDEC）からのプライバシー
マーク登録状況は、以下のとおりです。
〔※〕2011年4月1日から現組織名に変更

富士通株式会社
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
株式会社富士通アドバンストソリューションズ
富士通アプリコ株式会社
株式会社富士通HRプロフェショナルズ
株式会社ABシステムソリューション
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
富士通エフ・オー・エム株式会社
株式会社富士通エフサス
株式会社富士通岡山システムエンジニアリング
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング
株式会社富士通鹿児島インフォネット
株式会社富士通関西システムズ
株式会社富士通九州システムズ
株式会社富士通クレジットソリューションズ
富士通コミュニケーションサービス株式会社
富士通コワーコ株式会社
富士通CIT株式会社
株式会社ジー・サーチ
株式会社富士通四国インフォテック
株式会社富士通四国システムズ
株式会社富士通システムソリューションズ

株式会社富士通総研
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ
株式会社富士通中国システムズ
株式会社富士通中部システムズ
トータリゼータエンジニアリング株式会社
富士通トラベランス株式会社
株式会社富士通東北システムズ
株式会社富山富士通
株式会社富士通長野システムエンジニアリング
株式会社富士通新潟システムズ
株式会社富士通パーソナルズ
株式会社富士通パブリックソリューションズ
株式会社富士通ビー・エス・シー
株式会社PFU
富士通フロンテック株式会社
株式会社富士通フロンテックシステムズ
株式会社ベストライフ・プロモーション
株式会社富士通北陸システムズ
株式会社富士通北海道システムズ
株式会社富士通マーケティング
株式会社富士通山口情報
株式会社ユーコット・インフォテクノ
株式会社富士通ラーニングメディア
株式会社ライフメディア
株式会社富士通ワイエフシー

富士通およびグループ会社において、情報セキュリ
ティマネジメントシステム国際規格ISMS（ ISO/IEC 
27001）に基づくISMS認証を取得した組織を持つ会社
は、以下のとおりです。

富士通株式会社
株式会社富士通ITプロダクツ
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
株式会社富士通アドバンストソリューションズ
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
株式会社富士通エフサス
株式会社富士通鹿児島インフォネット
富士通関西中部ネットテック株式会社
株式会社富士通九州システムズ
株式会社富士通クレジットソリューションズ
富士通コミュニケーションサービス株式会社
株式会社富士通四国インフォテック
株式会社富士通四国システムズ
ジスインフォテクノ株式会社

株式会社富士通システムソリューションズ
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
株式会社富士通総研
株式会社富士通中部システムズ
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング
株式会社富士通東北システムズ
株式会社富山富士通
株式会社富士通長野システムエンジニアリング
ニフティ株式会社
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
株式会社富士通ビー・エス・シー
株式会社PFU
株式会社富士通マーケティング
株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ
富士通ミドルウェア株式会社
富士通モバイルフォンプロダクツ株式会社
富士通リース株式会社
株式会社富士通ワイエフシー

第三者評価・認証
富士通および富士通グループ会社は、情報セキュリティの取り組み、人的スキル、および製品に対す
る第三者の評価・認証の取得を積極的に進めています。

プライバシーマーク登録状況

ISMS認証取得状況
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会社名 格付スコープ 格付符号

富士通株式会社
館林システムセンター AAAis

明石システムセンター AA+
is

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

横浜データセンター AAAis

中部データセンター AA+
is

九州データセンター AA+
is

株式会社 富士通エフサス 東京LCMサービスセンター AA-
is

株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ソフトサービス事業 A+
is

株式会社 PFU
プロダクトビジネスに係る情報セキュリティ格付 A+

is

ソリューション及びサービス事業に係る情報セキュリティ格付 A+
is

情報セキュリティ格付とは、企業や組織が取り扱う技
術情報、営業機密、個人情報などの情報について、漏え
い、改ざん、サービス停止などの事故が起きないかどう
か、そのセキュリティ水準を示す指標です。

株式会社アイ・エス・レーティングより付与された、
富士通グループの情報セキュリティ格付けの取得状況は
以下の通りです。

セキュリティ評価基準の国際標準であるISO/IEC 
15408に基づいて、評価認証された代表的なIT製品は、
以下のとおりです。
●Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition
● Systemwalker Operation Manager Enterprise 

Edition
●Symfoware Server Enterprise Extended Edition
●Interstage Application Server Enterprise Edition

●Interstage Security Director
●OS IV/MSPセキュアAF2
● IPCOM EXシリーズ ファームウェア セキュリティ
　コンポーネント
●Si-R Security Software（ルータ、スイッチ）
●SR-S Security Software（ルータ、スイッチ）
●SafetyDomain（認証制御ソフトウェア）
●PalmSecure（手のひら静脈認証装置）

特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会
（ JASA）は、経済産業省が2003年4月に施行した「情報
セキュリティ監査制度」に基づいた情報セキュリティ監
査を実施する監査人を認定する団体です。資格区分とし
ては、「公認情報セキュリティ主任監査人」、「公認情報
セキュリティ監査人」、「情報セキュリティ監査人補」、「情
報セキュリティ監査アソシエイト」があります。

富士通およびグループ会社では、有資格者が社内の内
部監査やお客様からのご依頼に対する情報セキュリティ
監査に活躍しています。富士通およびグループ会社の
JASAの監査人資格を有する人数は、次のとおりで国内
で最も多い資格者を有しています。
＜126名＞

富士通およびグループ会社において、ISMS審査員の資格を有する人数は、次のとおりです。
＜156名＞

情報セキュリティ格付けの取得状況

ITセキュリティ評価認証の取得状況

ISMS資格取得状況

JASA監査人資格取得状況
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