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本報告書の概要

報告対象期間・範囲
  本報告書は、富士通グループの2012年3月時点に於ける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。

報告書の発行時期
  本報告書は2012年5月に発行しました。

Microsoft、Active Directory、SharePoint、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
ITIL®は英国その他の国において英国の Office of Government Commerce の登録商標です。
その他、本報告書に記載されている会社名、商品名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
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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、
社会を大きく変えてきましたが、現在ICTの利用は新しい時代を迎えようとしています。スマート
デバイスやクラウドの普及によって、コンピュータやネットワークを意識することなくその恩恵
をいつでもどこでも享受できる時代、すなわち、人が主役の、ヒューマンセントリックなICT社会
が実現しようとしています。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、人に優しい豊かな
インテリジェントソサエティの実現をめざしていきます。
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、

機密保持の厳守を要求し、「富士通グループ情報セキュリティ基本方針」を定めて情報セキュリ
ティの推進に取り組んでいます。また、この基本方針に基づいて情報セキュリティに関する五つ
の関連規定を装備し、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 2012」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。

富士通株式会社
代表取締役社長

山本  正已

富士通が考える情報セキュリティ

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

企
業
理
念

「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
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。
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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ていま
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。

 コーポレートガバナンス体制
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● 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

FUJITSU Way
内部統制部門
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指
名
委
員
会
・
報
酬
委
員
会

答申・提案

内
部
監
査
部
門

会
計
監
査
人

会
計
監
査
／

内
部
統
制
監
査

（
経
営
監
査
本
部
）
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（業務執行の決定機関）

代表取締役社長

株主総会

リスクマネジメント

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、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し、また、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
トの実践と継続的改善を行っています。

 リスクマネジメントの実践と継続的改善

お客様 社員
株主・
投資家

お取引先

社会FUJITSU Way

PL
AN DO

AC T
CHECK

事業
活動

ステークホルダー
への貢献
ステークホルダー
への貢献

企業価値の
持続的向上
企業価値の
持続的向上 リスクマネジメント

の実践と
継続的改善

また、富士通グループは、FUJITSU Wayに基づくリス
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。

 リスクマネジメント体制

富士通グループの情報セキュリティ
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

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

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

本社リスク管理部門
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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。

情報セキュリティについて

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。

富士通グループ 情報セキュリティ基本方針

 情報セキュリティ関連規定体系

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します。

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。

取組みの原則目的

富士通グループの施策

富士通グループ情報セキュリティ基本方針

実施手順

海外グループ会社

Information Systems
Security Policy など

会社ごとに規程、 
ポリシーなどを整備

実施手順

国内グループ会社

ICTセキュリティ情報管理

情報管理規程

他社秘密情報管理規程

個人情報管理規程

情報システム 
セキュリティ規程

Fujitsu PKI※ 利用規程

〔※〕 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。
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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。

 eラーニング画面

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。

 情報管理 徹底宣言のシール

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・紛失事故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月に富士通全社でプライバシーマー

クを取得し、2年ごとに更新しています。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
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。

「情報管理ハンドブック」画面

富士通グループの情報セキュリティ
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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ICT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等の活動を通し、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

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ICTの一体化を推進しています。

SBG部門
ICT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、ICT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ICT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ICTサービスソリューション
を提供しています。

ビジネスグループ単位での情報セキュリティ

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

〔ICT 基盤サポート〕

S
B
G
部
門

海
外
部
門

〔※〕 SBG：ソリューションビジネスグループ

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
部
門

※

富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012 富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012 07富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012 富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012



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、ICT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の部署を置いています。

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ICT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。ICT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IC T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IC T
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

ITセキュリティの枠組み

ITセキュリティへの取り組み
ICT（情報通信技術）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 ICT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

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
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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ICT資
産管理は、財産管理の役割だけでなく、ICT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ICT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、IC T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

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、リモートデータ消去ソリューショ
ン「 CLEARSURE（クリアシュア）」としてお客様に提
供しています。
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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
専門部隊によるファイアーウォールなどのゲートウェ
イシステムの設置・運用
部門が行う接続の審査・許認可
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、機器管理状況の
確認、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
モバイル機器への対応
パソコンやスマートデバイス※を使って、社外からイン
トラネットへ接続して安全に業務を行う環境の整備と
運用

〔※〕 スマートデバイス：スマートフォンやタブレット端末のこと。

新たな脅威への対応
標的型メール攻撃やAPT （Advanced Persistent 
Threat） などの新たな脅威の動向分析・情報収集
攻撃手法と対応の研究
利用者への啓発・教育活動

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。「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、世界
中のグループ各社におけるイントラネットの構築と利用
を共通のポリシーに基づき統制します。

ITセキュリティへの取り組み

 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

イントラネット利用の統制
世界中の富士通グループの統制
共通ポリシーの適用

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

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

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

 セキュリティカードの利用

文書決裁
電子署名の付与

入室管理
セキュリティドア

ログイン認証
業務システム利用の

PKI認証

リモート接続認証
社外からの接続の

PKI認証

10 富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012 富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012 富士通グループ情報セキュリティ報告書 2012



クラウドサービス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、
俊敏性などを実現する新しいスキームです。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現されているセキュリティへの取り組みをご紹介
します。

新たなICTの利用形態であるクラウドには、設計・構
築の簡易化など多くの利点がある一方、セキュリティの
脅威も存在します。例えば、クラウドでは多くの利用者
アカウントや複数の利用者のデータが同一のICTリソー
スに存在するため、攻撃された場合の影響が大きくなる
可能性があります。またクラウドで用いられている仮想
化技術の脆弱性を利用した攻撃や、クラウド環境を攻撃
の道具として悪用して第三者に対して攻撃が仕掛けられ
る可能性、さらにクラウドの基盤を支える事業者内部の
不正行為も懸念されます。

このような脅威に対して、ネットワークやサーバ、
Webアプリケーションにおいて、境界防御・多層防御
を施す従来のセキュリティの考え方はもちろん大切で
す。一方で、仮想化技術に関連するリスクや、ICTリ
ソースの責任分界点が変化することによるマネジメント
上のリスクなど、クラウドならではの特徴を考慮する必
要もあります。その上では、クラウドサービスの提供者
と利用者がそれぞれの責任範囲を認識し、互いに協調す
ることが重要になります。

クラウドサービスの利用者と事業者の協調に関して経
済産業省は「クラウドサービス利用のための情報セキュ
リティマネジメントガイドライン」を公開しています。
富士通では、このガイドラインを参考にクラウドサービ
スの導入をお客様が検討するにあたり、必要となる情報
を11の視点で整理しています。

11の視点

富士通の情報セキュリティの基本方針は、富士通グ
ループの理念・指針である「FUJITSU Way」に基づいて
います。また海外の関連会社を含む全社統一の「富士通
グループ情報セキュリティ基本方針」を定め、この方針
に従って関連規定を整備して、情報セキュリティ対策を
実施しています。
またクラウドサービスにおける情報セキュリティ対策
を適切に実施するために、富士通では経営者層を委員長

とする「クラウドセキュリティ委員会」を組織していま
す。ここでは、第三者性を確保するために外部の有識者
も交え、クラウドサービスにおける定常的なリスク分析
や監査を行い、リスクへの対応方針を決定しています。
富士通のクラウドサービスでは、サイバー攻撃や内部

不正からシステムを守るために、電子証明書を用いた認
証・ID管理、通信やストレージの暗号化、統合管理コン
ソールによる集中監視などのセキュリティ対策を実施し
ています。
また、富士通のIaaS 「FGCP/S5」では、Web、アプリ

ケーション、データベースの三階層からなるセキュアな
システム構築を可能としており、オンプレミス環境と同
様の信頼性の高いシステムを実現できます。
さらに富士通のクラウドサービスを支える設備は、堅

牢なデータセンターのサーバルームに設置されており、
装置・部品・ネットワークは完全に冗長化されていま
す。これらの設備は、訪問者の入退室を管理する手のひ
ら静脈認証装置や、データセンター内の作業者の所在地
を管理する監視カメラやRFIDタグなどの技術により保
護されています。
これらの情報セキュリティ対策を含む富士通のクラウ

ドサービスを支えるシステムは、ITIL®に基づいた運用
手順に従って、管理されています。
富士通は、これらの情報セキュリティ対策を継続的に

実施、改善し、クラウドを取り巻く脅威に対応していき
ます。ここでは紹介しきれなかった富士通の取り組み
を、ホワイトペーパー「クラウドセキュリティに関する
富士通の取り組み」としてWebサイトで公開していま
すので、是非ご覧ください。

クラウド・コンピューティングの課題

富士通の取り組み

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

情報セキュリティの基本方針
セキュリティのための組織
資産の管理
人的資源のセキュリティ
物理的および環境的セキュリティ
通信および運用管理
アクセス制御
情報システムの取得、開発および保守
情報セキュリティインシデントの管理
事業継続管理
順守
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クラウドサービスにおけるセキュリティ対策

富士通は日本と同品質のクラウドプラットフォームを
海外5ヵ国に展開しています。
富士通グループでは、海外の関連会社を含む全社統一
の情報セキュリティポリシーを定め、各国において適切
に個人情報の管理を行っています。このポリシーのも
と、富士通のクラウドサービスではグローバルな運用管
理を一元化し、日本主導の運用管理体制を構築してい
ます。
また富士通のクラウドサービスでは、世界中のお客様
からの問い合わせに対する共通のサポートセンターと技
術的な問題を解決するバックラインサポートセンターを

設置しています。この体制により世界中のどこででも標
準化されたグローバルサポートを提供しています。
海外の関連会社では、お客様が安心して富士通のクラ

ウドサービスを利用していただくために、クラウドサー
ビスに携わる従業員に対して入社から退職にいたるまで
のライフサイクルマネジメントを徹底することで、内部
不正による情報漏えい対策を実施しています。
さらに海外の主要な関連会社では、ISMS認証を取得
するなど、データセンターの品質向上やサービスの付加
価値を高めるための様々な認証を取得しています。

今日のビジネスに求められる「トラステッド（高信頼）」
なクラウドを実現するために、富士通はクラウドのセ
キュリティを専門的に扱う「富士通クラウドCERT」を
2010年に設立しました。CERTは、Computer Emergency 
Response Teamの略であり、コンピュータ環境で発生
する緊急事態に迅速かつ的確に対応するための専門チー
ムを意味します。富士通クラウドCERTは、米カーネ
ギーメロン大学によって公式にCERTの名称使用を許諾
された、世界で最初のクラウドCERT組織です。
富士通クラウドCERTは、クラウド環境を各種のセキュ
リティ脅威から守り、お客様のビジネスを支えるために、
グローバル規模で以下のような活動を行っています。

① 情報セキュリティ運用
お客様に安心して富士通のクラウドサービスを利用し
ていただくために、クラウドサービス基盤に対する脆弱
性診断やモニタリングなどの情報セキュリティ対策を実
施し、24時間365日体制で運用します。

② 緊急対応
予期できないセキュリティインシデントに対して適切
に対処するために、インシデント発生時のプロセスを定
め、万が一のインシデント発生時には、事象の識別・解

決・被害局所化を迅速かつ確実に実施します。

③ 情報セキュリティマネジメント
お客様の大切な情報を守るために、富士通クラウド
サービスにおける「人」「モノ」「情報」を適切にマネジ
メントし、情報セキュリティガバナンスを実践します。
さらに、日本シーサート協議会、FIRSTなどのセキュ

リティ関連団体に加盟し、グローバルなクラウドセキュ
リティの向上のために活動しています。

海外での取り組み

富士通クラウドCERTの取り組み

 富士通クラウドの海外拠点

日本

オーストラリア

アメリカ

シンガポール

ドイツ
イギリス

Sunnyvale
データセンター
（カリフォルニア）

Stevenage
データセンター

Neuenstadt
データセンター
（ドイツ南部）

（ロンドン）
Fujitsu East
データセンター
（シンガポール東部）

館林システム
センター
（群馬県）

Homebush
データセンター

（シドニー）

3

2

外部団体連携
情報セキュリティ
マネジメント

緊急対応

適切にマネジメントした
情報セキュリティ
ガバナンスを実践

1

富士通
クラウドサービス

外部団体との連携により、
高度化／複雑化する

セキュリティ攻撃に対して対処

情報セキュリティ
運用

脆弱性診断／モニタリング
24時間365日運用

富士通クラウドCERT

事象の識別・解決
被害局所化を迅速に実施
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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。

 SBG情報セキュリティガバナンス

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、①ICT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、ICT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・パシ
フィック、中国まで幅広い国・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、約100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

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

本部 グループ会社

評　　価

方向付け チェック・モニタリング

Plan

Do

Check

Act

PLAN

DO

CHECK

ACT

Plan

Do

Check

Act

PLAN

DO

CHECK

ACT

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）

85本部

55社

委員長：
取締役執行役員副社長

　　　     石田 一雄

事務局
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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。

 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

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、563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840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、
141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

ソリューションビジネスグループの取り組み

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
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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（以下、お客様納入システムと略す）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」と略す）を定め、お客様にシステムを
納入する前に「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。

お客様納入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」
に分けて運用しています。

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、お客様納入システムの
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
様納入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。

情報セキュリティ監査

SBGでは各本部、グループ会社で行う内部監査と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運用状
況、定着度を確認しています。
内部監査では、「情報セキュリティ監査人教育」を修

了した監査人が中心となり監査を実施しています。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
監査組織に所属しないJASA監査人資格を保有する監査
人とが監査チームを組み、監査を実施しています。
その他、必要に応じて富士通グループ内の特定プロ
ジェクトや本部、グループ会社に対して、特定の監査
テーマを設定し、委員会事務局の専門家が個別にセキュ
リティ監査を実施しています。

   情報セキュリティ活動の可視化イメージ
【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可視化
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。
これらの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することが有効です。

SBGでは定期的に事件・事故情報を収集してリスク評
価を行い、再発防止のための喚起を行っています。
また、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、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。具体的には、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
任者別に階層化することで可視化し表示しています。 
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。

 お客様納入システムのセキュリティ監査

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!!

セキュリティ監査制度

Webアプリケーション
セキュリティ問診

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
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製品のセキュリティ
パソコンに代表されるパーソナル製品は、企業においてもエンドポイントとして多くのセキュリティ脅威

にさらされています。富士通のパーソナル製品の開発では、運用シーンごとに想定される脅威に対し、
最適な安全策を施せるようなセキュリティ機能の提供に取り組んでいます。

パソコンに代表されるパーソナル製品は、機密情報
や個人情報など企業における情報資産を取り扱うエン
ドポイントとして、重要な役割を担っています。さま
ざまな環境で、さまざまな人に利用されるため、パソ
コンの紛失・盗難、不正アクセス、データの改ざん、
コンピュータウイルスなど、多くのセキュリティ上の
脅威にさらされており、適切な対策が求められていま
す。そこで富士通では、停止時、起動・ログオン時、
利用中、廃却時といったパソコンの運用シーンごとに
想定される様々な脅威に対して、お客様の利用方法に
応じた最適な安全策を施せるようなセキュリティ機能
の提供に取り組んでいます。

停止時
パソコン本体やハードディスクの紛失・盗難といった
脅威があります。本体の盗難を防止するためのケーブル
ロック穴、盗難された際にデータを盗み見られないよう
にする暗号化機能付ハードディスク装置、紛失・盗難時
に遠隔でハードディスクのデータをロック／無効化する
リモート消去などの対策がとれます。

起動・ログオン時
不正使用、なりすましといった脅威があります。

BIOSやOSで用意されているパスワード認証に加えて、
スマートカードやFeliCaによる所有物認証や､ 指紋や手
のひら静脈による生体認証による認証強化が可能です。

利用中
利用者によるデータの不正持ち出しやウイルスなどに

よる暗号鍵の流出といった脅威があります。USBポート
やプリンタポートの使用制限を行う機能や暗号鍵のハー
ドウェア保護を行うセキュリティチップ、ウイルス対策
を行うアンチウイルスソフトを提供しています。

廃却時
ハードディスクから消去したはずのデータが流出する

危険性があります。廃却時にデータを復元されないよ
う、元のデータの痕跡を残さないよう無効なデータを複
数回書き込むハードディスクデータ消去機能を提供して
います。

パーソナル製品のセキュリティ対策への取り組み

 パソコンの運用状態ごとに想定される脅威と対策

運 用 脅 威
対 策

本体／ハードディスクの
 紛失または盗難

紛失・盗難対策

暗号化

暗号化

操作制限

データ消去

ウイルス対策

BIOS
パスワード

不正なユーザの使用、
パスワードの流出

ボリューム暗号化（BitLocker）

ハードディスクパスワード

————

————

盗難防止ロック取付け穴
リモート消去（CLEARSURE）

暗号化機能付ハードディスク装置

セキュリティボタン
手のひら静脈認証
指紋認証

セキュリティチップ

ウイルス対策ソフト

ハードディスクデータ消去

I/Oポート使用制限（PortShutter）

手のひら静脈認証
指紋認証
FeliCaカード認証
スマートカード認証

起動パスワード
BIOS設定

Windowsパスワード
アプリケーションパスワード

Windows Update
データ実行防止機能付CPU

フォルダ暗号化（Windows EFS）データの不正持ち出し
盗難／改ざん

ウイルス感染

データ盗難

PC/Windows標準機能 富士通 提供機能

認証強化

停止

起動／
ログオン

利用中

廃却

強化
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通常、本人認証には、パスワードを利用することが一
般的ですが、盗難によるリスクや忘却などによる運用負
荷が問題となっています。そこで、本人しか持ち得ない
固有情報を利用する生体認証が注目されています。中で
も富士通独自技術による手のひら静脈認証は、通常は目
に見えない静脈パターンを利用するため、紛失・盗難や
偽造・なりすましなどの不正行為に対し強堅という特長
を持ち、金融機関を皮切りに、医療、政府、自治体に拡
がっています。
当初、高度な本人認証を提供する一方で、手のひら静
脈認証装置を内蔵するには、筐体に相応の厚みのある専
用の装置・機器が必要でした。また、認証時にセンサー

上に手のひらを一瞬、静止させる必要があるため、利用
シーンを拡大する上では、これらが課題となっていまし
た。そこで、高度な本人認証をより身近に、より簡単に
使えるように技術開発を行い、2011年に小型化とユー
ザビリティ向上の両立した世界最小の非接触型静脈セン
サーを実用化しました。これにより、ノートパソコンへ
の搭載やキーボードへの組み込みを可能にすると共に、
操作性を飛躍的に向上させ、手のひらをかざす感覚での
認証を実現しました。今後はスレートPCやモバイルパ
ソコンに内蔵できるようなさらに小型化した静脈セン
サーを開発し、お客様の要望に合わせて生体認証を利用
できるように展開していきます。

クラウド・コンピューティングにより、仮想化され
たサーバ上にリソースが置かれ、さまざまな場所から
利用できるシステムが期待されています。その反面、
クラウドにあるデータに誰でもアクセスできる可能性
があり、より本人確認としての個人認証が重要になり
ます。一つのソリューションとして、紛失・盗難の恐
れのない生体認証をクラウドサービスの本人確認に適

用することで、誰もが安全にクラウド環境を利用する
ことが可能になります。富士通のパーソナル製品は、
利用者が操作するフロントエンド機器として、これか
らもお客様の利用シーンに応じて安全にICT環境を利用
できるパーソナル製品のセキュリティ機能の実用化を
推進していきます。

手のひら静脈認証への取り組み

今後のパーソナル製品の展開

 手のひら静脈認証の利用シーン拡大

 クラウドやシンクライアントでの生体認証の適用イメージ

据え置き
利用

スレートPC
内蔵

周辺機器

手のひら静脈センサー（2011年）

キーボード内蔵

モバイル
パソコン内蔵

モバイル
利用

オフィス内
利用

ノートパソコン
内蔵

世界最小・最薄の小型センサー
高速撮影・自動照合機能で
軽快な認証

小型化・ユーザビリティ向上

〈将来イメージ〉

クラウドサービス

いつでもどこでも
端末に手をかざすだけ

スレートPCや
シンクライアント

モバイル 自宅

仮想デスクトップや
Webサービスを提供

本人を簡単・確実に識別

オフィス
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富士通エフサスの取り組み
株式会社富士通エフサスはコーポレート・メッセージ『“More Secure & More Creative”もっといい
明日へ、安心力と創造力の富士通エフサス』を掲げ、ITインフラのリーディングカンパニーを目指します。
当社は富士通グループの中でも、お客様接点の最前線で活動しており、お客様ニーズに即したワン

ストップでのトータルサービスで、かけがえのないパートナーになりたいと考えます。
そのためには人財育成が重要であり、技術スキルの向上と情報セキュリティに対する種々の取組みを実践

しています。
当社は情報セキュリティ強度を示す株式会社アイ・エス・レーティングによる外部格付け審査において、
東京LCMサービスセンターが2011年度コールセンター初の格付符号『AAis』を付与され、お客様に更な
る安心・安全・安定なサービスを提供しています。

情報セキュリティ体制

情報セキュリティ施策

ISMS認証部門は、お客様情報を預かるサービス実行
部門で、ISMS要求事項を鑑にプロセスを構築・運用し
PDCAを継続的に実行しセキュリティ向上を図っています。

ISMS認証外部門は、ISO/IEC 27000ファミリーをベー
スとした富士通SBGセキュリティ委員会のSMFの対策レ
ベル3に準拠し、PDCAを実行しています。

情報セキュリティ対策として、システムによる対策に
加え、人財に対し教育や周知徹底による啓発活動を行っ
ています。

（1）情報共有ファイルサーバのセキュリティ対策
Active Directory Rights Management サービス＋
Rightspia＋SharePoint®によるアクセス制御
お客様情報を暗号化し、ライブラリ／フォルダ／ファ
イル単位でアクセス権付与しています。
〔※〕Rightspiaは、Microsoft® Office文書の閲覧、印刷等の権限制限を実
現するActive Directory Rights Management サービスにアドオンすること
で、PDF文書に対しても同様のインターフェースおよび機能を実現しています。

（2）持出し承認システムによる情報拡散防止の対策
システムによる、上司承認と有効期限の設定より、業
務終了後の利用を制限し、情報拡散を防止することを目
的としています。また、持出し承認ログで追跡管理を実
現しています。

（3）持出しPCの運用
持出し専用PCと持出し禁止PCを完全分離
持出し専用PCは、「シンクライアント＋メーラ未搭載＋

データ自動消去ツール」を必須条件とし、PC内データは
必ず翌朝には消去され、PC内にデータが残らない仕組み
にしています。

（4）PCセキュリティ対策
全てのPCに診断ツール（DOEXPRESS Security）を導
入してセキュリティパッチ更新やパスワードなどが正し
く設定されているかを自動診断しています。（毎月実施）
富士通LCMサービスセンターでは､ ネットワーク型検

疫システムにより、不正PCのネットワークシステムへ
の接続を禁止しています。

 情報共有ファイルサーバのセキュリティ対策

ISMS マネジメントレビュー会議 品質ISO マネジメントレビュー会議
（セキュリティ含む）

各本部

支社・統括部／支店・部
情報セキュリティ推進責任者

統括部
統括部ISMS責任者

本部 品質ISO・地区管理責任者
情報セキュリティ管理責任者

事務局：
情報セキュリティ・ISO推進統括部

ISMS 認証外部門ISMS 認証部門

情報共有サーバ

持出承認システム

監査ログ：利用者のファイル特定
承認・暗号
有効期限設定 有効期限内閲覧可

印刷・複製禁止

Active Directory Rights Management
 サービス

 Rightspia for Secure Documents

Microsoft® Office SharePoint® Server 共有者

FENCE Mail / FENCE Works

持出・提供

Office系 PDF
暗号化対策ドキュメント
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人財育成施策

サービスを支える高度な情報セキュリティ基盤

富士通エフサスでは、情報セキュリティ事故に対する
行動規範の一つとして、毎年継続的な教育や啓発活動を
実施しています。社員一人ひとりが考え、情報セキュリ
ティ意識を高めています。

（1）自己チェック
社内Webを利用し、携帯電話のメール残存／セキュ
リティ設定、顧客貸与カードの所在確認を毎月実施し
ています。
業務利用外PCの業務情報有無確認を実施しています。
（2回／年：検出名人）

（2）情報セキュリティビデオ教育
ビデオ教育は、従来の教育方式（文字情報のみ）から
ドラマ仕立てのセキュリティ事故を視聴することで、自
らがセキュリティについて考える「気づき教育」です。

教材テーマ：飲酒に伴う紛失・盗難

（3）ポスター・卓上カレンダー
情報セキュリティ事故の未然防止を目的に社員へ継続

して注意喚起しています。

インフラ構築に対応する「ITC（インフラテクノロジー
センター）」、運用を支える「富士通LCMサービスセン
ター」、トラブルに対応する「OSC（One-StopSolution 
Center）を設置し、お客様のITシステムを支えるために
万全な体制を整えています。

（1）地域密着サポート
各地域のお客様対応を重視し、下記の対策を実施して
います。
万が一のシステムトラブル発生時には、各地域の担
当サービスエンジニアが最寄の拠点より駆けつけ迅
速に対応します。
平日時間帯での対応はもとより、システム管理者不
在となりがちな夜間・休日も含めた「24時間365
日」体制でサービ
スを提供します。
全国の富士通CEパー
トナー（中小・地場
パートナー含む主要
約600拠点）に対し、
情報セキュリティ点
検を実施し、高いセ
キュリティレベルを
維持しています。

（2）強固な物理セキュリティ対策
 お客様情報を集中管理するLCMサービスセンターや

OSCでは万全のセキュリティ対策で情報管理を行ってい
ます。
入退室管理
目的別にエリアを分離し、適切な入室制限を設定し
ています。
手のひら静脈認証装置を用い、あらかじめ登録され

た要員のみ入退室可能で、入室者／退室者の状況も
監視･記録しています。

監視カメラによる監視、動画記録
出入口／サーバエリアなど高いセキュリティレベルが
求められる箇所に、監視カメラを設置しています。

〔※〕情報セキュリティマネジメントシステム：
IS 93196 / ISO/IEC 27001:2005

〔※〕アイ･エス･レーティング格付IDコード： 
10000310116C1102；格付符号（AAis）（東京LCMサービスセンター）

（3）高品質なサービス
 全国8ヵ所のLCMサービスセンターで、ITサービスマ

ネジメントシステムを取得し、セキュアな地域密着サー
ビスを実施しています。
〔※〕ITSMS 508018 /  ISO/IEC 20000-1:2005 

富士通エフサスは、富士通CEパートナーを含む富士
通グループCEの全国850ヵ所のサービス拠点、約8,000
名のサービスエンジニアと共に、お客様の最前線で24
時間365日「安心・安全・安定」なサービスを提供して
いきます。

サービス拠点

お客様

インフラテクノロジー
センター

ITC

全国8カ所

富士通
LCMサービス
センター

（One-stop Solution Center）
東京／大阪

OSC
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ニフティが考える安心と安全のために
ニフティ株式会社（以下ニフティ）は、インターネットサービスの「@nifty （アット・ニフティ）」、
主婦を対象にした携帯電話・スマートフォン向け無料サービスの「シュフモ」やパブリック型クラウド
コンピューティングサービスの「ニフティクラウド」などを提供しています。
ニフティでは、情報セキュリティ対策として情報セキュリティ管理の国際規格 ISO/IEC 27001を採用
し、全社で遵守しています。また、クレジットカード情報については、カード業界において世界標準
のセキュリティ基準であるPCI DSSに完全準拠しています。総会員数約1,184万人※1のお客様情報を、
これら2つの国際規格／基準の情報セキュリティ対策を組み合わせることで、安心・安全なサービス
を提供しています。

ニフティの総会員数は約1,184万人※1

2つの規格／基準を組み合わせ多層的なセキュリティ対策を実施

ニフティは、光ファイバー（FTTH）接続サービス、
WiMAXなどの高速モバイル通信やWebサービスなどを
展開し、その総会員数は、約1,184万人※1となってい
ます。全国のスーパーマーケットが発行するチラシか
ら、主婦の関心が高い情報をまとめて提供する携帯電
話・スマートフォン向け無料サービス「シュフモ」では、
140万人以上※2の会員にご利用頂いています。また、パ
ブリック型クラウドコンピューティングサービス「ニフ
ティクラウド」は、既に1,000社を超える※3企業にご利

用頂いています。
このように多くのお客様情報をお預かりするニフティ

のサービスは、世界に開かれたインターネット環境で提
供されているため、その情報セキュリティ対策も国際標
規準の対策を行いました。
〔※1〕2011年11月末現在
〔※2〕2012年1月末現在
〔※3〕2011年10月末現在

ニフティは、情報セキュリティに関する2つの国際
規格／基準を組み合わせることで、多層的な対策を実
施しました。多層的な対策を講じることで、万一何ら
か脆弱な部分があっても、他の対策でカバーするとい
うフェールセーフの考え方に基づいています。
多層的に組み合わせる国際規格／基準としては、情
報セキュリティ管理の国際規格ISO/IEC 27001とクレ
ジットカード業界の世界標準セキュリティ基準である
PCI DSS（ Payment Card Industry Data Security 
Standard）を採用しました。ISO/IEC 27001を用いて

全社の業務・全サービスを対象にした基本的な情報セ
キュリティ対策を実施した上で、さらにより高度な保
護が要求されるクレジットカード情報についてはPCI 
DSSに完全準拠することで多層的に対策を行ってい
ます。
このように異なる2つの国際規格／基準を組み合わ

せることによって、個人情報を含むお客様の情報やそ
の他の情報資産、さらにはクレジットカード情報につ
いても効率的で効果的なセキュリティ対策を実施する
ことが可能となりました。

情報セキュリティ管理の国際規格
ISO/IEC 27001を採用

多層的に組み合わせたセキュリティ対策のベースとな
るISO/IEC 27001では、情報セキュリティポリシーを策
定し、その上で企業が持つ情報資産を特定し、組織的、
人的、物理的、技術的な視点で管理・保護することなど
が求められています。
組織的な対応としては、全社の情報セキュリティ対
策を推進するために「情報セキュリティ委員会」を設置
しました。本委員会は、ISO/IEC 27001で求められる
「マネジメントレビュー」を実施すると共に、全社の情
報セキュリティ対策基本案策定などの責任を担ってい
ます。
また、部門ごとに情報セキュリティ責任者、管理者、

ISO/IEC 27001の範囲 全社の業務・全サービスを対象に
した基本的な情報セキュリティ対策

PCI DSSの範囲

カード情報

全社・全サービスはISO/IEC 27001規格で基本的なセキュリティ対策を実施
さらに、クレジットカードを取り扱うシステムや業務はPCI DSSで対策

 2つの規格／基準に沿った対策により
多層的な保護を実施
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そのほかのセキュリティ対策

担当者を任命し、定期的なセキュリティチェックを実施
する体制も整えました。月次で実施されるセキュリティ
チェックでは、ルールで定められている基本的対策を
チェックし、管理責任者がそれを確認することで実効性
を高めています。また、万一実施漏れなどが発生しても
全社レベルで情報共有し、再発防止に努めています。

多数の事例を分析し
情報セキュリティ教育に生かす

全従業員を対象に定期的な情報セキュリティ教育を
実施し、従業員自ら情報セキュリティ対策を実行でき
る環境を整えています。定期的に実施する情報セキュ
リティ教育の内容は、情報セキュリティの重要性や社
内ルールの周知・徹底を図るといった基本事項だけで
なく、他社で発生した大量の個人情報漏えい事故さえ
もその問題点を分析した上で作成しています。例えば、
アカウント・パスワード管理の重要性、社外から関連
するシステムへアクセスする際のリスクなどを重要事
項とし、事故発生を防ぐために必要な対策が確認でき
るものとなっています。また、ISMS審査員補などの情
報セキュリティマネジメントについての資格取得を考
慮した人材育成に注力しています。

オフィスをゾーニングし
物理的セキュリティもレベルアップ

ニフティは、2011年末に本社を移転しました。この
本社新社屋では、情報セキュリティ対策を考慮したオ

フィスレイアウトを取り入れ、従来以上に物理的セ
キュリティを強化しています。オフィスレイアウトは、
取扱う情報資産の重要性に合わせて部屋を分離する、
ゾーニングという手法を用いて設計されています。
ゾーニングされた各部屋では、入室可能な従業員や扱
える情報を限定し、関係者以外が情報資産に接する機
会の減少に努めています。

開発から運用までを階層的に対策する

ニフティでは、複数のセキュリティ対策を階層的に
構築することで、より安全なサービスを提供する環境
を整えています。たとえば、オフィスレイアウトで採
用したゾーニングは、ICTインフラにも適用されます。
ICTインフラを構成するネットワークやサーバも取り扱
う情報資産の重要性を元にアクセス権限などを設定し、
管理しています。
さらに、サービス提供にあたっては、システム開発

のルール化、サービス提供前の高度な品質検査やサー
ビス提供後の定期的な脆弱性検査など、開発から運用
までをトータルな品質と考え、情報セキュリティの維
持・向上を図っています。

クレジットカード情報は
PCI DSSでより強固に保護

ニフティは、クレジットカード情報保護の情報セキュ
リティ対策としてPCI DSSを採用し、PCI SSC（Payment 
Card Industry Security Standards Council）が認定した
審査会社の準拠性確認審査によって、完全準拠してい
ることが証明されています。PCI DSSではクレジット
カード番号が通過する、もしくは処理、保存するシス
テムに対して、250以上のルールや対策が要求されま
す。たとえば、ファイヤーウォールの設置、データ
ベースの暗号化や定期的な侵入テストの実施など、前
述のISO/IEC 27001以上に厳しい具体的な対策が求めら
れます。そこで、ニフティではクレジットカード情報
を取り扱うICTインフラや業務に、前述のゾーニングや
品質検査などを厳密に適用しています。また、それら
を定期的に監査することで、より実効性のあるセキュ
リティ対策を行っています。このようにして、お客様
に安心してクレジットカードをご利用いただける環境
を提供しています。

情報セキュリティ委員会

情報セキュリティ委員長
（執行役員）

情報セキュリティ委員
（各部門情報セキュリティ責任者）

各部門　情報セキュリティ管理者

各部門　情報セキュリティ担当者

 ニフティの情報セキュリティ体制

このほかに、ニフティでは「安心・安全への取り組み」
として、前述のISO/IEC 27001やPCI DSSという世界的
な規格／基準に沿った情報セキュリティ対策に取り組む
と同時に、「インターネット接続サービス安全・安心

マーク」「個人情報保護ポリシー」「@nifty迷惑メール
対策ポリシー」などの取り組みを実施しています。これ
らの取り組みの詳細をご覧になりたい方は、ニフティの
ホームページをご覧ください。
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Fujitsu Technology Solutions（Fujitsu CEMEA & I）の取り組み
現在、富士通は、Fujitsu Services（英国）とFujitsu Technology Solutions（ドイツ）をマネジメン

トレベルで再編し、UK and Ireland、CEMEA & I（Continental Europe、Middle East、Africa & 
India）、Nordicの3エリアに分けてビジネスを推進しています。本報告書では、ドイツを拠点とする
CEMEA & Iに関して記述します。

Fujitsu CEMEA & Iの内部セキュリティ組織は、 ITセキュリティ、情報セキュリティ、ICTシステムの
BCM、リスクマネジメント、およびデータ保護のガバナンス責任を持ちます。対象は、管轄するすべて
の国、拠点、部署、ビジネス機能、取引先、プロジェクト、および社員を対象としています。また、
Fujitsu CEMEA & I内で ISO/IEC 27001を維持する責任も持っています。

Fujitsu Technology Solutionsの特長
Fujitsu Technology Solutions（以下、FTSと略す）の
セキュリティ推進部門は、会社内外の者による社内機密
情報の喪失、改ざん、偽造、および漏えいを防ぎ、その
被害を最小限に抑えることを目標としています。これを
確実なものとするために、セキュリティポリシー、セ
キュリティガイドライン、および技術的・組織的なセ
キュリティ対策を立案し、運用しています。

FTSのセキュリティ推進部門は、Fujitsu CEMEA & Iの
CIO組織の一部であり、ドイツを拠点としています。
Fujitsu CEMEA & Iの各国には、セキュリティポリシー、
セキュリティガイドライン、およびセキュリティに関す
る課題に取り組むセキュリティ責任者を任命し、対応窓
口を設置しています。これにより、セキュリティに関す
る課題が発生したときは、各国で随時対応できるように
しています。

CIOによるセキュリティガバナンスは、組織面におい
てはポリシーとガイドラインに従います。技術面では、
セキュリティ部門は技術的な対策を分析、考案、テス
ト、および計画する責任があります。これには、ネット
ワーク、サーバ、およびクライアントのセキュリティ、
脆弱性管理、アセスメント管理、セキュリティ対策のレ

ビュー、内部セキュリティのフォレンジック、セキュリ
ティインシデント管理などが含まれます。
主要な運用部門の職務には以下のものがあります：

上記以外に、FTSの内部セキュリティ部門は、社内
においてドイツの個人情報保護法を順守し、Fujitsu 
CEMEA & Iに対して個人情報保護に関するアドバイスを
行う責務を負っています。

 Fujitsu CEMEA & Iの拠点

使用中の全システムのマルウェアからの保護
外部ネットワークに接しているすべてのDMZのファ
イアーウォールと組織内のファイアーウォールの
管理
プロキシ管理（Webフィルタリングを含む）
PKI（Public Key Infrastructure）と暗号化（ハー
ドディスク、電子メール）
認証（ハードウェア／ソフトウェアトークン）
コンテンツの保護と管理（Microsoft® Rights 
Management）
Fujitsu CEMEA & I内で運用しているすべてのDMZ
のIDS/IPS侵入検知・侵入防御システム（Fujitsu 
Cloud（ドイツ部分）のIDS/IPSを含む）

 Fujitsu CEMEA & Iの拠点

英国英国

ルクセンブルクルクセンブルク

ベルギーベルギー
オランダオランダ

フランスフランス

スペインスペイン

ポルトガルポルトガル

チュニジアチュニジア

アルジェリアアルジェリア

モロッコモロッコ

南アフリカ共和国南アフリカ共和国

エジプトエジプト

イタリアイタリア

ドイツドイツ

スイススイス

オーストリアオーストリア

チェコ共和国チェコ共和国
ポーランドポーランド

トルコトルコ
セルビアセルビア

ギリシャギリシャ

UAEUAE
インドインド

シンガポールシンガポール

ハンガリーハンガリー

ロシアロシア
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多彩な情報セキュリティ対策

情報セキュリティマネジメントの体制と状況

パッチ管理プロセス

Fujitsu CEMEA & Iは、セキュリティを確保するため
に厳しいアップデート方針を定めています。Fujitsu 
CEMEA & Iが使用するすべての標準クライアントおよび
サーバには、最新のパッチを適用します。緊急パッチの
配布は、5営業日内に開始します。アウトオブバンド
パッチの配布は、公開後24時間以内に開始します。業
務に不可欠なすべてのサーバシステムに対して、年に4
回セキュリティ診断を実行します。また、脆弱性の対応
策を追跡調査し、適用します。

サイバー攻撃への対策

DMZ内で接続しているFujitsu CEMEA & Iすべてのシ
ステムは、ファイアーウォールおよび侵入防御・侵入検
知システムを用いることで保護しています。また業務に
不可欠なすべてのシステムを対象として、Qualysによ
る脆弱性診断を定期的に実行しています。診断結果を、
各システム管理者と共に検討、確認しています。

政府や公的機関との連携活動

Fujitsu CEMEA & Iのセキュリティおよびデータ保護
部門は、FIRST、ISF、ドイツCERT連合、GDD（データ
保護・データセキュリティ団体）、そしてSiemensやBSH
（Bosch Siemens Hausgeräte）などの大規模顧客企業
と協力関係を結んでいます。

情報セキュリティに対する意識啓発

Fujitsu CEMEA & Iのセキュリティ組織は、セキュリ

ティに関するeラーニング、プレゼンテーション、画像、
参考資料を全社に提供しています。これに加え、セキュ
リティ意識向上のための研修も全社的に実施しています。

 Fujitsu CEMEA & I内でのセキュリティ啓発活動

Formal Obligation Management
（FOM）

このツールを使用することにより、社員の義務を自動
的に収集し、与えられたすべての義務の個々の概要を社
員に伝えることができます。これは、「コンプライアン
ス」を内外に示すための重要なステップです。また、書
類による伝達を減らし、業務をペーパーレス化するため
にも役立ちます。

セキュリティ機能はFujitsu CEMEA & IのCIO組織に統
合されています。Fujitsu CEMEA & Iのセキュリティ組
織は、内部および外部セキュリティ要件へのコンプライ
アンスを評価・達成するための活動、責任、および義務
を定めました。
これらの目標を達成するために、ミュンヘンの

Fujitsu CEMEA & I本社によって、組織横断的なセキュ
リティコミュニティを設置しました。Benno Zollner 
CIO、Robert Mayer ITガバナンス、ITインフラ部門ディ
レクター、Stephan Müller ITセキュリティおよびデー
タ保護責任者が、この組織を牽引しています。
情報セキュリティ対策の活動は、「Fujitsu Global 

Information Security Policy（富士通グループ情報セ
キュリティ基本方針）」に主に影響を受けますが、それに
加え、FTS独自の方針、ISO/IEC 27001、J-SOX、ISAE 3402
などの規格・基準や、顧客からの要件に従います。関連す
るすべての統制を適切に整備し、明文化しています。

Fujitsu CEMEA & I

Benno Zollner
CIO

Robert Mayer
ディレクター

Stephan Müller
責任者

ITガバナンスおよび
ITインフラ

ITセキュリティおよび
データ保護

■ セキュリティに関する
参考資料

■ Webベースの教育

■ セキュリティに関する
画像

 Fujitsu CEMEA & Iのセキュリティ責任者
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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
サイバー攻撃が話題となり、スマートフォンが浸透するなか企業におけるセキュリティ技術の必要性は

ますます増大しています。新しいリスクに対応するためには、高度で繊細な保護ができるレジリエントな
セキュリティの実現が求められています。富士通研究所では、新しいセキュリティ技術の要請に応え、
最先端技術の研究開発を推進しています。

富士通研究所でのセキュリティ技術の取り組み

手のひら静脈と指紋による1,000万人認証システム

富士通研究所（以下、研究所と略す）では、企業で
活用する情報を様々な脅威から守るための研究を行っ
ています。その範囲は、安心で安全な社会を支えるシ
ステムセキュリティ技術から、様々な要素技術まで広
範囲にわたっています。たとえば、システムや製品の
脆弱性をなくすためのセキュア開発プロセスや今後ま
すます重要となるプライバシー情報の保護のための匿

名化技術、更にセキュリティ機能を持ったチップを攻
撃から守る耐タンパー技術などで、当社システム・製
品のセキュリティ向上に大きく貢献しています。
本報告書では、先端技術への取り組みとして超大規
模生体認証技術と暗号化したまま演算が可能な準同型
暗号を紹介します。

近年、企業からの情報漏えいや金融機関での「なり
すまし」による被害を防止する技術として、生体認証
技術の普及が進んでいます。なかでも、研究所が世界
で初めて開発した手のひら静脈認証技術は、高い認証
性能から金融機関のATMでの本人確認や企業のPCアク
セス管理、入退出管理などで国内外を問わず幅広く活
用されています。また、指紋認証は、認証処理の高速
性からPCや携帯電話に内蔵されており、手軽で確実な
個人のログイン認証として普及しています。
生体認証の特長の一つである、生体情報のみの手ぶ
らでの認証サービスは、身一つでサービスが利用でき
る利便性から、生体認証の普及をさらに加速させると
期待されています。この普及を握る鍵として、大企業
や行政サービスをカバーする1,000万、1億規模の人の
中から特定の個人を高速・高精度に認証する技術が注
目されています。
研究所では、手のひら静脈情報と3指の指紋情報を

組み合わせた生体認証技術を世界で初めて開発しまし
た。手のひら静脈と指紋の両方の情報を利用すること
で、1,000万人規模のデータの中から特定の個人を2秒
で識別する技術を実現しました。
開発した技術は、1）手のひら静脈と3指の指紋の

データを同時に安定取得する技術、 2）識別対象デー
タ数を高速に1/1000に絞り込む技術、3）手のひら静
脈と複数指紋の融合で特定の1人を正確かつ安定に識
別する技術、4）識別処理の並列効果を高める技術の
4つです。
本技術を利用することで、入退室管理用の小規模な
ものから社会基盤システム向けの大規模なものまで、
手ぶら認証を行う生体認証システムを構築することが
できます。また、すでに普及している指紋センサーに
手のひら静脈認証を追加するだけで容易に導入するこ
とも可能です。研究所では、本技術のさまざまな利用
シーンへの適用を検討していきます。

生体情報取得
手のひら静脈
3指の指紋 登録データ

1,000万件

並列処理（サーバ分割）

手ぶら認証要求
（生体情報）

結果通知
（ID／写真）

識別対象事前絞込

融合判定

手のひら静脈の
識別処理

3指の指紋の
識別処理

手
ぶ
ら
認
証
統
合
判
定
処
理

 1,000万人規模の手ぶら認証技術
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暗号技術は、あらゆるデジタル情報を守るために必
要な情報セキュリティの要となる技術です。近年の暗
号は、解くことが難しいとされている数学の問題（素
因数分解や離散対数問題、最短ベクトル問題など）を利
用して、数字で表現された秘密の鍵を持っている人だけ
が情報を正しく復号でき、更に正しい署名を付けられる
ことを保障するような仕組みを実現しています。一方
で、もしこの数学の問題が解かれるようなことがあれ
ば、その問題に依存している暗号はもはや安心して使う
ことはできません。暗号を安心して使うためにはその問
題の難しさを正確に知る必要があるのです。
研究所では現在インターネットショッピング等で広く
使われているRSA暗号の安全性評価を行っています。
RSA暗号が安全性の根拠としている素因数分解問題につ
いて、大学等と共同でソフトウェアによる176桁の合成
数の分解に成功し、分解合成数の大きさで世界記録を達
成しました。さらに世界で初めて、高速な素因数分解専
用ハードウェア装置を開発し、現代技術で実現可能な最
高性能での解読技術を用いたRSA暗号の厳密な評価に成
功しています。この成果によって2048ビットのRSA暗
号であれば今後10年以上は安全であることが確認でき
ました。
またRSA暗号に代わる暗号として期待されている楕円

曲線暗号についても解読実験を行っています。これらの
成果は適切な暗号の利用法、ならびに暗号技術のスムー
ズな世代交代に貢献し将来にわたって暗号の安全性を保
てるようにするものです。
さらに、電子政府の構築に不可欠な高い安全性と処理
性能をもつ独自の暗号アルゴリズムSC2000も開発して
います。
暗号技術は日々進歩しています。研究所では、これら
の活動を通じて、暗号の安全性や処理性能を正しく把握
し、当社のシステム・製品の安全な利用に大きく貢献し
ています。暗号評価は、最先端かつ最高レベルの解読技
術を持っていればこそ可能です。研究所ではこれらの解
読技術にも耐えられる暗号技術を開発・保持し、世界中
のお客様へ安全で実用的な暗号技術を提供し続けます。

（1）暗号解読世界記録～離散対数問題解読
ユーザIDを暗号化鍵としてそのまま利用することが可

能なIDベース暗号やペアリング暗号など、次世代の暗号
として注目を集めている暗号技術の安全性の根拠として
使われている離散対数問題に対して、大学等と共同で大
規模な解読実験を実施し、278桁の問題を解読すること
に成功し、2012年に世界記録を樹立しました。（従来の
記録は204桁）

（2）秘匿したままデータ処理～準同型暗号
ここ数年、データを秘匿したまま様々なデータ処理や

サービスを行う新しい暗号技術「準同型暗号」が注目を
集めています。準同型暗号は、クラウドなどへの応用が
期待されていますが、安全性を高めすぎると処理性能が
著しく落ちるため、実用的でなくなるという課題があり
ました。研究所では、準同型暗号が安全性の拠り所とし
ている「最短ベクトル問題」に対し「格子攻撃」などさ
まざまな攻撃を実施し、現在知られているあらゆる攻撃
に対する耐性を確認することで、実用的な速度でかつ十
分な安全を持つ準同型暗号の開発を行っています。

2000年 共通鍵暗号SC2000の開発、電子政府推
奨暗号リストに掲載

2005年 素因数分解世界記録（176桁）

2006年 素因数分解専用ハードウェア開発

2009年 楕円曲線暗号の解読実験とRSA暗号の
強度比較

2012年 離散対数問題ベースの暗号解読世界記録
（278桁）

安全な
暗号技術

RSA暗号
IDベース暗号
ペアリング暗号
準同型暗号

難しい
数学の問題

素因数分解
離散対数問題
最短ベクトル問題

対 応

 数学の問題と暗号技術の安全性

 研究所の暗号技術への取り組み 

185桁

解
読
の
難
し
さ

253

フランス国防省
レンヌ数研
（2005）

難しさ
数十倍

難しさ
数百倍

NICT
はこだて未来大
（2009）

NICT
九州大

富士通研究所
（2012）

245

278桁

204桁

 離散対数問題ベース暗号解読世界記録

最先端の暗号解読技術
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お取引先における情報セキュリティ事故は、①ファイ
ル交換ソフト＋暴露ウイルス感染によるインターネット
への情報流出、②不注意による紛失・盗難、③電子メー
ル・FAXによる誤送信などに分類されます。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。

2011年度は、従来の施策に加え、クラウドサービス、
スマートデバイスなどの新技術の普及、海外ビジネスの
増加、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）、
ノマドワーカーの一般化など、急激な環境変化に対応し
た対策を実施しました。

（1）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、個人情報委託先の選
定も含め、お取引先の管理監督を実施しています。

（2）情報セキュリティ教育・啓発
お取引先への定期的な教育･啓発だけでなく、情報セ

キュリティリスクを削減するため、階層別教育にも取り
組んでいます。また、依頼側の富士通グループの要員に
対しても、eラーニングをはじめとする教育の実施、教
材提供、最新セキュリティ情報、および、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実施
第一部「情報セキュリティの最新動向と対策」
最近の情報セキュリティ事故事例と特徴
受託業務でのクラウドシステム、スマートデバイス
を利用する時の留意点　他

第二部「情報セキュリティ確保の基本と考え方」
情報セキュリティ確保の重要性
順守するための方策　他

2011年11月 　約1,300名、約1,100社
アンケートの結果では約99%が有効と回答。
また、教材をお取引先に提供。

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考慮した事業活動を推進しております。

（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
（7）富士通グループのガバナンス
（8）海外のお取引先への

情報セキュリティ強化

基本契約

富士通グループ お取引先

 お取引先と連携したセキュリティ向上策

経営層向け
研修会 
・最新動向　他

集合研修会 
・最新情報 
・定期開催

受託者用情報管理要領 基礎教育

経営層経営層

情報セキュリティ
管理責任者

情報セキュリティ
管理責任者

従事者 必須教育 
・順守事項
・確認テスト

情報提供 階層別教育

出前研修会
・最新情報 
・要請にて実施　

リーダクラス向け
ワークショップ 
・原因分析 
・課題解決 
・リスクマネジメント

新卒者向け
ワークショップ
・基礎教育
・情報リテラシー

新卒者

リーダクラス

2012年～

2012年～

 お取引様向け教育・啓発体系
階層別、目的別教育を推進
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お取引先向け、出前研修会の実施
 「情報セキュリティにおけるプロの自覚」
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

2011年度　約 60社、約1,400名受講

富士通のFSA（富士通ソフトウェア業グループ）会
員などの主要なお取引先の経営者層向けに、情報セ
キュリティ研修会を実施

2011年度　4回実施

富士通社内向け情報セキュリティ教育
行動規範の理解と情報管理の徹底を図るため、全社員
を対象とするeラーニングを実施しました。また、2012
年度は同一内容でグループ企業へ展開を予定してい
ます。

2011年 10月　約16,000名

（3）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、実施の指導及び、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に
是正勧告、是正の確認を実施しています。

2011年度監査　約150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。

（4）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、漏えい情報の影響度調査などの初動調査
及び、対応支援を行っています。

（5）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。

（6）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。
2011年は6回発行し、最新号では、SNSの留意点等
の情報提供を行いました。また、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。

（7）富士通グループのガバナンス
富士通グループでは、お取引先の情報セキュリティ強

化施策をグループ全体で推進しています。
各施策について、グループ間で連携し、また情報セ

キュリティ事故事例などの情報を共有することにより、
より効果的な予防施策の策定し、お取引先に対して、推
進しています。

（8）海外のお取引先への情報セキュリティ強化
開発費抑制、グローバル製品対応を目的とし、近年、

中国を中心に海外取引先と連携したオフショア開発の機
会が増加しています。富士通では、国内のお取引先と同
様に海外のお取引先とも受託情報の取り扱いを規定した
「受託者用情報管理要領」を取り交わし、情報セキュリ
ティ維持に取り組んでいます。
この取り組みの一環として、情報セキュリティ実地監

査を実施し、海外のお取引先における受託情報の取り扱
い状況を確認しています。また、確認結果に基づいた是
正計画と、実施の指導および、是正計画の確認を行って
います。監査においては、各社の情報セキュリティ管理
責任者のみでなく、プロジェクト責任者および、従事者
も同席し、具体的なオペレーションを含めた確認を実施
しています。

2011年度監査　4社
主な監査項目
業務従事者の管理
受託情報の管理（入手～利用～廃棄・返却）
可搬記憶媒体等の使用機器管理
ノートPC等開発環境の情報セキュリティ対策
入退室管理
定期的な情報セキュリティ状況確認と改善措置
富士通との連携体制構築

実
地
監
査

是
正
指
導

是
正
計
画

是
正
報
告

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
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サスティナブルな経営の実現に向けて

サスティナブルな経営とは、環境と経済活動を両立す
ることで、持続可能な社会の実現に向け、将来にわたっ
て事業を維持・向上させる経営のことを指しています。
富士通ではお客様のサスティナブルな経営実現のために
「お客様視点」、「利便性向上」、「環境貢献」の3つの観 
点で最適なソリューションを提案します。

SafetyValueの特長
お客様起点
お客様の課題に対して、事業継続、セキュリティ、エネル
ギーの3つの観点で最適な解決策を提案します。
利便性向上
お客様の資産を大切に守ると同時に、情報資産を効率的に
活用できる環境を実現します。
環境貢献
エネルギーの最適利用に向けて、多様なワークスタイルと
効率的なマネジメントを実現するオフィス環境の構築を支援
します。

「SafetyValue」のソリューション体系

「SafetyValue」は お客様の経営課題を起点に「事業
継続」「セキュリティ」「エネルギー」の3分野を柱に構
成されています。さらに情報資産を安全かつ効率的に活
用する為の利便性向上、エネルギー最適利用と多様な
ワークスタイルを両立させるオフィス環境の構築を推進
していきます。本報告書では、「セキュリティ」につい
てソリューションを紹介します。

 サスティナブルな経営を実現する3つの柱

セキュリティ分野のソリューションメニュー

いよいよ本格的に迎えるクラウド時代に向けて、次世
代の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をする際に必要
な、費用対効果を踏まえた最適な情報セキュリティガバ

ナンスの確立を支援します。
スマートフォン、タブレットの利用拡大に伴う情報漏

えい事故、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
提供することにより、お客様情報資産の強固な保全と、
ICTによる利便性向上の両立をはかり、情報セキュリ
ティ対策を支援します。

富士通の安心安全ソリューション

SafetyValueの特長

クラウド時代のセキュリティの考え方

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、企業は新たなリスクマネジメントの構築が求められています。その実現には、「選択と集中」を
追い求める経営から「分散と共有」により事業の継続性を高め、同時に「効率性」を確保する経営への
変革が必要です。富士通は、『いま求められる“サスティナブルな経営へ”』を理念に、ICTによりお客様
の経営を支え続ける安心安全ソリューション「SafetyValue（セーフティバリュー）」を提供します。

セキュリティ

エネルギー
Secur

ity

Energ
y

Bu
sin
ess

Conti
nuity

事業継続

事業継続

事業継続計画の策定と対策、継続的改善活動を支援する運用管理

まで含めた一貫したサービスを提供し、強力な事業継続対策を実現

します。自社実践のノウハウと最新のクラウド・コンピューティング技

術を活用し、お客様の事業継続の取り組みを強力に支援します。

セキュリティ

仮想化やクラウド化などにより顕在化する新たなセキュリティリスク

への対応だけでなく、ICTによる業務改善・生産性向上など、ワーク

スタイルの変革を支える最適なソリューションを提案します。

エネルギー

企業活動において事業継続やセキュリティとともに考慮が必要なエ

ネルギー利用の効率化を、計画立案から見える化、ICTの改善まで

トータルな解決策を提案します。
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 情報セキュリティ14分野のソリューション（2012年4月）

富士通のクラウドセキュリティソリューション

クラウドサービスが注目される中、仮想化・統合
で複雑化しているシステムへのセキュリティ対策が
求められています。クラウドへの移行に伴い、クラ
ウド（仮想環境）特有の脅威が発生しています。

富士通のクラウドではこれらの脅威に対して「仮
想環境を外から守る」「仮想環境の中を守る」、「ポ
リシーで守る」の3つの守る視点でクラウドセキュ
リティソリューションをラインナップしています。

仮想環境を外から守る 仮想環境の中を守る ポリシーで守る

守る 1 守る 2 守る 3

 富士通のクラウドのセキュリティ対策　～3つの「守る」～

 クラウド（仮想環境）のセキュリティ対策イメージ図

セキュリティポリシーで守る

特権ユーザー管理

シングル
サインオン
（SSO）統合ID管理

ユーザー認証

セキュリティ API（VMsafe など）
ハイパーバイザー

仮想マシン

管理LAN

DB
OS

仮想マシン
APP
OS

脆弱性診断・管理

富士通セキュリティオペレーションセンター

・OS／ミドルウェアの脆弱性診断
・パッチマネジメント

・サーバへのアクセス制御

・仮想環境内のウイルス／
 ワーム蔓延を抑止ログ統合モニタリング

・セキュリティオペレーションセンターで
 24時間365日監視

仮想化ファイアーウォール、
ウイルス対策

セキュリティコンサルティング
・クラウドセキュリティガイドライン作成
・ポリシー見直し支援

統合ID管理
・認証／シングルサインオン（SSO）

仮想環境を外から守る 仮想環境の中を守る

利用者

管理サーバ
VMware
vCenter

業務LAN

セキュリティ 詳しくはこちら    http://jp.fujitsu.com/solutions/safety/secure/

セキュリティ統制 ICT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。

スマートデバイスセキュリティ スマートデバイスを業務に活用する際に必要なシステムを俯瞰したセキュリティ対策を提供。 

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視をはじめ、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。

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。

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。

シンクライアント シンクライアント専用PCやスレートPC、ネットワーク環境の構築、クライアント仮想化までトータルに提供。

フィジカルセキュリティ 手のひら静脈やICカードによる認証や映像圧縮技術などの連携により、オフィスにおけるセキュリティ課題を総合的に
解決。
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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。

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
富士通アプリケーションズ株式会社
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※1

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※1

株式会社富士通九州システムズ
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※1

株式会社富士通システムソリューションズ※2

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※1

株式会社富士通中部システムズ※1

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※2

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※2

株式会社富士通新潟システムズ
富士通西日本アプリケーションズ株式会社※1

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※2

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
〔※1〕2012年4月1日から株式会社富士通システムズ・ウエストに

なりました。
〔※2〕2012年4月1日から株式会社富士通システムズ・イーストに

なりました。

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を定めた国際規格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
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システムズ※3

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※4

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※3

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※4

株式会社富士通長野システムエンジニアリング※4

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
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
〔※3〕2012年4月1日から株式会社富士通システムズ・ウエストに

なりました。
〔※4〕2012年4月1日から株式会社富士通システムズ・イーストに

なりました。

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 AAAis

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 AAAis

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 AAis

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 全社対象 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）

〔注〕詳細については、別途お問い合わせ願います。

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。
＜141名＞

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が
国内で2002年より情報セキュリティマネジメントシス
テム（ ISMS）適合性評価制度の本格運用を始めました。
国内では、審査員の評価登録を行っている要員認証機関
として、財団法人日本規格協会（ JRCA）とIRCAジャパ
ン（国際審査員登録機構）があります。
審査員の資格区分には、「 ISMS主任審査員」「 ISMS審

査員」「ISMS審査員補」などがあります。 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
からのご依頼に応じた情報セキュリティコンサルティン
グ業務で活躍しています。富士通およびグループ会社の
ISMSの監査人資格を有する人数は、次のとおりです。
＜136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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