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　インフォメーション・テクノロジー（I T）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 I T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 I T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 I T の新しい可能性を追求し、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七つの関連規程を設け、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 2009」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

野副 州旦

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作りに貢献し
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
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情報セキュリティガバナンス体制
企業価値の持続的向上を図るためには、経営の効率性
を追求し、同時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す。これを実現するための体制
としてコーポレート・ガバナンス体制があります。
富士通グループでは、コーポレート・ガバナンスの強
化が不可欠であるとの基本的な考え方のもと、経営の透
明性と健全性を確保するため社外役員を積極的に任用し
ています。また、経営の監督機能と執行機能の分離を行
うことによって意思決定を迅速に行い、同時に経営責任
を明確にすることに努めています。監督と執行の二つの
機能間での緊張感を高めることにより、経営の透明性、
効率性を一層向上させています。
リスク管理面では、「FUJITSU Way」に基づくリスク

マネジメントを推進する体制として「リスク管理委員会」
を設置しています。リスク管理委員会の活動を通じ、潜
在的なリスクの発生予防と、顕在化したリスクへの対応
の両側面からリスクマネジメントを推進しています。
潜在的なリスクについては、各ビジネスグループとの
連携を図りながら、各種リスク情報の抽出・評価・分析
を行うとともに、予防対策の実行状況を継続的に確認し
ています。
これらの予防対策にもかかわらずリスクが顕在化した
場合は、現場の第一線からのトラブルの第一報を受信し
た後、現場との連携や必要に応じて対策本部を設置する
など、適切な対応によって問題の早期解決を図ります。

重大リスクについては、経営会議や取締役会に随時報告
するとともに、各ビジネスグループおよび現場の第一線
に対応を指示します。さらに、各主幹対応部門が協調し、
原因究明・横展開・再発防止活動を行っています。

富士通グループの情報セキュリティ

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、情報セキュリティガバナンス体制のもと、就業規則、社内規定を遵守しながら、
適正な情報管理と情報活用を推進しています。

■コーポレート・ガバナンス体制

監査

株主総会
選任・解任

経営会議
（経営戦略、業務執行決定）

取締役会
取締役 10 名
（うち社外取締役 2名）

監査役会
監査役 5 名
（うち社外監査役 3 名）

代表取締役社長

内部監査部門
（経営監査部）

選任・解任／監督

●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執
行
機
能

監督

指示 報告

指揮・命令 監査

報告

報告
報告

選任・解任
会計監査人

監査

選任・解任

監査

執行役員

各ビジネスグループ、グループ各社

監査

■リスク管理体制とリスクマネジメントサイクル

報告
指示

各ビジネスグループ、グループ各社

リスク管理委員会

経営会議

取締役会

●潜在リスクの抽出、
評価、分析

●未然防止策の検討、
実行状況の確認 情報

セキュリティコンプライアンス製品・サービス
トラブル

自然災害
事故

環境

●顕在化したリスクへの対応、原因究明
●再発防止策の立案／横展開

指示
報告
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情報管理について
富士通グループでは、就業規則、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のもと、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、富士通の企業理念、企業指針、及び従業
員の行動指針、行動規範を定めた「FUJITSU Way」の「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
報管理規程」「個人情報管理規程」「他社秘密情報管理規
程」「情報システムセキュリティ規程」「Fujitsu PKI（※1）
利用規程」（※2）「パソコン／ネットワーク利用規程」「知
的財産権取扱規程」という七つの情報管理関連規程を設
け、富士通および国内グループ会社に適用する富士通グ
ループ規定として定め、グループ全体でその遵守に努め
ています。
情報管理に関しては、業務で取り扱う社内情報を適切
に管理するために「情報管理規程」を定めています。さ

らに、お客様や他社から入手した秘密情報の取扱いを「他
社秘密情報管理規程」に、個人情報の取扱いを「個人情
報管理規程」に定めています。
また、ネットワークを流れる情報を処理する情報シス

テムのセキュリティについて定めたものが「情報システ
ムセキュリティ規程」です。この規程には、情報システ
ムの構築・運用・利用の三つの側面がありますが、この
うち特に利用面に焦点をあてて、パソコン、USBメモリ
等の可搬記憶媒体および社内ネットワークを利用する際
の情報セキュリティ対策に関する基準などを規定したも
のが「パソコン／ネットワーク利用規程」です。さらに、
情報管理をより確実なものにするために本人認証や暗号
化の仕組みを利用するにあたっての基本行動を定めてい
るのが「Fujitsu PKI利用規程」です。

〔※1〕 PKI：Public Key Infrastructureの略（公開鍵暗号技術に
基づく情報セキュリティ基盤）

〔※2〕 Fujitsu PKI利用規程：ネットワーク上での本人認証や暗号
化の仕組みの利用に関する規程

■情報管理関連規程体系

FUJITSU Way
「機密を保持します」「知的財産を守り尊重します」

就業規則

知的財産権取扱規程

情報システムセキュリティ規程

Fujitsu PKI 利用規程

（知的財産保護）

（機密保持）

情報管理規程

個人情報管理規程 他社秘密情報管理規程

（社内の情報の扱い）

（他社秘密情報）（個人情報）

（ネット認証）
（パソコンやネットワーク
利用時の基本ルール）

パソコン／ネットワーク利用規程
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情報セキュリティ教育

規程類を社員に周知するだけでなく、情報漏洩を防止
するためには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、情報管理に関する教育を、役員や派遣社員、パー
トタイムの方を含む全従業員に対し実施することで、適
宜情報管理に関する認識を徹底させています。また、新
入社員や通年採用者に対しては情報管理の重要性を認識
させる内容の教育を入社時に行っています。
ほかにも、中堅社員、幹部社員などの研修コースに情
報セキュリティ教育を組み込んでいて、集合形式やe
ラーニングにより適宜教育を実施しています。

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」を富士通全従業員に配
布しています。このハンドブックは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
な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
発している情報漏洩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し、従業
員に対して情報漏洩に関する注意喚起を促す活動を日々
行っています。

上記のとおり、「FUJITSU Way」で富士通グループと
してのポリシーを明確にし、就業規則のもと、情報管理
に関する様々な場面毎に七つの規程を策定しています。
また、従業員教育用のハンドブック等を作成することに
より、富士通の従業員は、これら規程の遵守に努め、社
内の情報が不用意に外部に漏洩しないよう行動していま
す。

■eラーニング画面

■「情報管理ハンドブック」画面
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ビジネスグループ単位での情報セキュリティ
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 I T 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の認

定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

（※

）

〔※〕SBG：ソリューションビジネスグループ

［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 I T の一体化を推進しています。
［SBG部門］
 I T 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、 I T 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 I T 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］
テクノロジーの中核となるロジックLSIや関連する電
子部品を、お客様の製品の競争力向上に貢献する最適な
ソリューションとして提供しています。
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業務を支援するITセキュリティの追求
富士通グループでは、 I T 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 I T 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ていま
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、 I T 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、 I T セキュリティのための専門部隊を置いています。

ITセキュリティへの取り組み

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、情報の漏洩、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。

ITセキュリティの枠組み
富士通グループにおける I T セキュリティは、「業務シ
ステムにおける情報管理」と、共通の機構である「資産

管理」、「認証システム」及び「ネットワークセキュリティ
統制」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 I T 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。

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 I T 資

産管理は、財産管理の役割だけでなく、 I T 活用や I T セ
キュリティの基礎になります。
富士通グループでは、「 I T リソース管理システム」と

呼ぶ業務システムで I T 資産管理を行っています。
 I T 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
●ウイルスパターンの適用状況
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

■ITセキュリティの枠組みイメージ

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

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

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

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
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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 I T 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、 I 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。
富士通グループでは、「標準パソコン」の導入も進め

ています。標準パソコンとは、社内利用向けに標準に定
めた機種とソフトウェアで構成したパソコンです。暗号
化ハードディスク、BIOSパスワード、スクリーンセー
バー、資産管理ソフトウェア及びウイルス対策ソフト
ウェア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、以前は導入部門が個別に行っていたパソコ
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。

■認証システムイメージ

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

文書決裁
●電子署名の付与

セキュリテ
ィ

カード

セキュリティ
カード

セキュリテ
ィ

カード

承
認

セキュリティ
カード

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。

■ITリソース管理システムイメージ

管理サーバ

富士通サポートセンター

マイクロソフト社
公開サイト

インターネット

ソフトウェア辞書配付

IT 構成情報／
IT 資産情報

Systemwalker
Desktop Patrol

Systemwalker
Desktop Patrol

Systemwalker
Desktop Patrol

Systemwalker
Desktop Patrol

Systemwalker
Desktop Patrol

Systemwalker
Desktop Patrol

インベントリ収集
●ハードウェア資産情報
●ソフトウェア資産情報
●セキュリティ修正適用状況
●ウイルスパターン適用状況

セキュリティ修正の
自動適用

ソフトウェア
ライセンス管理

資産管理／監視
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［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。

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及びイントラネット構築・運用の
統制
•専門部隊によるDMZ（※1）、ファイアーウォール
などの設置・運用

•部門が行う接続の審査・許認可

〔※1〕 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ー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

●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）

•安定稼働のための性能管理、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
•安定稼働のための性能管理、信頼性設計

［ネットワークサービス利用の統制］
メッセンジャーや外部のファイル共有サービスなど、

インターネット接続における不正アクセス対策やウイル
ス対策が無効となる利用方法は原則として使用を禁止し
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。

■ネットワークセキュリティ統制イメージ

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
●部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

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
利用の原則禁止

●誤使用の監視

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
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製品へのセキュリティ機能搭載に向けた取り組み
昨今、高度なネットワーク化や分散化に伴い、情報処
理システムに対するセキュリティの重要性はますます高
まっています。
富士通では、製品開発の段階から情報システムの国際
的なセキュリティ評価基準であるISO/IEC 15408（※1）
に準拠すべく、高度な最高水準のセキュリティ機能実装
に取り組み、情報システムの運用管理ソフトをはじめと
した様々な主要製品において、ISO/IEC 15408の準拠性
を評価する制度の認証を取得しています。

また、携帯電話などのコンシューマー向け製品には、
情報漏えいを防ぐツールとして他社製品にはないセキュ
リティ機能を搭載し、情報の安全性を確保し、お客様に
安心してご使用いただけるよう取り組んでいます。

〔※1〕 ISO/IEC 15408：IT製品およびシステムに対する情報セ
キュリティ機能が必要十分であることを、セキュリティの
専門家が評価・認証するための国際標準規格。製品の評価
認証は「ITセキュリティ評価および認証制度」と呼ばれ、
独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が運用。

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、製品へのセキュリティ機能搭載を推進し、
情報の安全性確保に取り組んでいます。

ソフトウェア製品における取り組み

製品開発

ISO/IEC 15408の要件を意識し、製品開発の段階から
セキュリティアーキテクト（※2）による設計指導と監
査、検証ツールによるセキュリティ検証を全製品で実施
し、安全性の高い製品開発を推進しています。

製品の脆弱性情報の公開

富士通では、製品のセキュリティ情報に当社ウェブサ
イトのトップページからアクセスできるようにしていま
す。お客様に対して、速やかに製品の脆弱性情報を公開

し、リスクおよび対策を周知するよう取り組んでいます。
また、脆弱性対策情報ポータルサイトJVN（※3）と

連携して、お客様に速やかに通知できる体制を構築して
います。

〔※2〕 セキュリティアーキテクト：社内の厳しい認証試験に合格
したセキュアなソフト開発のスペシャリスト（2008年末現
在、全社で249名が認証を取得）。

〔※3〕 JVN（Japan Vulnerability Notes）：日本で使用されてい
るソフトウェアなどの脆弱性関連情報とその対策情報を提
供し、情報セキュリティ対策に資することを目的とするサ
イト。有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセン
ターと独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が共同で運営。

コンシューマー製品（PC/携帯電話等）における取り組み
いまや、パソコンや携帯電話は日常生活に不可欠な存
在となり、ビジネスシーンにおいても企業成長・躍進の
重要なファクターの一つとなっています。
これにより、パソコンや携帯電話には個人情報からビ
ジネス上の機密情報まで様々な情報が格納されるように
なり、セキュリティ機能の充実が必須となっています。
富士通のパソコン、携帯電話は、格納されたお客様の
情報の安全を確保するため、指紋という世界にひとつだ
けの情報を使い認証操作を行うことで、強固なセキュリ
ティを実現しています。

■指紋認証イメージ
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ISO/IEC 15408 評価認証機能の具体例

Systemwalker Operation Manager/
Systemwalker Centric Manager

Systemwalker Operation Managerは、電源投入から、
サービスやスケジュールジョブの実行／制御、電源切断
まで、システム全体の自動運転を実現するジョブ管理ソ
フトです。ジョブの計画的な実行、およびそれに関連す
る資産を保護・検証するためのセキュリティ機能により
認証を取得しました。
また、ソフトウェア資源配付やシステム/ネットワー
ク集中管理などの優れた機能を持つ統合運用管理ソフト
Systemwalker Centric Managerにおいても、業務システ
ムの安定稼働に必要な運用管理と関連資産の保護・検証
のためのセキュリティ機能により認証を取得していま
す。

●評価認証された機能
Systemwalker Operation Manager

・利用者識別認証「拡張ユーザ認証」
・利用者ごとの操作範囲制限「アクセス制御機能」
・利用者の操作を検証するための「監査ログ機能」

Systemwalker Centric Manager

・ 資産の保全「定義情報」、「収集情報（イベント
情報/インベントリ情報/ログファイル）」、「配付
資源」

・利用者ごとの操作範囲制限「アクセス制御機能」
・利用者の操作を検証するための「監査ログ機能」
・ セキュリティ機能「パスワード保護機能」、「操
作制御機能」

Symfoware Server Enterprise Extended Edition

Symfoware Serverは、クライアント／サーバ構成の
ワークグループ・小規模システムから、インターネット・
アクセスによる中大規模システムまでをカバーする、安
定稼働と省力運用を実現する高信頼・高性能データベー
ス製品です。不正なアクセスからデータベースを保護す
るためのセキュリティ機能により認証を取得しました。

●評価認証された機能

・「利用者制御機能」
・ 利用者が使用可能な資源（データベーススペース、
ログファイル、作業用ファイルなど）を制限す
る「資源制御機能」

・「監査ログ機能」

■Systemwalker Operation Managerの評価認証された機能イメージ

異常終了

ジョブ実行

Systemwalker Operation Manager サーバ

①拡張ユーザ管理機能
②アクセス制御 /利用者制限
③実行ユーザの制限
④監査ログ

ジ
ョ
ブ
再
実
行

ジ
ョ
ブ
実
行 ジョブの

計画的な実行

再実行
（自動 /手動）

監査ログ出力対象

Systemwalker Operation Manager
のセキュリティ機能

監査
ログファイル

クライアント

コンソール

Systemwalker Operation Manager

定義情報
スケジュール
情報

①

②

②

④

③

■Symfoware Server Enterprise Extended Editionの評価認証された機能イメージ

監査ログ機能

データベースサーバ

Symfoware Server
監査ログ

データベース

利用者制御

機能共用
メモリ

RDBコマンド

資源制御機能

アプリケーションサーバ

アプリケーション

システム内
アプリケーション
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ソリューションビジネスグループの特徴
ソリューションビジネスグループは、主として法人の
お客様向けに、 I T を活用したビジネスソリューションを
提供しています。お客様の I T システムの開発・構築、
またアウトソーシングやネットワークサービスなどの 
I T 運用では、お客様の情報資産を取り扱う機会もある

ため、高いレベルの情報管理が求められています。また、
社内の秘密情報や個人情報を利用する場合もあります。
このような情報の重要性に鑑み、SBGに属する社員は常
に高い意識を持ち細心の注意をもって情報を取り扱うこ
とが不可欠です。

ソリューションビジネスグループの取り組み事例

ソリューションビジネスグループの取り組み事例
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（SMF）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。

SBG情報セキュリティマネジメント推進体制
SBGの各本部、グループ会社は、社会・経済活動の基
盤をなす情報システムを提供する、お客様対応の最前線
に立つ部門です。そこで、お客様情報、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、各部門の責任者や監
査責任者が参加した委員会を開催しています。なお、
SBGセキュリティ委員会は、次の役割を担い、活動して
います。
●SBGにおける共通の情報セキュリティ推進に関する意
思決定

●SBGにおける情報セキュリティ推進活動に関する部
門・グループ会社への指示

●SBGにおける情報セキュリティ推進活動に関する情報
流通（情報セキュリティインシデント、緊急措置のた
めの情報、情報セキュリティ対策事例、部門・会社に
おける情報セキュリティ推進活動の紹介、情報セキュ
リティに関する制度・規則の周知）

■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（各部門）
各部門の
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）

事務局

63 本部 55 社

委員長：
経営執行役上席常務

　　　　　石田 一雄

■SBGセキュリティ委員会
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セキュリティマネジメントフレームワーク（SMF）
SBGでは情報セキュリティ確保をどう実現し、事故の
低減につなげるか、SBG全体の情報セキュリティガバナ
ンスを確立するために、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、情報セキュリティの
国際標準である、ISO/IEC 27000ファミリ、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。
これは、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。管理系には情報セキュリ
ティ管理基準、情報セキュリティ実施基準、情報セキュ
リティ実施要領書があります。監査系には、情報セキュ
リティ監査基準、情報セキュリティ監査実施要領書があ
ります。さらに情報セキュリティマネジメントマニュア
ル、情報セキュリティ導入ガイドも含まれています。本
部やグループ会社は、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り上げています。
SMFでは、対策レベル1から対策レベル4までの、4段

階の対策レベルを設けています。対策レベル1は社内規
定等に明記してある対策およびそれに準ずるもの、対策
レベル2は平均的な本部、グループ会社において通常実
施されるべき対策です。対策レベル3、4は組織によっ
ては必要な対策であり、特に重要な情報を扱う場合、お
客様や業種としての要求がある場合に適用します。
各本部、グループ会社では、本部長・社長、および情

報セキュリティ管理責任者が、情報セキュリティ推進組
織の責任者、牽引役として、情報セキュリティマネジメ
ントを推進しています。
SMFと富士通グループ規定、国際標準、業界ガイドラ

イン等との関係を下図に示します。

情報セキュリティマネジメントの実施
情報セキュリティマネジメントは、「Plan-Do-Check-

Act（PDCA）」のサイクルで行っています。
●Planでは、部門の全般的な方針および目的に従った結
果を出すための、リスクマネジメントおよび情報セ
キュリティの改善に関連した部門セキュリティ基本方
針、実施基準、実施要領書などのガイダンス、マニュ
アルの作成、情報セキュリティ活動の全体計画、情報
セキュリティ教育計画、情報セキュリティ監査計画を
策定します。

●Doでは、セキュリティ施策の導入、運用を行います。
情報セキュリティ教育の実施、セキュリティ対策の周
知・徹底を実施します。また、定期的に情報セキュリ

ティ管理責任者が、部門内セキュリティ推進者を招集
し情報セキュリティに関する推進会議を開催して、部
門長へセキュリティ状況の報告、また、今後のセキュ
リティ対策についての検討を行っています。

●Checkでは、定期的なセキュリティチェック、セキュ
リティ状況の監視、内部監査、マネジメントレビュー
を行います。

●Actでは、内部監査、マネジメントレビューの結果、
その他関連情報に基づいた是正処置および改善処置を
行います。各部門のPDCAの活動状況は、SBGセキュ
リティ委員会事務局が一元的に収集し、活動状況の見
える化を行っています。

■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

…
…

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

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
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人材育成
各本部、グループ会社におけるSMFのPDCAを確実に

回し、組織の情報セキュリティレベルの維持・向上させ
るためには体制作りが必要です。しかし、役割を担う人
材がいなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。そ
こで、各部門の情報セキュリティについて全体的に指導・
管理する情報セキュリティ管理責任者を部門毎に設け、
この責任者の指示のもとに動く管理者向けに、「情報セ
キュリティ管理者教育」を企画・実施しており、300名
がこの教育を修了しています。また、各部門の内部監査
要員として情報セキュリティ監査という専門スキルを身
につけさせるべく、監査責任者を部門毎に設け、この責
任者の指示のもとに動く監査人向けに、「情報セキュリ
ティ監査人教育」を企画・実施しており、600名がこの
教育を修了しています。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を構築するため、特
別コースを設け、日本セキュリティ監査協会（JASA）
の資格取得の支援を進めています。

SBGセキュリティ施策

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では、「標準パソコン」の導入に加えて、社員へ
の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、セキュリティパッチ適用や
ウイルス定義ファイル更新の自動化、およびセキュリ
ティ対策が不十分なパソコンや長期非稼働パソコン、ウ
イルス感染、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部門管理者や利用者へ注意喚起を
行っています。さらに、パソコンの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。さらに、その時々のセキュリ
ティ脅威を想定し、点検項目を追加してセキュリティ対
策の状況を点検しています。
パソコンのセキュリティ対策のチェックは、たった
1台のパソコンのセキュリティ対策の不備であっても、
情報漏えいを引き起こす恐れがあるため、全数点検と漏
れの無いチェックを行っています。
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、

機器取得

運　用

廃　却 導　入ITインフラ標準運用
サービス

■情報セキュリティ対策診断の結果の画面

■情報セキュリティ管理者、情報セキュリティ監査人の教育
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各パソコンのセキュリティ状態を診断しています。パソ
コン起動時に社内セキュリティ規定の診断項目（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18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、全パソコンの状態は、
情報セキュリティ管理責任者が集中的にモニタリングす
ることができ、部門全体のセキュリティ施策の把握が容
易にできるようになっています。

セキュリティ意識の向上

常日頃からセキュリティに対する関心を持つととも
に、事件・事故発生時に適切な対処ができるように、携
行できる情報セキュリティ留意集（情報セキュリティポ
ケットブック）を作成し、社員に配布しています。グルー
プ会社に対しては独自施策を追加できるようにひな型と
して提供しています。携帯版の他、Web版も提供し、
さまざまな作業場所でもセキュリティチェックができる
ように取り組んでいます。

お客様先でのセキュリティ心得

お客様のシステム開発は、当社の事業所で行うほか、
お客様先で行う場合があります。システム開発に従事す
る作業者が、自らの不注意が原因でお客様にご迷惑をお
かけすることがないように、パソコンの取り扱いや情報
の取り扱いなどを情報セキュリティ心得として定めてい
ます。

お客様システムの納入前監査・検査

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。
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ています。
お客様システムの納入前監査・検査は、重要インフラ

事業者への納入システム向けの「重要インフラ納入前セ
キュリティ監査制度」と、重要インフラ事業者以外への
納入システム向けの「システム納入前セキュリティ検査
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」を終了した監査人によって
行っています。

■情報セキュリティポケットブック

■お客様納入前監査・検査実施イメージ

お客様

納入 システムテストの最終段階
で社内基準に基づいてセ
キュリティ品質を検査します

システム構築 納入前監査・検査

セキュリティ
検査ツール

事件・事故
防止 !!
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情報セキュリティマネジメント
近年、企業や官公庁では保有するサーバ台数の増加に
伴い、設置スペースの確保や、災害にも対応した強固な
設備、管理者しか入室できないようなセキュリティ
チェック設備の構築など、自前で揃えようとすると、膨
大なコストがかかってしまうという課題に直面していま
す。
富士通ではこの課題に対応するため強固なセキュリ
ティに守られたデータセンターを提供しています。
情報セキュリティとは災害・機器故障・過失・故意な

どの脅威に対し、機密性（Confidentiality）、完全性
（Integrity）、可用性（Availability）の三つのセキュリティ
要素で守られていることが重要です。
そのため、富士通のデータセンターでは、お客様の大

事な情報資産（システム含む）を守り、情報セキュリティ
の確保を目的に「情報セキュリティマネジメント」に取
り組んでおり、ISMS（ISO/IEC 27001）、「プライバシーマー
ク」の認証を取得しています。

データセンターにおける高セキュリティ対策

データセンターにおける高セキュリティ対策
最先端のセキュリティ技術を搭載し、お客様ニーズにお応えする、最高水準のデータセンターを提供
しています。

最先端技術でお客様を守る
最先端のセキュリティ対策を備えたデータセンター
で、お客様システムを守っています。主な対策（特徴）は、
●生体認証 ：認証基盤を手のひら静脈認証に統一
●RFIDタグ ：アクティブタグと画像解析による、人物
の位置検地、行動統制

●映像監視 ：カメラ映像の長期間保存、証跡管理
となっています。
上記の技術的対策に加え、運用の中心となる「人」も

含めた維持・管理に向けて、セキュリティ確保のための
「計画、実践、結果確認、見直し」を継続して実践（PDCA
反復）しています。
さらに、建物の堅牢性も追求して、事業継続性を強化

するともに、最新鋭のグリーンテクノロジーを実装した
地球にやさしい、新センターを構築中（2009年11月完
成予定）です。
下記に「富士通の目指すデータセンター」を示します。

■富士通の目指すデータセンター

事業継続性強化
災害、セキュリティ、高集積リス
クを回避し、事業継続性を強化
することができます

環境負荷低減
ファシリティ、システムの省電力化に
より、CO₂排出量が削減され、低
環境負荷なITインフラが実現します

可用性強化
運用品質の向上により、運用ミ
スの低減、迅速な障害対応等が
実現し、ITインフラの可用性が
向上します

●堅牢・高セキュリティ
事業継続性を徹底追及した
TIER4対応の堅牢・高セキュリ
ティ環境で、お客様のシステムを
運用します

●高品質運用
ナレッジ、人財、システムの観点
から、お客様要件に最適な運用
サービスをご提供します

●グリーンテクノロジー
最新鋭のグリーンテクノロジーを
実装し、お客様 ITインフラの消
費電力を削減します
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今後の取り組み

今後の取り組み
富士通グループでは、情報セキュリティレベルの向上を目指しさまざまな取り組みを実施していますが、
今後もさらなる情報セキュリティレベルの向上を目指し、以下の取り組みを実施していきます。

ITセキュリティへの取り組み
富士通グループでは、 I T 活用の広がりに対応して、グ
ループ全体の共通課題として I T セキュリティに継続的
に取り組んできました。
その結果、情報の安全確保と適切な取り扱いに配慮し
た業務環境が富士通グループに整備されてきました。
また、インターネットを含む内外のネットワークの利
用についても、情報セキュリティのための技術的・組織
的な統制を確立しています。これは、企業間取引を行い、
情報を発信し、電子化された社会インフラと連携する富
士通グループの企業活動の前提となっています。

業務システムと I T インフラにおけるこれらの施策は、
富士通グループにおいて、自らの情報を財産や権利とし
て守るだけでなく、お客様や取引先から預かった情報の
安全管理のための施策です。

しかし、完全な、無事故の情報セキュリティ対策は存
在しません。課題は、ヒューマンエラーへの対策です。 
I T 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、情報漏洩その他の事故が I 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、今後の取り組みとして、人の行
為が係わる業務プロセスに着目し、注意力に依存する現
行の対策を I T による対策に置き換えることの可能性を
検討し、具体化して参ります。

今後の取り組みは、次の分野が候補になります。
●パソコン紛失・盗難対策
パソコンを紛失し、または盗難にあっても、社内から

の遠隔指示によってパソコンに記憶している情報を無効
化できれば、情報漏洩に至る可能性を格段に下げること
ができます。このための機構や運用を検討します。
●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洩してし

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、誤送信の削減を図ります。
●外部に提供した文書の管理
業務システムや I T インフラでは富士通グループの内

部に保有している情報について安全管理を実現していま
すが、富士通グループが取引先等外部に提供する文書も、 
I T を活用して保護します。
従来から、機密文書を特定の組織に提供するときには、

利用者、利用場所や期間を限定するなどの適切な取り扱
いを契約で求めています。また、著作権保護のために、
提供先における複製の制限などの条件を示し、遵守を求
めます。しかし、その管理の実効性確保は、提供先にお
ける管理に委ねられているのが現状です。そこで、文書
自体に電子的な鍵をかけて、意図した人だけに参照や印
刷の権限を付与するDRM（Digital Rights Management）
の仕組みなどにより、提供文書の管理を一層確実なもの
にするよう検討しています。
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ソリューションビジネスグループの取り組み

情報セキュリティ活動の評価

SBGセキュリティ委員会は、SBGの各本部、グループ
会社が情報セキュリティガバナンスの確立に向けて効率
的、効果的に、また自律して運用できる仕組みをSMFと
して提供しています。本部、グループ会社は、SMFを参
考にして、マニュアルや手順書類を作成し情報セキュリ
ティ活動を推進しています。
この活動によってパソコンの盗難・紛失等の事件・事
故による情報漏えいのリスクが減少してきています。し
かし、 I T 技術の進歩や業務形態の変化によって、新たな
種類の事件・事故の発生が考えられるため、セキュリティ
対策の見直し・充実が必要になっています。
一方、産業構造審議会 情報セキュリティ部会報告書

（情報セキュリティ総合戦略 - 2003年10月）では、「安
全前提の社会システムから、事故前提社会システムへの
変革」が提言されており、事故防止活動は当然のことな
がら、情報セキュリティ活動が合理的なプロセスで機能
していることの説明が求められる様になってきました。

そのため、情報セキュリティ活動が、事件・事故発生
防止に機能しているかを評価する計画を立てています。
情報セキュリティ活動の評価は、情報セキュリティマ

ネジメントを定量的な指標で評価します。セキュリティ
管理責任者へのヒアリングや I T を使ったモニタリング
によって測定します。一方、事件・事故によるリスクレ
ベルを定め、マネジメント活動やセキュリティ対策との
関連性をつかみます。

評価指標の策定

情報セキュリティマネジメントの評価指標は、マネジ
メントとコントロール（セキュリティ対策）に分け、実
施度や目標に対する達成度であらわします。
マネジメントとコントロールの評価指標の例を以下に

示します。

■マネジメント評価指標の例

指標No. 評価項目 評価指標

IM1
情報セキュリティマネジメントの適
用範囲および境界を定めているか

● マネジメント文書に記述されている範
囲に関する定義項目数

●部門長の承認記録の有無

IM2
情報セキュリティに関する推進会議
を開催しているか

●情報セキュリティ推進会議開催率
●部門長、メンバーの出席率

■コントロール評価指標の例

指標No. 評価項目 評価指標

IC1
USBメモリは機器管理台帳に登録
して管理しているか

●USBメモリ台帳たな卸し実施の有無
●現物照合率

IC2
パソコンの全領域に対して、ウイルス
スキャンを定期的に実施しているか

●ウイルススキャン実施率
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事件・事故の情報漏えいリスクレベルの策定

情報セキュリティの事件・事故には、パソコンや可搬
記憶媒体の紛失や盗難、ファイル交換ソフトによるネッ
トへの情報漏えい等があります。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、格納情
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
でも評価します。

情報セキュリティ活動の可視化

情報セキュリティ活動は、複数の評価指標で測定し評
価します。その評価結果を整理、分析して、網羅的に把

握できるように、可視化します。部門長、部門の情報セ
キュリティ管理責任者、また、現場の情報セキュリティ
推進者で、その役割に応じて階層化して情報を表現しま
す。部門長の階層では、例えば、情報セキュリティ目標
とその実施状況など、個々の評価結果でなく、複数の評
価指標で分析した結果を表示させます。情報セキュリ
ティ管理責任者の層では、例えば、情報セキュリティ教
育の受講状況というように、マネジメント面についての
評価結果を表示させます。現場の情報セキュリティ推進
者には、ウイルススキャンの実施など、具体的なセキュ
リティ対策の状況について、表示させます。下図は、情
報セキュリティ活動評価結果を可視化したイメージ図で
す。

■情報セキュリティ活動の可視化イメージ

部門長

情報セキュリティ
責任者

現場のセキュリティ
推進者
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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いま
す。

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
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います。

お取引先における情報セキュリティ事故は、対策の徹
底・浸透により減少傾向にあります。
そういった中で、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などの重大事故は対策効果が出てお
りますが、不注意による鞄の盗難やeメール・FAXの誤
送信、IDカードや携帯電話の紛失などの事故に対しても
きちんと報告がなされるようになってきました。

2008年度は、最近の傾向を踏まえた防止施策（起こ
りにくい環境の整備）と被害の極小化対策を中心に推進
して参りました。

■情報セキュリティ事故の推移

0％

50％

100％

2008年2007年2006年

＊2006年の情報セキュリティ事故を100としたときの比率

メール誤送信
盗難・紛失
ファイル交換ソフト15.0％

12.7％

32.5％
29.4％
38.2％

43.7％

43.7％

41.1％

43.9％

100

66
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■お取引様と連携したセキュリティ向上策

お取引様と連係した
セキュリティ向上策

富
士
通
グ
ル
ー
プ

基本契約

Plan

Do

Check

Act

お
取
引
様

1 お取引様選定
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

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ともに、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パートナーに限定して
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
•2008年 5月　約1,300社/約1,800名
•2008年11月　約  400社/約  400名
•2009年 1月　約1,300社/約1,800名

●富士通社内向けeラーニングの実施
•2007年 8月　約7,200名
•2009年 1月　約1,100名

●富士通グループ企業向けeラーニングの実施
•2008年 4月　約50社/約6,800名
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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、および是正実
施内容の確認を行っています。
●2008年度監査　約200社（累計　約1,100社）
●アンケートによる未監査のお取引先状況調査

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
部門に対し、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、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。
●2008年度の活動
•情報セキュリティチェックシート、ハンドブックを
配布

•注意喚起レター（長期休日前など）を発信

■情報セキュリティ情報の共有

情報セキュリティチェックシート
情報セキュリティハンドブック
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国際標準化機構・国際電気標準会議（ISO/IEC JTC 1/SC 27）
ISO/IEC JTC 1は、国際標準化機構（ISO）と国際電気

標準会議（IEC）が合同で設置した国際標準化のための
合同技術委員会です。この委員会の下部組織であるSC 
27（第27副委員会）はセキュリティ技術を担当する委
員会であり、ISO/IEC 27000ファミリやISO/IEC 15408シ
リーズなどの情報セキュリティに関する国際標準化検討

がこの場で行われています。
富士通はSC 27の対応国内委員会（National Body）で

ある（社）情報処理学会 情報規格調査会 SC 27委員会に
正規メンバー企業として参画しており、継続的に委員を
派遣して多くの規格検討に積極的参加してきました。

情報セキュリティに関する社会貢献活動

情報セキュリティに関する社会貢献活動
情報セキュリティの世界においては、IT機器ベンダー、通信キャリア、コンサルティング企業などの
各企業、官公庁や独立行政法人、教育研究機関などが共同して標準やガイドラインの策定、共同研究
の実施などを日常的に行っています。富士通グループは多年にわたりこのような社会的な情報セキュ
リティ活動に積極的に参画しています。

● ISO/IEC 15408-1: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model
● ISO/IEC 15408-2: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional components
● ISO/IEC 15408-3: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components
● ISO/IEC 27001: Information technology -- Security techniques ？ Information　security management systems -- Requirements
● ISO/IEC 27002: Information technology -- Security techniques -- Code of practice for　information security management

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
富士通はNPO 日本ネットワークセキュリティ協会の
会員企業であり、2004年から各種のWG活動に参加して
います。2008年9月までに富士通グループメンバーの活
動実績がある主なWGは以下のものです。
●脆弱性定量化に向けての検討WG（技術部会）

●WebアプリケーションセキュリティWG（技術部会、
2007年度終了）

●セキュアプログラミングWG（技術部会）
●情報セキュリティランキングWG（政策部会）
●セキュリティ被害調査WG（政策部会）
●情報セキュリティ関連パブコメ検討WG（政策部会）

その他の社会貢献活動
上記以外に、以下のような各種WG・団体活動に参加
メンバーを派遣しています。
●（ISC）² International Information Systems Security 
Certification Consortium

●（財）日本規格協会 情報技術標準化研究センター 情報
セキュリティのマネジメント及び評価基準標準化調査
研究委員会（WG2）

●LASDEC 地方公共団体情報セキュリティ対策推進（LS）
フォーラム

●暗号技術評価委員会（CRYPTREC）
●経済産業省 産業技術環境局 基準認証ユニット

●（社）電子情報技術産業協会（JEITA）TCG専門委員会
●独立行政法人情報処理推進機構（IPA）調達における
セキュリティ要件研究会

●Linuxコンソーシアム セキュリティ部会
●Secure Private Cosmコンソーシアム
●データベース・セキュリティ・コンソーシアム
●日本ISMSユーザグループ
●日本セキュリティ監査協会（JASA）
●東京大学CCR情報セキュリティ・コミュニティ
●財団法人日本品質保証機構（JQA） ISMS技術委員会
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個人情報保護について
富士通グループで取り扱う個人情報には、富士通グ
ループが収集した個人情報と業務受託に伴いお客様から
お預かりした個人情報があります。これらの個人情報を
適切に取り扱うため、富士通では1999年4月に個人情報
ポリシーおよび個人情報管理規程を制定し、さらに
2003年1月には個人情報管理規程をグループ規定とし、

富士通グループ内での共通ルールとして、個人情報を取
り扱ってきました。
また、富士通ではビジネスに必要な部門のみがプライ

バシーマーク認定を取得していましたが、2007年8月に
財団法人日本情報処理開発協会から富士通全社として認
定（認定番号：10300034（01））を取得しました。

主要注力テーマ〔個人情報保護への取り組み〕

個人情報保護への取り組み
これまでにも富士通では、「個人情報保護ポリシー」を整備するほか、2005年4月に全面施行された個
人情報保護法に準拠した「個人情報管理規程」を定めるなど、個人情報の管理体制を強化してきており、
富士通全社としてプライバシーマーク認定を取得しました。

個人情報の管理体制
富士通での個人情報の管理体制は、代表者（社長）か
ら任命された個人情報保護総轄責任者（副社長）のもと、
各本部が本部長の責任で個人情報を管理しています。　
あわせて、各本部の個人情報の取扱い状況を監査する個
人情報監査責任者が代表者から任命されるとともに、個
人情報関連の教育に関する教育責任者、当社の個人情報

の取扱いに関する相談窓口の責任者を置いています。
一方、実際に個人情報を取り扱う各本部は、本部長か

ら任命された部門管理責任者が、本部内の個人情報を取
り扱う部署の管理責任者を総轄し、日常業務で個人情報
を取り扱っています。

■富士通の個人情報保護に関する運用体制

代表者 代表取締役社長

個人情報保護総轄責任者

個人情報保護監査責任者

教育責任者

相談窓口責任者

取締役副社長

監査部門長

教育部門長

お客様総合窓口

代表者

個人情報保護
監査責任者

個人情報保護
総轄責任者

本部

教育責任者

相談窓口責任者

本部長

部門管理責任者

管理責任者

本部 本部
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個人情報保護マネジメントシステム
富士通での個人情報保護マネジメトシステム（PMS）

を、下図に示します。PMS文書の体系は、個人情報保護
ポリシーの下、個人情報管理規程、運用細則、細則、指
針／ガイドライン、各種発行レポートからなります。
PMSにおけるPDCAは、富士通全社レベルと実際に個
人情報を取り扱う各本部レベルに大別されます。全社レ
ベルでは、個人情報保護ポリシーや各種規程の整備、教

育、監査の実施、代表者による見直しが行われます。一
方、各本部レベルでは、各本部で管理している個人情報
を特定し、その個人情報を取り扱う過程でのリスク分析
をした上で、運用細則に従って取り扱うとともに、適切
に運用しているか確認を行います。あわせて、全社の教
育計画に従って教育を受講します。

個人情報保護マネジメントシステム定着への取り組み
富士通では個人情報保護マネジメントシステムを定着
させるため、経営会議での状況報告をつうじて経営層が
現状を認識するとともに、各本部での運用確認で個人情
報を取り扱う過程でのヒヤリ・ハット事例を収集し、イ
ントラネットでの情報公開、教育への反映といったトッ

プダウン、ボトムアップの両方向からの取り組みを行っ
ています。
今後も富士通では適切な個人情報の取扱いを維持すべ

く、個人情報保護マネジメントシステムのさらなる定着
に向けて活動を続けていきます。

■富士通の個人情報保護マネジメントシステム

個人情報保護ポリシー

個人情報管理規程

運用細則

細則、指針／ガイドライン、
各種発行レポート

各部門 各部門

・個人情報の特定
・リスク分析
・適正な取り扱い
・運用の確認
・教育の受講

PMS文書

Plan

Do

Check

Act

Plan

Do

Check

Act

全　社

・個人情報保護ポリシーの整備
・各種規定の整備
・教育の実施
・監査の実施
・代表者による見直し

Plan

Do

Check

Act
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エンタープライズセキュリティアーキテクチャー（ESA）とは
エンタープライズセキュリティアーキテクチャーは、
企業内における情報セキュリティ対策の技術的な基本方
針を明確化する文書です。企業は、情報セキュリティ対
策のシステムを構築する場合、あるいは機器を調達する
場合に、常に自社のエンタープライズセキュリティアー
キテクチャーへの適合性をチェックします。その結果、

エンタープライズセキュリティアーキテクチャーに適合
しないと認められたシステムや機器は、企業内で採用す
ることは認められません。こうすることで、企業内の情
報セキュリティは統一的で整合が取れたものになり、セ
キュリティ投資の有効性と効率性が保証されます。

主要注力テーマ〔エンタープライズセキュリティアーキテクチャー（ESA）〕

エンタープライズセキュリティアーキテクチャー（ESA）
富士通では、一般的な企業に必要となるセキュリティ要件の共通要素を分析し、整理したドキュメン
トとして「富士通のエンタープライズセキュリティアーキテクチャー」を提供しています。

一般に、企業は情報セキュリティ対策の基本原則を明
文化した「情報セキュリティポリシー」を持っています。
エンタープライズセキュリティアーキテクチャーも当
然、情報セキュリティポリシーの要求事項に従って策定
しなくてはなりません。わが国の情報セキュリティマネ
ジメントシステム（ISMS）では、セキュリティ関連文

書を「セキュリティポリシー」「スタンダード」「プロシー
ジャ」の3階層とするのがよいとしていますが、エンター
プライズセキュリティアーキテクチャーは「スタンダー
ド」の一種であり、「プロシージャ」レベルのセキュリティ
実装とのギャップを埋める位置づけの文書になります。

富士通のESA
エンタープライズアーキテクチャーは、その企業の情
報投資戦略から導き出されるものなので、本来は企業ご
とに異なる内容のアーキテクチャーが定められるのがあ
るべき姿です。しかしながら、調達可能なセキュリティ
技術が非常に多岐にわたる現在において、技術間の整合
性を保つことが難しいため、アーキテクチャーを構成す
ることは、非常に時間とコストのかかる作業となってい
ます。
そこで当社では、一般的な企業に必要となるセキュリ
ティ要件の共通要素を分析し、整理したドキュメントと
して、「富士通のエンタープライズセキュリティアーキ

テクチャー」を提供しています。このアーキテクチャー
では、アーキテクチャーの検討を進める上で必要になる
情報セキュリティ知識の共通基盤、企業内のあるべき情
報セキュリティ運用の仕組み、それを実現するのに必要
となる情報システムのセキュリティ機能要件などを網羅
して記述しています。
「富士通のエンタープライズセキュリティアーキテク
チャー」の最新版は、当社の安心安全ソリューション
「SafetyValue」 のWebサ イ ト（http://segroup.fujitsu.
com/secure/solution/esa/）から無償でダウンロードで
きます。

■ESAの概念

各種法規制

ESA

システム開発プロセス

完全性 可用性機密性

セキュリティガイドライン

情報セキュリティマネジメントシステム

セキュリティ要求事項
（What to do：何をすべきか）

設計フェーズ

セキュリティの実装指針
（How to do：どうあるべきか）

効率性有効性

リスクマネジメントの視点 セキュリティ投資効率の視点

要件定義フェーズ

■冊子版　ESA
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プライバシーマーク取得状況
富士通およびグループ会社における、（財）日本情報

処理開発協会（JIPDEC）からのプライバシーマーク使
用許諾状況は、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
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
富士通エフエスオー株式会社
株式会社 富士通エフサス
株式会社 富士通大分ソフトウェアラボラトリ
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 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エンジニアリング
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
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 富士通ゼネラルシステムエンジニアリング
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
株式会社 テクノプロジェクト
株式会社 富士通東北システムズ
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
ニフティ株式会社
株式会社 富士通パーソナルズ
株式会社 富士通バイソルシステムズ
株式会社 富士通ビー・エス・シー
株式会社 PFU
株式会社 富士通ビジネスシステム
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 富士通南九州システムエンジニアリング
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 ライフメディア
株式会社 富士通ワイエフシー

第三者評価・認証

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。

ISMS取得状況
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（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 富士通大分ソフトウェアラボラトリ
株式会社 富士通鹿児島インフォネット

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 富士通システム統合研究所
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 富士通ディフェンスシステムエンジニアリング
株式会社 テクノプロジェクト
株式会社 富士通東北システムズ
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富士通特機システム株式会社
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 富士通ビジネスシステム

富士通フロンテック株式会社
株式会社 富士通ミッションクリティカルシステムズ
富士通ミッションクリティカルソフトウェア株式会社
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

情報セキュリティ格付けの取得状況
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・レーティングから、情報セキュリティの格付
け第一号として、富士通のグループ会社である株式会社

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリのソフトサービ
ス事業が、「 Ais 」（シングルAフラット）（※1）の格付
けを付与されました。

〔※1〕 「is」はInformation Securityの略。同分野の格付けである
ことを示す。

ITセキュリティ評価認証の取得状況
セキュリティ評価基準の国際標準であるISO/
IEC15408に基づいて、認証された代表的な I T 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
●OSⅣ/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）
●SafetyDomain（認証制御ソフトウェア）
●PalmSecure（手のひら静脈認証装置）

ISMS資格取得状況
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。
<127名>

JASA監査人資格取得状況
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。
<90名>



富士通グループの概要
富士通は、ITを活用したビジネスソリューションをグローバルに

提供するリーディング・プロバイダーです。
17万人の従業員を擁し、世界70ヵ国で活動しています

社名 富士通株式会社 （FUJITSU LIMITED）

所在地 本店
 住所：〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
 Tel: 044-777-1111
 本社事務所
 住所：〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
 Tel: 03-6252-2220

代表者 代表取締役社長　野副 州旦 （のぞえ くにあき）

設立 1935年6月20日

事業内容 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・
 販売ならびにこれらに関するサービスの提供

資本金 3246億2507万5685円 （2008年12月末現在）
 
売上高 2008年度（2008年12月末現在）
 連結：3兆5076億7900万円

 2007年度 （平成19年度）
 連結：5兆3308億6500万円
 
発行済株式数 20億7001万8213株 （2008年12月末現在）
 
上場証券取引所 東京、大阪、名古屋、
 フランクフルト、ロンドン、スイス
 証券コード：6702 / 東証1部 / 業種：電気機器
 
決算期 3月31日
 
従業員数 単独：26,163名
 連結：173,733名
 （2008年12月31日現在）
 
海外事務所 ワシントン、ニューヨーク、欧州 （ロンドン）、ハワイ、コロンビア

会社概要
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■ テクノロジーソリューション
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）をグローバルに提供しています。

［製品・サービス概要］
・システムプラットフォーム ： 各種サーバ、ストレージシステム、各種ソフトウェア、モバイルシステム、光伝送システムなど
・サービス ： システムインテグレーション、システムの導入・運用支援、コンサルティング、サービス専用端末装置、アウトソ
ーシングサービス、ネットワークサービス、システムおよびネットワークの保守・監視サービスなど

■ ユビキタスプロダクトソリューション
いつでも、どこでも、誰もが快適に ITネットワークの恩恵を受けることができるユビキタス社会を実現するために、パソ
コンや携帯端末、ハードディスクドライブ（HDD）など、身の回りにあるコンピュータ機器を、より使いやすく、高性能にし
ていくものづくりを進めています。

［製品・サービス概要］
パソコン／携帯電話、光送受信モジュールなど

■ デバイスソリューション
テクノロジーの中核となるロジックLSI や関連する電子部品を、お客様の製品の競争力向上に貢献する最適なソリュー
ションとして提供しています。

［製品・サービス概要］
LS I、電子部品、機構部品など

2008年度
セグメント別
売上高

（2008年12月末現在）

テクノロジーソリューション
2兆2100億円　58.3％

ユビキタスプロダクト
ソリューション
7272億円　19.2％

デバイスソリューション
4902億円　12.9％

その他
3658億円　9.6％

事業概要

富士通グループは IT 分野において、最先端かつ高性能、高品質を備えた強いテクノロジーをベースに、
品質の高いプロダクト、電子デバイスおよびこれらを活用した各種サービスの提供によるトータルソリュー
ションを提供しています。また、製品やサービスの提供にとどまらず、お客様を真に理解し、お客様にとっ
てかけがえのないパートナーとなることを目指しています。

◆三つの事業セグメントについてご紹介します。
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責任部署（お問合せ先）

富士通株式会社
セキュリティソリューション本部
情報セキュリティセンター

〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25
富士通ソリューションスクエア

TEL：03-6424-6272
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