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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2 0 1 0 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。

報告書の発行時期
・本報告書は2 0 1 0 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。

企業理念

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

情報通信テクノロジー（IC 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 CT 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 IC 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 CT 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 2010」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
執行役員社長

山本 正已
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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。

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実現するためには、経営の効

のリスク管理に関する責任者と連携を図りながら、各種

率性を追求するとともに、事業活動から生じるリスクを

リスク情報の抽出・評価・分析を行うとともに、予防対

コントロールすることが必要であり、そのためにはコー

策の実行状況を継続的に確認しています。

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

また、これらの予防対策にも関わらず万一リスクが現
■コーポレート・ガバナンス体制

施しています。

株主総会

選任・解任

また、富士通では、経営の監督機能と執行機能を分離

選任・解任

することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任

報告

の明確化に努めています。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
ることによって、経営の透明性、効率性を一層向上させ

選任・解任

会計監査人
報告
取締役会

監査役会

取締役10名
（うち社外取締役3名）

グループ会社については、富士通グループとしての全

経営会議

スにおけるそれぞれの役割・位置づけを明確にします。

（業務執行決定）

これによって、富士通グループの企業価値の持続的向上

指示
執行機能

ネジメントを推進するための組織として「リスク管理委

監査

代表取締役社長

体最適を追求するため、グループ全体の価値創出プロセ

リスク管理面では、FUJITSU Wayに基づいてリスクマ

監査役5名
監査
（うち社外監査役3名）

選任・解任／監督

ていきます。

をめざしたグループ運営を行っていきます。

監査

員会」を設置しています。リスク管理規程およびガイド
ラインにより具体的な行動基準を定め、潜在リスクの発

内部監査部門

報告（経営監査本部）

報告

FUJITSU Way
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
●

指揮・命令

監督

生予防と顕在化したリスクへの対応の両側面から、グ

執行役員

ローバルにリスクマネジメントを推進しています。

各ビジネスグループ、グループ各社

潜在リスクについては、富士通の各ビジネスグループ
■リスク管理体制とリスクマネジメントサイクル
取締役会

指示

報告

経営会議
指示

報告

リスク管理委員会

潜在リスクの発生予防
● 抽出、
評価、分析
● 未然防止策の検討、
実行状況の確認
●リスクの移転・保有の検討・実施

顕在化したリスクへの対応
● 早期解決、
影響の最小化、原因究明
● 再発防止策の立案・実行

各ビジネスグループ、グループ各社
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監査
監査

実に顕在化した場合、またはその兆候が認知される場合

員会および各ビジネスグループは、重大なリスクについ

に備え、リスク情報の報告ルールを定めており、海外も

ては直ちに経営層へ報告し、必要に応じて経営会議や取

含めた富士通グループ各拠点への徹底を図っています。

締役会に随時報告します。さらに、現場や各関連部門、

製品・サービスのトラブルや情報セキュリティ事故な

各ビジネスグループのリスク管理に関する責任者などと

どのリスクの顕在化またはその兆候が認知された場合に

連携しながら、対策本部の設置などにより対策を講じて

は、各部門は直ちにリスク管理委員会への一報および各

問題の早期解決と影響の最小化を図るとともに、原因究

ビジネスグループ内での報告を行います。リスク管理委

明に努め、再発防止策を立案・実行します。

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、

らに、
お客様や他社から入手した秘密情報の取扱いを
「他

適正な情報管理・活用を推進するという方針のもと、情

社秘密情報管理規程」に、個人情報の取扱いを「個人情

報セキュリティの強化に取り組んでいます。

報管理規程」に定めています。

具体的には、富士通の企業理念、企業指針、および従

また、ネットワークを流れる情報を処理する情報シス

業員の行動指針、行動規範を定めた「 FUJITSU Way」の

テムのセキュリティについて定めたものが「情報システ

「行動規範」のなかで、機密保持に関するポリシーを明

ムセキュリティ規程」です。この規程には、情報システ

文化し、情報セキュリティに関する基盤となる考え方を

ムの構築・運用・利用の三つの側面がありますが、この

明確に打ち出しています。また、この考え方に基づいて

うち特に利用面に焦点をあてて、パソコン、USBメモリ

「情報管理規程」
「個人情報管理規程」
「他社秘密情報管

などの可搬記憶媒体および社内ネットワークを利用する

理規程」
「情報システムセキュリティ規程」
「Fujitsu PKI※1

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

※2

利用規程 」
「パソコン／ネットワーク利用規程」「知的

ものが「パソコン／ネットワーク利用規程」です。さら

財産権取扱規程」という七つの情報管理関連規程を設け、

に、情報管理をより確実なものにするために本人認証や

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

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

プ規定として定め、グループ全体でその遵守に努めてい

ているのが「Fujitsu PKI利用規程」です。

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

〔※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
（機密保持）
（知的財産保護）

（社内の情報の扱い）

情報管理規程
（個人情報）

知的財産権取扱規程
（他社秘密情報）

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
（ネット認証）

Fujitsu PKI利用規程

（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、情報漏えいを防

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、

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

富士通グループでは、グループの社員だけではなく、ソ

る意識とスキルを向上させることが重要と考えていま

フトウェア開発・サービスを委託したお取引先に対して

す。そこで、情報管理に関する教育を、役員や派遣社員、

も情報セキュリティ説明会を開催しています。

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

個人情報保護体制の強化
富士通では、
「個人情報保護ポリシー」
を整備したほか、
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、同規程のもと、毎年、個

報セキュリティ教育を組み込んでいて、集合形式やe

人情報の取り扱いに関する教育・監査を実施しています。

ラーニングにより適宜教育を実施しています。

2007年8月には富士通全社としてプライバシーマーク認
証を取得し、さらなる個人情報保護体制の強化を図って

■ e ラーニング画面

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
シーマーク認証を取得し、個人情報管理の徹底を図って
います。また、
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

情報セキュリティに対する意識啓発
社内において有効な情報セキュリティ対策を実施して

理職自らが自部門のセキュリティ対策状況を確認し、従
■「情報管理ハンドブック」画面

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。
例えば、「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、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。
■情報管理 徹底宣言のシール
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業員に対して情報漏えいに関する注意喚起を促す活動を

また、従業員教育用のハンドブック等を作成すること

行っています。

により、富士通の従業員は、これら規程の遵守に努め、

上記のとおり、
「 FUJITSU Way」で富士通グループと

社内の情報が不用意に外部に漏えいしないよう行動して

してのポリシーを明確にし、就業規則のもと、情報管理

います。

に関する様々な場面毎に七つの規程を策定しています。

ビジネスグループ単位での情報セキュリティ
富士通グループでは、幅広い産業・社会に対して多岐

キュリティ管理体制を構築しています。この体制は、情

にわたるビジネスを展開しており、個々のビジネスを推

報管理を徹底し情報セキュリティの強化を図るために、

進する組織体制として、「ビジネスグループ」が設けら

全社共通の I T 基盤によってサポートされています。

れています。そして、個々のビジネスの特性によって求

また、富士通グループでは、プライバシーマークの認

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

証や情報セキュリティマネジメントシステム（ ISMS）

ことから、ビジネスの特性に応じた情報セキュリティ施

適合性評価制度の認証を取得し、個人情報やお客様情報

策を推進できるよう、ビジネスグループ単位での情報セ

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
コーポレート部門

海外部門

︵ ※
︶

ＳＢＧ部門

プロダクト部門

電子デバイス部門

〔 I T 基盤サポート〕
〔※〕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

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。
［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（米州、EMEA、APAC、中国）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
I T サービスソリューションを提供しています。

サーバを中心とした I T 基盤製品や、先進ネットワーク
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I T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
I T 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 I T の活用において情報の安全管理を
確保する I T 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
富士通グループでは、I T セキュリティは、業務の利便

る限り業務環境や業務手順に組み込んで実現します。こ

性や効率を妨げるものとせず、むしろ、業務を支援する

うして、従業員が本来の業務に専念できるようにするこ

ものとすることを目指しています。

とが重要だと考えています。

情報セキュリティ対策のために規制を過剰なものにす

また、I T の進歩と共に脅威も変容する中で有効な対策

ると、従業員にとって規則の理解や遵守が負担になり、

を維持するためには、技術的な対策を開発・実装し、問

ともすると現実には守れないものになりかねません。

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

富士通グループの I T セキュリティでは、対策をでき

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」および「クライアントセキュ

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。

リティ」と、共通の機構である「資産管理」、「認証シス

■ I T 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

業務システムにおける
情報管理

セキュリティカードによる

業務・情報・利用者の
分析に基づく

● 入室管理
● 認証
● 文書の決裁

クライアント
セキュリティ統制

ネットワーク
セキュリティ統制

● 対策の自動化

● ネットワークの統制

● アクセス制御機能

● 電子メール誤送信
対策

● 電子メールの統制

● 信頼性維持機能

● 社内標準パソコン

● ネットワークサービス
利用の統制

I T 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
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● セキュリティ対策管理

● ライセンス管理

● 電子メール誤送信対策

業務システムにおける情報管理

電子メールは、宛先を誤ると容易に情報が漏えいして

富士通グループでは財務・経理、人事・総務、営業、

しまいます。そこで、電子メールの宛先を自動的に識

購買、SE業務、生産・物流、製品開発管理をはじめと

別して、外部への送信について送信者に再確認の操作

するさまざまの業務に I T を活用しています。そこに保

をさせる等により、誤送信を削減しています。

有し、取り扱うさまざまの情報について、業務や職責に

● 社内標準パソコンの導入

応じたセキュリティ要件があります。この要件を分析し、

富士通グループでは、「社内標準パソコン」の導入を

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

進めています。社内標準パソコンとは、社内利用向け

るアクセス制御機能や、業務の重要性や継続性要件を満

に標準に定めた機種と仕様のパソコンです。暗号化

たす信頼性維持機能を装備し、運用しています。

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

クライアントセキュリティ統制

ウイルス対策ソフトウェアの搭載などのセキュリティ

情報セキュリティの重要な課題は、ヒューマンエラー

対策済のものを配布します。これにより、パソコンの

への対策です。 I T を活用する人の行為において、注意

選定・導入・運用を定型化し、費用の削減とセキュリ

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

ティ対策の確実な実施を実現しています。

ん。対策として教育を充実し、啓発活動により注意を喚

さらに、ノートパソコンの紛失・盗難対策として、遠

起することは当然ですが、それでもなお、情報漏えいそ

隔指示によってノートパソコンのデータを無効化する

の他の事故が I T での対策の及ばないところで発生し

仕組みを社内標準パソコンに装備しました。これによ

ます。

り、仮にパソコンの紛失・盗難が発生しても情報漏え

この事実を踏まえて、人の行為が係わるクライアント

いに至る可能性を格段に下げることができます。この

の業務プロセスに着目し、注意力に依存する対策を I T

機 能 は、 モ バ イ ル セ キ ュリ テ ィソ リ ューシ ョン

による対策に置き換えることの可能性を検討し、具体化

「 CLEARSURE（クリアシュア）
」としてお客様に提供

してきました。

しています。

● 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。

■ノートパソコン紛失・盗難対策
CLEARSUREのイメージ

紛失・盗難されたPC

管理サーバ
②データ消去コマンド
PHS網
④結果レポート

③データ消去
（またはPCロック）

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
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ています。また、ICチップには氏名、従業員番号、従業

IT セキュリティの基礎となる資産管理

員のPKI（ Public Key Infrastructure）証明書と鍵を格納

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。

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、

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。

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。

● 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

［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、

● セキュリティ修正の適用状況

セキュリティカードを使って入室します。

ソフトウェアとその版数を管理することにより、ライ

［認証］

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

業務システムの利用にセキュリティカードが必要で

います。また、ソフトウェア資産やセキュリティ修正適

す。業務システムへのログインでPKIによる認証を行っ

用の進捗状況を管理者が把握し、対処を指示します。

ているため、従業員の識別と認証が確実に行われ、しか

この I T リソース管理システムは、統合運用管理ソフ

も操作は容易です。

トウェアSystemwalkerのセキュリティ管理製品である

業務システムを出張先など社外から利用することもで

Systemwalker Desktop Patrolで構築し、I T 資産とセキュ

きます。その場合には、リモート接続についてPKIによ

リティの状態や、ソフトウェアライセンスを一元的に管

る認証を行い、確実な本人確認を行います。

理しています。

［文書の決裁］

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

富士通グループでは、従業員の認証その他の用途に
「セ

名を付与します。これは、決裁者本人がその文書を確認

キュリティカード」と呼ぶICカードを導入しています。

して決裁したことを示す点で、紙の文書への決裁印の押

セキュリティカードの券面には氏名と顔写真を印刷し

印と同じ効果があります。

■セキュリティカードの利用

文書決裁
ティ
セ キュリ
カード

● 電子署名の付与

● セキュリティドア
ティ
セ キュリ
カード

ログイン認証
● 業務システム利用の
PKI 認証
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承認

セ キュリ
ティ
カード

入室管理

セ キュリ
ティ
カード

リモート接続認証
● 社外からの接続のPKI
認証

［電子メールの統制］

ネットワークセキュリティ統制

電子メールは、富士通グループ外とのやり取りについ

インターネットは、業務連絡手段として、また、広報・

ても、業務で必要である限り使用を認めています。その

情報提供の手段として、あるいは外部の膨大な情報の活

安全管理のために、以下の対策を行っています。

用手段として業務に欠かせません。その反面、インター

● 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

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

● 運用時のセキュリティ維持

門部隊が脅威への対策にあたり、従業員の負担を最小限

ウイルス対策

に留めて安全を確保しています。

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。

［ネットワークサービス利用の統制］

● 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

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

専門部隊によるDMZ※1、ファイアウォールなどの

ますが、多くの場合、その利用を禁止してきました。こ

設置・運用

れについて、業務上の利便性や必要性と、クライアント

部門が行う接続の審査・許認可

セキュリティ統制が向上した現状を勘案して、制限を設

〔※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

けながら利用を認めるようにしています。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］

● 運用時のセキュリティ維持

富士通グループ全体で、イントラネット利用の統制を

不正アクセス対策（サーバの設定、不正通信の監視・

進めます。利用者と機器を管理し、接続時の認証により

阻止）

正当性を確認します。

安定稼動のための性能管理、信頼性設計

■ネットワークセキュリティ統制

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

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

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

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

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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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。

製品へのセキュリティ機能搭載に向けた取り組み
クラウドコンピューティングや仮想化技術が注目さ

また、パソコンや携帯電話などのコンシューマー向け

れ、情報漏えい対策などの情報処理システムに対するセ

製品には、情報漏えいを防ぐツールとして他社製品には

キュリティ意識はますます高まっています。

ないセキュリティ機能を搭載し、
情報の安全性を確保し、

富士通では、製品開発の段階から情報システムの国際
※1

的なセキュリティ評価基準であるISO/IEC 15408 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
価する制度の認証取得を継続して行っています。

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

ソフトウェア製品における取り組み
し、
リスクおよび対策を周知するよう取り組んでいます。

製品開発

また、脆弱性対策情報ポータルサイトJVN※3と連携し

ISO/IEC 15408の要件を意識し、製品開発の段階から
※2

セキュリティアーキテクト 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

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（ 2009年2月現
在、全社で258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。
一般社団法人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

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

携帯電話 〜 microSD パスワード機能 〜
microSDカードにパスワード設定を行うことで万が
一、盗難や紛失などでmicroSDカードを抜き取られても、
他のPCや携帯電話では読み取りが不可能なため、大切な
個人情報が漏えいする心配がありません。開閉ロック※4、
画面オフロック※5に加え、当社独自の指紋センサー※6や
microSDカードのパスワード設定を行うことで、より強
固なセキュリティを実現しています。
〔※4〕開閉ロック：携帯電話を閉じるたびにキーをロックする。
〔※5〕画面オフロック：画面オフの状態になってから設定時間経
過後に何も操作していなかった場合に、タッチパネル操作や
キーをロックする。
〔※6〕指紋センサー：端末暗証番号を入力する代わりに登録して
ある指をスライドさせ指紋のみで認証を行う。
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■ microSD カード パスワード設定イメージ

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の特徴
クラウドコンピューティングや仮想化技術などが注目
されているように、I T の利用形態が変化しています。

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

ソリューションビジネスグループ（以下 SBG）は、主

ています。また、社内の秘密情報や個人情報を利用する

として法人のお客様向けに、I T を活用した最新のビジネ

ケースもあります。このような情報の重要性に鑑み、

スソリューションを提供しています。お客様の I T シス

SBGでは、セキュアな I T 基盤のもと情報セキュリティ

テム開発・構築、またアウトソーシングやネットワーク

対策に取り組んでいます。

SBGセキュリティガバナンスの構築・実践
個人情報の漏えい、企業・団体へのウェブサイト攻撃

みならず適正な情報セキュリティ活動が期待されている

などセキュリティ事件がマスコミを賑わしており、情報

ことを認識し、セキュリティガバナンスの下でセキュリ

セキュリティのリスクは減少していないのが現状です。

ティマネジメントを進めています。

こうした状況の中、企業にとってセキュリティ対策とビ

SBGセキュリティ委員長が情報セキュリティの方向付

ジネスを両立することが、これまで以上に大きな課題と

けを行い、これに従って各本部、グループ会社がセキュ

なっています。この課題を解決するためには、情報セキュ

リティマネジメントフレームワーク（SMF：詳細は次頁

リティを経営の視点で大きく捉え、戦略的に取り組んで

参照）をベースにして、
セキュリティ計画の立案、
セキュ

いくことが必要になってきました。

リティ対策の導入、日々の活動の推進、内部監査などを

SBGでは、お客様、そして、I T を活用するパートナー

進めています。そして、これら活動をチェック・モニタ

の安心・安全を確保することが基本と考え、お客様視点

リングして、活動が有効に働いているかの評価を行って

で活動しています。そこで、セキュリティ対策の実施の

います。さらに、社外に活動内容を発信しています。

■ SBG 情報セキュリティガバナンス
ステークホルダー
セキュリティガバナンス

方向付け
基本方針

施策

報

告

評

価

SBGセキュリティ委員長

チェック・モニタリング
進捗報告

監査

指標評価

可視化

セキュリティマネジメント
本部

グループ会社

Plan
Plan

Plan
Plan

Act
Act

Do
Do

Check
Check

Act
Act

Do
Do

Check
Check
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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

■ SBG セキュリティ委員会組織図

盤をなす情報システムを提供する、お客様対応の最前線

SBGセキュリティ委員会体制

に立つ部門です。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

委員長：
執行役員副社長

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

石田 一雄

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

事務局

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
委員
（各本部）

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。

委員
（各グループ会社）

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

84本部

53社

SMF（セキュリティマネジメントフレームワーク）
SBGでは、情報セキュリティマネジメントを実践する

リティ監査基準、情報セキュリティ監査実施要領書があ

ためのひな型としてSMFを提供しています。SMFは、富

ります。さらに情報セキュリティマネジメントマニュア

士通グループ規定に、情報セキュリティの国際標準であ

ル、情報セキュリティ導入ガイドも含まれています。本

る、ISO/IEC 27000ファミリ、経済産業省の情報セキュ

部やグループ会社では、自部門のお客様の業界ガイドラ

リティ監査基準、さらに、国内外の基準を取り入れてい

インやお客様との契約に関わる管理項目などを取り込

ます。SMFは、情報セキュリティ管理系と情報セキュリ

み、カスタマイズして自部門の情報セキュリティ管理基

ティ監査系で構成されています。管理系には情報セキュ

準、
情報セキュリティ監査基準として作り上げています。

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

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下図に示します。

■ 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

ISO/IEC 27000 ファミリ
引用

経済産業省
情報セキュリティ監査基準
富士通グループ規定

……

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
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

本部・グループ会社
Plan
Act

Act Do
Check
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Plan

Plan

Act Do

Check

Check

カスタマイズ
Do

業界ガイドライン
お客様との契約に伴う管理項目

セキュリティ向上への取り組み
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

ウイルス関連、パスワード関連、暗号化、設定禁止事項
など20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、

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

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

リティ推進人向けに、「情報セキュリティ管理者教育」

ることができ、部門全体のセキュリティ施策の把握が容

を実施しています。今までに、450名がこの教育を修了

易にできるようになっています。さらに、情報セキュリ

しました。また、内部監査を推進する情報セキュリティ

ティ対策診断ツールの診断結果ログを分析し、禁止ソフ

監査責任者や監査人向けに、「情報セキュリティ監査人

トの存在が確認された場合には、パソコン所有部門の責

教育」を実施しています。これまでに750名がこの教育

任者へ警告メールを送信しています。
これにより、
セキュ

を修了しました。特に、監査人については、監査品質の

リティ施策を効率的かつ確実に実現しています。

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います。

■情報セキュリティ対策診断の結果の画面

これにより資格取得者数は、国内トップ（104名）となっ
ています。
また、「監査人の集い」を開催して監査実践報告や改
善の発表を行い、監査技術のスキルアップを図っていま
す。

I T 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

セキュリティ意識の向上

ビスを各本部に展開しています。このサービスでは、セ

常日頃からセキュリティに対する関心を持つととも

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

に、事件・事故発生時に適切な対処ができるように、携

ン、禁止されているファイル交換ソフトのインストール

行できる情報セキュリティ留意集（情報セキュリティポ

などの状況を監視し、不備が発見された場合には部門管

ケットブック）
を作成し、
社員に配布しています。グルー

理者や利用者へ注意を喚起しています。さらに、パソコ

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

ン廃棄時のデータ消去の一括処理を担っています。この

して提供しています。携帯版の他、Web版も提供し、

サービスの展開により、セキュリティ施策に係る現場負

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

荷の軽減と確実性が向上しました。

ように取り組んでいます。

定期的なセキュリティチェック活動

■セキュリティ啓発サイトの画面

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。 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、
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、

15

■お客様納入システムのセキュリティ監査

お客様納入システムのセキュリティ監査

ドキュメントとヒアリングに
よる問題点の抽出

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

Webアプリケーション
セキュリティ問診

システム設計

リティ必須要件」の内容を満たしているかを、セキュリ

システム構築

セキュリティ監査制度

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。

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
セキュリティ
監査ツール をチェックします。

納入

Webアプリケーションに関しては、上流工程での問

お客様

題を解決するため、設計段階にセキュリティ問診を実施

事件、
事故
防止!!

しています。
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。

員会による監査を定期的に行い、情報セキュリティマネ

お客様システムのセキュリティ監査は、インフラ（OS/

ジメントとセキュリティ対策の監査を行っています。内

ミドルウェア）部分の「インフラ納入前セキュリティ監

部監査は、情報セキュリティマネジメントの中で、「情

査制度」と、Webアプリケーション部分の「 Webアプリ

報セキュリティ監査人教育」を修了した監査人によって

ケーションセキュリティ監査制度」に分かれています。

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監査人が監査チームを

情報セキュリティ監査

組み監査を行っています。

部門内の内部監査と部門に対するSBGセキュリティ委

活動のモニタリングと評価
各本部、グループ会社の評価結果としてまとめ上げ、

情報セキュリティ活動の評価

SBGセキュリティ委員長と各部門の責任者（本部長、グ

情報セキュリティ活動には、マネジメント面での活動

ループ会社社長）へ報告されています。

と、パソコンなどのセキュリティ対策面での活動があり

なお、
各フェーズにおいて、
「評価方針の策定」
のフェー

ます。SBGセキュリティ委員会は、これら活動がどのレ

ズでは、評価の考え方、評価対象の決定を行います。「評

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

価指標の作成」フェーズでは、セキュリティ活動の実態

います。この指標による評価は、評価方針の策定→評価

を定量的に測定できる要素を検討します。
この検討では、

指標の作成→実施方法の検討→評価実施・可視化→改善、

国際標準ISO/IEC27000ファミリの有効性測定やメジャ

のフェーズで進め、SBGの各本部とグループ会社に適用

メ ン ト、 さ ら に 米 国 国 立 標 準 技 術 研 究 所（ NIST） の

しています。評価結果は、SBG全体の活動状況および、

SP800シリーズ等を参考にしています。「実施方法の検

■指標評価の方針策定から評価・可視化のフェーズ

評価方針
の策定

評価実施
・可視化

改善

実施方法の
検討

評価の
実施

評価方法の
見直し

対策の
重み付け

評価実施
システムの整備

可視化

評価対策の
抽出

実施手引書
の作成

評価方針の
検討
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評価指標
の作成
測定項目の
検討

実施方法
の検討

討」のフェーズでは、測定要素の収集方法、収集する情

れば、
情報の漏えいの可能性は低くなります。
情報セキュ

報量、作業コストを勘案して決定します。さらに、測定

リティの事件・事故を、発生件数と共に、情報漏えいの

のための実際の仕組みと実施手引書を整備します。
「評

リスク値でも評価しています。この評価では、秘密情報

価実施・可視化」のフェーズでは、測定要素を集計・分

や個人情報などの種類や情報の有無に対して、情報が格

析して、セキュリティ診断カルテとしてまとめあげます。

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

■セキュリティ診断カルテのイメージ

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

事件・事故の情報漏えいリスクの評価
ＳＲ事業本部
ＱＪＫ推進室
ＮＦＳ事業本部
ＭＢＣ支社
ＬＣＹ支社
ＫＥＤ本部
ＪＳＢ支社
ＩＪＦ事業本部
ＲＥＲ事業本部
ＱＪＫ室
ＰＬＫ事業本部
ＮＦＳ事業本部
ＭＢＣ支社
ＬＣＹ支社
ＪＦ事業本部
ＨＴＡ本部
ＧＡＤ支社
ＦＤＥ事業本部
ＤＡビジネス統括部
ＣＤＳ事業本部
ＢＣＦ事業本部
ＡＡＢ事業本部

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
ターネットへ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

情報セキュリティ活動の可視化
情報セキュリティ活動の状況を、複数の評価指標で測

層では、部門毎のセキュリティ評価の結果やセキュリ

定し、評価しています。さらに、その評価結果を一元的

ティマネジメントの状況が表示されます。情報セキュリ

に把握できるように可視化しています。可視化は、SBG

ティ管理責任者の階層では、セキュリティ活動の進捗や

セキュリティ委員長、各部門の責任者、情報セキュリティ

セキュリティ評価の具体的な結果などが表示されます。

管理責任者別に階層化して表示しています。SBGセキュ

下図は、情報セキュリティ活動の可視化のイメージで

リティ委員長の階層では、SBG全体のセキュリティ状況

す。

や各部門の評価結果が表示されます。部門の責任者の階
■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
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電子デバイスグループの取り組み事例

電子デバイスグループの取り組み事例
電子デバイスグループでは、電子機器の LSI をお客さまと協同で開発しており、お客さまからの設計・
開発情報および当グループの製造情報は、高レベルの秘密情報管理が求められています。
この高レベルな秘密情報管理を実現するため、電子デバイスグループではセキュア文書管理システム
を使用して秘密情報の管理を行っています。
また、さらなるセキュリティ強化に向けて、富士通研究所が開発した秘密文書をライフサイクルにわ
たって保護文書化する機能を追加予定です。

セキュア文書管理システム
本システムは、秘密文書管理のためのセキュ

■セキュア文書管理システムの運用イメージ

アな環境を提供し、利用者の煩雑な操作なしで

お客様

秘密情報登録

媒体で入手

秘密情報の漏えいリスクを低減します。

登録先

登録ファイル

①登録

顧客秘密情報9999

電子デバイスグループでは、本システムを利
用し、秘密情報管理の徹底を図るために次のよ

メールで
入手

うに情報管理ガイドラインを制定しています。
秘密文書は、セキュア文書管理システムで管理
する。
● 秘密文書の登録
秘密情報を入手したときは、原本に文書名、顧
客名、入手日、入手者名、保管期限等を付加
して金庫サーバに登録する。
● 秘密文書の利用
秘 密文書を一時利用するときは、金庫サーバ
からの持ち出し者と持ち出し先、利用予定期
間を設定し、利用者のパソコンにコピーする。
一時利用予定期間が終了したときは、本シス
テムは秘密文書をコピー先のパソコンから削
除する。

持ち出し者
持ち出し先

③削除

2010/1/４

金庫サーバ

秘密情報一覧
顧客

秘密名 情報 入手者

削除期限

寺田

XX電機 新型カメラ仕様

寺田

2010/10/10

XX電機

XX電機 カメラ市場動向

寺田

2010/10/11

XX電機 生産計画

寺田

2010/10/12

YY電機 複合機仕様

寺山

2010/04/10

削除履歴

秘密文書３件がありました。
削除されました。
winny はありませんでした。
2010/１/11 秘密文書はありませんでした。
winny はありませんでした。

● 秘密文書の原本管理：原本管理機能

寺田
XX電機

保護文書（暗号化文書）

秘密情報削除
持ち出し者
持ち出し先

XX電機
2010/5/6
寺田
1年間

秘密情報一時利用

②一時利用

セキュア文書管理システムの特長

秘密情報利用履歴
秘密文書の
自動削除

利用者

取出日

寺川

2010/5/8

未削除

寺村

2010/5/6

2010/5/7

削除

管理者

④原本・
利用履歴
管理

文書のことで、本システムで認証を受けたひとだけが利
用することができます。
● 秘密文書をライフサイクルにわたって保護文書化

秘密文書名、顧客名、入手日、入手者名、保管期限等

金庫サーバからコピーした一時利用の秘密文書は、ラ

原本管理情報を管理サーバで一元管理します。

イフサイクルにわたって保護文書化され、確実に保護

● 秘密文書の一時利用管理：一時利用文書の削除機能

されます。

金庫サーバから一時利用のために個人のパソコンにコ

◦金庫サーバから払出した秘密文書の保護文書化

ピーした秘密文書は、指定の期日に自動で完全削除さ

◦編集した保護文書も保護文書化

れます。
● 秘密文書の履歴管理：利用履歴管理機能
秘密情報の利用者、利用日、利用目的、削除日等の利
用履歴情報は管理サーバで一元管理します。
● 利用者PCのセキュリティ管理：禁止ソフト削除機能

・保護文書を編集して保存した文書も保護文書
・保護文書をコピー＆ペーストして編集した文書も
保護文書
● 様々なアプリケーションの秘密文書を保護文書化
アプリケーションに依存しない新たな保護機構技術を

本システムは、ファイル交換ソフト等禁止ソフトがパ

開発することで、さまざまな文書の保護文書化を可能

ソコンにインストールされていないかチェックし、自

にしました。

動で削除します。

◦保護文書は本文だけでなく、部品（図や表）も保護

保護文書化によるセキュリティ強化について
保護文書とは、本システムで暗号化され、保護された
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顧客名
入手日
入手者
期限

されます。

Fujitsu Services Ltd. UK&I の取り組み事例

Fujitsu Services Ltd. UK&I の取り組み事例
Fujitsu Services Ltd. UK&I（以下 FS UK&I）は、民間企業、公共機関向け IT システム、サービス、
製品のリーディングプロバイダーで、その対象となる業種は、小売り、金融サービス、通信、政府機関、
防衛、消費者部門と多岐にわたっています。
また、FS UK&I は、イギリス政府にとっても最大級の IT プロバイダーであり、イギリス政府の多くの
部門にサービスを提供しています。
なお、情報セキュリティチームは、お客様情報の、セキュリティおよびビジネス継続の面で顧客ソリュー
ションライフサイクルすべての段階で管理するサービスを提供しています。

情報セキュリティマネジメント
FS UK&Iは、ネットワークとデータセンターにおいて

Manual（セキュリティ実施手順書）
」から成り、富士通

ISO/IEC 27001の認証を取得しています。さらに、英国

の「 Global Information Security Policy（富士通グルー

郵政グループ（RMGA）やトムソンロイター社などのユー

プ 情 報 セ キ ュリ テ ィ基 本 方 針 ）
」 お よ び「 Global

ザ対面型のサービスにおいても認証取得に向けて取り組

Information Security Controls Framework（グ ロ ーバ ル

んでいます。

情報セキュリティ管理フレームワーク）
」に準拠してい

今後も、実績ある事業を中心に認証取得の範囲を拡大

ます。

する予定です。

また、FS UK&Iは富士通と共同で、グローバルなセキュ

FS UK&Iの 情 報 セ キ ュリ テ ィ関 連 文 書 は、「 Master
Security Policy（セキュリティ基本方針）」と「 Security

リティ要求事項に適合しているかを目的として内部監査
を実施しています。

■情報セキュリティチームの体制図
最高情報責任者（CIO）

IA デリバリー
プラクティス
マネージャー

David Smith

Ian Parker

情報セキュリティグループ
ディレクター
Andy Cooke

人事

Linsey ReedBeeston

情報セキュリティ（IA*1）
および
技術開発ディレクター
Andy Cooke

IA ソリューション
プラクティス
マネージャー

BC*3
マネージャー
Danny
Sinclair

David Robinson

顧客担当セキュリティマネージャー
Steve Godfrey ‒ HMRC Aspire
Wendy Glasgow ‒ Warnings Index
Jane Tyler ‒ BERR/DUIS
Trevor Birch - DVLA
Chris Lightfoot ‒ Govemment Oﬃce
Peter Hewitt ‒ Thomson Reuters
Ian Argile - CIS

IA 戦略マネージャー
Peter Shillito

リソースマネージャー
Margaret
Mckenna

PA*2

Jackie Davies

直属
任命に基づく

IA
ポリシーマネージャー

ID管理

Ivor Parsons

BC/DR*4

Peter Joy

Iain Andrews

FujitsuNIC IT
セキュリティ
マネージャー

Kaz Yamamura

[*1] IA :
[*2] PA :
[*3] BC :
[*4] DR :

Information Assurance
Personal Assistant
Business Continuity
Disaster Recovery

顧客担当最高
セキュリティ責任者
（CSO）
John Alcock ‒ GBD
Steve Cottrell ‒ D&NS
Andy Baines ‒ PBU
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情報セキュリティ施策
FS UK&Iは、さまざまなセキュリティ・サービスをお
客様に提供していますが、同じサービスが社内のセキュ
リティ活動においても活用されています。以下に内部セ
キュリティ施策を示します。

セキュリティ方針
FS UK&Iのセキュリティ基本方針はFS UK&Iのビジネス
マネジメントシステムの一環として確立しており、セ

管理・報告も含まれています。また、この研修のための
オンラインパッケージを開発しました。
このオンラインパッケージは現在、政府ビジネス担当
部門への展開が完了し、現在、FS UK&Iの全従業員を対
象に導入中です。
また、セキュリティ啓発研修の一環としてセキュリ
ティ情報を従業員に周知徹底する方法など、さらなる効
果的な仕組みを検討しています。

キュリティ実施手順書は セキュリティ基本方針を基に

さらに、顧客対応にかかわる従業員の意識向上に向け

作成しています。また、FS UK&Iと富士通の他組織およ

て、顧客環境に特化したセキュリティ教育および啓発研

び ビ ジ ネ ス パ ート ナ ーと の 接 続 に 関 し て はCode Of

修を実施しています。

Connection（接続規格）として接続方針を定めています。
この、接続規格については最近日本で開催された「Global
Security Forum（グローバルセキュリティフォーラム）
」
で発表しました。

監査
FS UK&Iでは、情報セキュリティ監査を実施しており、
2009年の11月、12月に契約要件に従って外部顧客に提

その他のセキュリティ関連方針については 富士通の

供したIAサービスを対象に、監査を実施しました。この

「 Global Information Security Controls Framework（ グ

監査結果および対応計画は、2009年12月にFS UK&Iの

ローバル情報セキュリティ管理フレームワーク）
」に則

コーポレートガバナンス委員会にも報告を行いました。

して作成しています。

機器の情報保護
すべてのノートパソコン、デスクトップ機器および
USB接続の可搬記憶媒体を対象として、ディスク全体の
暗号化を進めています。これによってFS UK&Iは、イギ
リス政府の各省庁およびサプライヤの増大するセキュリ
ティ要件に対応しています。
この要求を満たす暗号化ソフトを、段階的に展開して
おり、まもなく導入が完了する予定です。

教育・意識向上

また、2009年度第4四半期には、富士通と共同で情報
セキュリティ監査を実施しました。
なお、イギリス政府の情報成熟度モデル評価への取り
組みが政府担当部門によって開始されています。

ウェブフィルタリング
シマンテック社との共同でアンチスパムサービスへの
投資を行なっており、ウェブおよびインターネットス
キャニングソリューションの機能強化に取り組んでいま
す。
このことによりセキュリティ機能は著しく改善され、
同時に年間で20%のコスト削減が見込まれています。

FS UK&Iは全従業員に対しセキュリティ啓発研修を義
務化しており、この研修にはセキュリティ運営時の証跡

提供するサービス
FS UK&Iの情報セキュリティサービスは、お客様のニー
ズに応じて様々なサービスを提供しており、以下のサー

● セキュリティ運用および運用管理

ビスコンポーネントによって構成されています。

● 監査およびコンプライアンス監視

● セキュリティ・ソリューション設計

● 最高セキュリティ責任者

● セキュリティ・コンサルティング

● セキュリティ管理

● ビジネス継続性および災害復旧の設計・コンサルティ

ング
● IDおよびアクセス管理の設計・コンサルティング
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［運用代行サービス］

富士通（中国）信息系統有限公司の取り組み事例

富士通（中国）信息系統有限公司の取り組み事例
富士通（中国）信息系統有限公司（以下 FCH）は、富士通グループが中国に設立した 100％出資会社
で、富士通の中国オペレーションにおける中核企業です。上海本社を中心に北京・天津・成都・深圳に
支社を持ち、全国 27 箇所にサービスセンターを展開しており、ソリューション、サービス、プラット
フォームを含めたトータルビジネスソリューションを提供しています。

情報セキュリティマネジメント
のもとMIS（ Management Information System）部門が

推進体制

FCHの情報システム全般のセキュリティ対策を実施する

経営会議メンバーから構成される「情報セキュリティ
委員会」において情報セキュリティ責任者、情報セキュ

とともに、セキュリティ事故の予防、事故への対応など
のオペレーションを実施しています。

リティ管理者が任命されます。情報セキュリティ管理者
■ FCH 情報セキュリティ推進体制
FCHの総経理
（CEO）
が指名し
た最高情報責任者
（CIO）
がその
任にあたり、
本規定の遂行に責
任を負うものとする。
CIOを指
名しない場合にはCEOがその
任にあたる。

FCH経営会議メンバーおよび
総経理の任命した有識者で構
成され、
情報セキュリティに関
する全社的なマネジメントを
行うものとする。
FCH情 報セ
キュリティポリシーの改訂な
ど重要事項の意思決定を行う。

情報システム管理者のもとで、
FCHの情報システム全般のサ
キュリティ対策を実施するとと
もに、
セキュリティ事故の予防、
事故への対応などについての
現場作業を実施する。

FCHの情報セキュリティ責任
者が指名したMIS担当部門の長
がその任にあたり、
情報セキュ
リティ責任者より与えられた管
理責任を負うものとする。

情報セキュリティポリシーの制定と遵守

FCH従業員は、業務の遂行において、法令および関連
する富士通グループ規定を遵守することおよび情報セ

FCH情報セキュリティポリシーは富士通グループのセ

キュリティ責任者は、従業員のFCH情報セキュリティポ

キュリティ規定（情報管理規程、他社秘密情報管理規程、

リシーへの違反が判明した場合、その重大性、発生した

個人情報管理規程）に則り作成されたものであり、適用

事案の状況などに応じて、人事規定に基づいた懲戒を含

範囲は、当社の業務に使用する各種の情報システム、情

め、該当従業員に対して適切な処置を講じることを定め

報資産ならびに、使用者が対象となっています。

ています。

■ FCH 情報セキュリティポリシーと富士通グループ規定の関係

21

情報セキュリティ施策
ルス感染、禁止ソフトのインストール、BIOS/Windows

I T 資産管理

パスワード設定、ソフトライセンス数量などの状況を把

FCHでは、標準パソコンの社員への配布から日常運用、

握し利用者への注意喚起を実施しています。

廃却に対して情報セキュリティ維持を目的としてMIS
（ Management Information System）部門から全従業員

【人的セキュリティ管理】

に サ ービ ス を 提 供 し て い ま す。 全 パ ソ コ ン に

人のセキュリティは情報セキュリティの重要な要素で

Systemwalker DTPを 導 入 し て 各 パ ソ コ ン の 状 態 を

あり、FCH情報管理委員会では従業員のセキュリティ管

チェックしています。WSUSを利用したセキュリティ

理について I T セキュリティポリシーに下記のような細

パッチ適用、ウイルス定義ファイル更新の自動化、ウイ

則を定めています。

■人的セキュリティポリシー細則

ポリシーの遵守

安全教育

全ての従業員は、
FCH情報セキュリティポリシーおよび関連規程を遵守しなければならない。
外部会社員、
訪問者がアクセスする必要がある場合には、
関係するFCH従業員は事前にFCH情報セ
キュリティポリシーについて外部会社員、
訪問者に説明し同意を得たうえで、
MIS部門に申請して許
可を得なければならない。
全ての従業員は、
情報セキュリティ責任者の指示によって行われるセキュリティ教育を受講して、
FCH情報セキュリティポリシーを理解しなければならない。

人的セキュリティ

FCHの情報システムを業務外の目的で使用することを禁止する。

業務外利用の
禁止

事故報告

FCHの保有する情報の毀損、
改ざん、
漏えいなどの情報セキュリティに関する重大な事故を発見した
場合には、
速やかにMIS部門に通知しなければならない。
MIS部門は、
その重要性に応じて上役に報告し、
その指示の下で適切な措置を速やかに講じなければ
ならない。
MIS部門は、
全ての事故を記録し、
分析して再発防止に努めなければならない。
MIS部門は、
全ての利用者に一意の利用者IDを登録し、
複数の利用者でIDを共用してはならない。

利用者アカウント／
パスワードの管理

安全なパスワードを強制設定する。
必要な場合には、
速やかにパスワードの変更を行うこととする。
細則は
「FCHアカウント管理ポリシー」
をご参照ください。

FCHの情報システムが稼働するサーバ管理のための高権限アカウントは、
MIS部門で登録された最小

管理者用アカウント／
パスワードの管理

限の者だけが使用するものとする。
管理者用のアカウントのパスワードは厳重に管理して、
登録され
たもの以外に漏らしてはならない。
また、
パスワードが登録者以外に知られた場合には、
速やかに変更
しなければならない。

【情報セキュリティのチェック】
FCH内部ではMIS部門が定期的にセキュリティ対策の

【セキュリティ意識の向上】
FCHのお客様であるグローバルアカウント、日系企業、

実施状況をチェックしています。さらにFCNIC（ Fujitsu

中国大手企業とのビジネスを推進するにあたり各人にセ

China Network Information Center）および富士通によ

キュリティに対する関心を持たせ、事件・事故発生時に

る情報セキュリティ監査およびネットワークセキュリ

適切な対処ができるように一連の規定、ドキュメントを

ティ監査が定期的に行われています。

社内ポータルに載せています。また、全ての新入社員に
対する新人教育において、セキュリティ関連規程を教育
しています。
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オフショア開発における取り組み事例

オフショア開発における取り組み事例
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。

契約上の対策
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※1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。
〔※1〕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

開発環境における対策例
専用ネットワークの使用
富士通／グループ会社内に閉じたネットワーク（ FJ-

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。

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

■開発環境イメージ
富士通グループ
オフショア会社

国内のプロジェクト
ルーム

モートアクセスで開発を実施し、オフショア会社側にプ

FJ-WAN

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

専用プロジェクトルーム

その他対策
啓発活動とリスク管理委員会

一部の未取得会社においても、認証取得に向けて、順次
手続きを進めています。

「受託者用情報管理要領」を要約した中国版「情報セ
キュリティハンドブック」をオフショア会社に配布し、

■中国版「情報セキュリティハンドブック」
（信息安全指南）

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なう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
中 国 主 要5社 に お い て は、 国 際 規 格 に 基 づ い て
ISO9001およびISO/IEC 27001の認証を取得しています。
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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」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。
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。

最近の情報セキュリティ事故の傾向と対策
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、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、不注意による鞄の紛失・盗難、
eメール・

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

FAXによる誤送信、IDカードや携帯電話の紛失などは、

キュリティ状況を確認すると共に、業務委託時の情報セ

減少傾向にあります。

キュリティ管理，個人情報の取扱いに関する要求事項に

2009年度は、従来の施策に加え、より現場に密着し

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。

た対策を実施しました。

また、個人情報保護法に基づき、委託先の選定も含め、

①お取引先向け出前研修会の実施
②最新情報提供、啓発誌「情報セキュリティの広場」
の発刊

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

③プロジェクトの情報セキュリティ点検を実施

受託側のお取引先への教育・啓発だけでなく、依頼側
■お取引先と連携したセキュリティ向上策

の富士通グループに対しても、定期的なeラーニングを
Plan

お取引先と連係した
セキュリティ向上策

Action

はじめとする教育実施、教材提供、最新セキュリティ情
Do

● お取引先向け、情報セキュリティ研修会の開催

Check

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

現物

お取引先

富士通グループ

1
2
3
4
5
6

50％

15.0％
41.1％

現実

2006年

● 出前研修会の実施

お取引先よりの要請にて、講師を派遣し、お取引先

約1,100名

■情報セキュリティ研修会
メール誤送信 他
盗難・紛失
ファイル交換ソフト

35.5％

29.0％

11.2％
12.1％
12.1％

2007年

2008年

25.2％

6.5％
12.1％ 6.5％

2009年

＊2006 年の情報セキュリティ事故を100としたときの比率
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約1,100社/約1,200名

◦2009年 1月

8.4％

29.0％
43.9％

0％

66.4％

約1,300社/約1,800名

◦2009年12月

従業員向けの研修会を実施 54社

■情報セキュリティ事故件数の推移
100％

◦2009年 1月

約1,600名

● 富士通社内向け、eラーニングの実施

基本契約

100％

報、
情報セキュリティ強化ツールの提供を行っています。

● 富士通グループ企業向け

◦2009年下期

eラーニングの実施

49社/約13,000名

情報セキュリティ状況確認

部門と連携し、漏えい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

富士通グループとお取引先間の基本契約に則し、定期

情報セキュリティ状況確認、情報セキュリティ事故対

的に、情報セキュリティ対策の状況確認を実施し、確認

応などの状況を基に、お取引先の情報セキュリティの状

結果に基づいた是正計画と、実施の指導および、是正結

況を評価しています。また、重大な問題が発覚した場合

果の確認を行っています。また、情報セキュリティ事故

や、改善が見られない場合は、取引の見直しや新規発注

発生お取引先に対しては、情報セキュリティ事故発生時

停止なども必要に応じて実施しています。

に是正勧告、是正の確認を実施しています。
● 2009年度監査  約240社（累計

約1,000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。
● 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。

情報セキュリティ事故発生時に、お取引先を含む現場

■
「情報セキュリティの広場」および啓発ポスター
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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、I T 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。

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

正規メンバー企業として参画しており、継続的に委員を

標準会議（ IEC）が合同で設置した国際標準化のための

派遣して多くの規格検討に積極的に参加してきました。

合同技術委員会です。この委員会の下部組織である

情報セキュリティの世界においては、I T 機器ベンダー 、

SC27（第27副委員会）はセキュリティ技術を担当する

通信キャリア、コンサルティング企業などの各企業、官

委員会であり、ISO/IEC 27000ファミリやISO/IEC 15408

公庁や独立行政法人、教育研究機関などが共同して標準

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

やガイドラインの策定、共同研究の実施などを日常的に

討がこの場で行われています。

行っています。富士通グループは多年にわたりこのよう

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

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

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

● 情報セキュリティ関連パブコメ検討WG（社会活動部

会）

います。2010年2月までに富士通グループメンバーの活

● セキュアプログラミングWG（標準化部会）

動実績がある主なWGは以下のものです。

● 情報セキュリティ対策マップ検討WG（標準化部会、

● 脆弱性定量化に向けての検討WG（旧技術部会）
● WebアプリケーションセキュリティWG（旧技術部会）
● 情報セキュリティランキングWG（旧政策部会）

リーダー・サブリーダーを担当）
● 情報セキュリティチェックシートWG（西日本支部、

リーダーを担当）

● セキュリティ被害調査WG（調査研究部会）

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。

● Linuxコンソーシアム セキュリティ部会

●（ ISC）
² International Information Systems Security

● Secure Privateコンソーシアム

Certification Consortium
●（財）日本規格協会 情報技術標準化研究センター 情報

● 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

セキュリティのマネジメントおよび評価基準標準化調

● 日本セキュリティ監査協会（JASA）

査研究委員会（WG2）

● 東京大学CCR情報セキュリティ・コミュニティ

● 暗号技術評価委員会（CRYPTREC）

● 財団法人日本品質保証機構（JQA）ISMS技術委員会

● 経済産業省 産業技術環境局 基準認証ユニット

● 経済産業省 クラウド・コンピューティングと日本の

●（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
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セキュリティ要件研究会

競争力に関する研究会
● 総務省 スマート・クラウド研究会

主要注力テーマ〔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、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、クラウドコンピューティングの特性上、特に重要となる「アクセスコントロール」、「認証
と ID 管理」および「セキュリティ可視化」の各テーマについて、それを実現するクラウドセキュリティ
のアーキテクチャーの考え方をご紹介します。

アクセスコントロール
ク ラ ウ ド コ ン ピ ューテ ィン グ を 実 現 す る プ ラ ット

ば経済産業省の「セキュアプラットフォーム」プロジェ

フォーム（基盤）の最大の特徴は、全面的な仮想化です。

クトなどで確立した最先端の仮想化技術による論理的な

システムの各層を仮想化することにより、クラウドコン

環境の分離を確実に行っており、物理的にコンピュー

ピューティングに必須となる構築と運用の柔軟性を実現

ティング環境を分離する場合と同等のセキュリティを実

しています。

現しています。特に仮想化の中心となる仮想サーバのレ

富 士 通 の ク ラ ウ ド 基 盤 で あ る「 Trusted Service

イヤにおいては、十分な信頼性を確保するために自社内

Platform」（略称TSP）では、ネットワーク、オペレーティ

でソフトウェアのソースコードレビューを行っていま

ングシステム、データそれぞれのレイヤにおいて、例え

す。

■クラウドコンピューティングの環境の分離
end-to-end 統合監視
ユーザA

ユーザB

ユーザC

ユーザD

端末の認証・認可
仮想
ネットワーク

ネットワークの暗号化
データの暗号化・
自動バックアップ

仮想サーバ

仮想
ストレージ

自動配備
データセンター

リソースプール

認証とID 管理
富士通のクラウドコンピューティングにおいては、一

より、推測や漏えいなどで比較的簡単に破られてしまう

般的なIDおよびパスワードによる認証を強化するため

パスワード認証よりもはるかに安全な認証を行うことが

の、様々なオプションを提供する予定です。例えばワン

できます。

タイムパスワード認証は、専用カードや携帯電話に表示

複数のシステムをクラウドコンピューティング上で運

される、一時的なパスワードを利用者が認証情報として

用する場合は、その利用者情報の管理が大きな課題とな

Web画面などに入力する仕組みです。これにより、万一

ります。

通信中にパスワードが漏えいするようなことがあって

富士通のクラウドコンピューティングでは、SAMLや

も、そのパスワードを再利用することができないため、

WS-FederationなどのオープンなID管理フレームワーク

認証の安全性を格段に上げることができます。また、電

に基づくID管理基盤をクラウドで利用するお客様に提供

子証明書などを利用した機器認証技術を利用することに

する予定です。
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セキュリティの可視化
クラウドコンピューティングの特徴は、「必要でない

ムからセキュリティに関する情報を収集、一元管理し、

ものが見えない」ことです。それであるからこそ、
「必

情報セキュリティガバナンス、内部統制およびセキュリ

要なものが正しく見える」ことがクラウドコンピュー

ティ対策効果測定などの観点から付加価値をつけた報告

ティングに対する安心と信頼を得るために必須の要件と

書をご提供するサービスです。このような汎用的な情報

なります。

収集基盤を整備することにより、クラウド時代のセキュ

富士通では、2009年度より、お客様の情報セキュリ

リティ管理、引いては内部統制やコーポレートリスク管

ティ対策の効率と費用対効果を可視化する「情報セキュ

理がより効率的に行うことができるようになります。

リティ可視化サービス」の提供を開始しています。

このようなセキュリティの記録やモニタリングに関す

さらに、米国を始め全世界で採用されている監視基盤

る業務は、富士通のクラウドにおいては、クラウドサー

ソフト「 ArcSight」を採用したセキュリティ監視サービ

ビス提供部門から独立した専門組織が実施します。これ

スを2010年度より提供を開始します。これは、クラウ

により、サービス事業から独立した観点でクラウドのセ

ド上の業務システムを始めとするお客様の様々なシステ

キュリティを評価することが可能になっています。

■クラウドのモニタリングのコンセプト
クラウドセキュリティセンター

クラウドコンピューティング

他社クラウドセンター
お客様クラウドセンター
富士通クラウドセンター

オフィス／モバイル
入退室管理

データセンター
セキュリティ

webアプリ
セキュリティ

調査・アイデン
情報漏えい
ティティ管理
新FENICS 対策
基盤
不正アクセス
不正ユーザ
情報漏えい対策
対策
管理

情報
セキュリティ
ガバナンス
サポート

コンサルティング
サービス

情報セキュリティ
の目的／目標設定

モニタリング
サービス
（見える化）

インシデント監視、アクセスログ・
マネジメントログの収集分析

評価サービス

セキュリティ報告書、調査認証
取得のためのエビデンス収集

セキュリティ
報告書

実装基準

認証・IDM

アクセス
コントロール

証跡管理

セキュリティ
ダッシュ
ボード
評価指標

集中管理

暗号・鍵管理

仮想環境

Enterprise Security Architecture for Cloud

■富士通のクラウドサービスにおけるセキュリティ対策
要求項目

対策

効果

認証

・クライアント証明書＋PIN認証

・パスワード方式に比べ、確実にセキュリティが向上

ID管理

・ID管理システム（LDAP ）導入

・ID情報の迅速な更新により、ゴーストIDの撲滅

※1

アクセス
・VLANによる区画化
コントロール ・ロールに基づくアクセスコントロール

・クラウド内の確実な情報分離による漏えい事故防止
（マルチテナント環境下でのセキュリティ確保）
・システム管理者の権限を細かく設定し不必要な操作を抑止

証跡管理

・作業ログの定期的な検証

・当社システム管理者の作業モニタリングによる内部不正防止

集中管理

・統合コンソールによる集中管理

・セキュリティインシデントの迅速な発見と対応

・
「SHA-256 」によるセキュアな証明書
・鍵管理事故の発生による情報漏えいの確実な防止
暗号・鍵管理
発行・証明書失効リストの運用管理を
・証明書失効時の迅速なアクセス防止
徹底
※2
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可用性設計

・筐体ミラーリングのよる冗長化構成・
マルチセンター間ミラーリングによる
BC対策

・サービス稼働率の向上
・RTO※3の短縮

フィジカル
セキュリティ

・最新のフィジカルセキュリティを実装
─生体認証による入退室管理
─RFIDによる位置管理  など

・安心安全なクラウド基盤の提供
→セキュリティ格付けAAA取得

〔※1〕LDAP：Lightweight Directory Access Protocolの略 インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークで、
ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル
〔※2〕SHA-256：電子政府推奨暗号リストに掲載されたハッシュ関数
〔※3〕RTO：Recovery Time Objectiveの略 目標復旧時間

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。

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

株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

処理開発協会（ JIPDEC）からのプライバシーマーク使

株式会社 富士通ソフトウェアテクノロジーズ

用許諾状況は、以下のとおりです。

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

富士通株式会社

トータリゼータエンジニアリング株式会社

株式会社 富士通アドバンストソリューションズ

株式会社 富士通東北システムズ

富士通アプリコ株式会社

株式会社 富士通長野システムエンジニアリング

株式会社 富士通ＨＲプロフェショナルズ

株式会社 富士通新潟システムズ

株式会社 ＡＢシステムソリューション

ニフティ株式会社

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

株式会社 富士通パーソナルズ

富士通エフ・オー・エム株式会社

株式会社 富士通パブリックソリューションズ

株式会社 富士通エフサス

株式会社 富士通ビー・エス・シー

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 ＰＦＵ

株式会社 富士通鹿児島インフォネット

株式会社 富士通ビジネスシステム

株式会社 富士通関西システムズ

富士通フロンテック株式会社

株式会社 富士通九州システムズ

株式会社 富士通フロンテックシステムズ

株式会社 富士通クレジットソリューションズ

株式会社 ベストライフ・プロモーション

富士通コミュニケーションサービス株式会社

株式会社 富士通北陸システムズ

富士通コワーコ株式会社

株式会社 富士通北海道システムズ

富士通ＣＩＴ株式会社

株式会社 富士通山口情報

株式会社 ジー・サーチ

株式会社 ユーコット・インフォテクノ

株式会社 富士通四国インフォテック

株式会社 富士通ラーニングメディア

株式会社 富士通四国システムズ

株式会社 ライフメディア

株式会社 富士通システムソリューションズ

株式会社 富士通ワイエフシー

株式会社 富士通総研

ISMS 認証取得状況
富士通およびグループ会社において、情報セキュリ

株式会社 富士通九州システムズ

テ ィマ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 国 際 規 格ISMS（ ISO/IEC

株式会社 富士通クレジットソリューションズ

27001）に基づくISMS認証を取得した組織を持つ会社は、

富士通コミュニケーションサービス株式会社

以下のとおりです。

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

富士通株式会社

ジスインフォテクノ株式会社

株式会社 富士通ITプロダクツ

株式会社 富士通システムソリューションズ

株式会社 富士通アドバンストエンジニアリング

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 富士通アドバンストソリューションズ

株式会社 富士通総研

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

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 富士通エフサス

株式会社 富士通東北システムズ

株式会社 富士通鹿児島インフォネット

富士通特機システム株式会社
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株式会社 富山富士通

株式会社 富士通ビジネスシステム

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 富士通ミッションクリティカルシステムズ

ニフティ株式会社

富士通ミドルウェア株式会社

富士通ネットワークソリューションズ株式会社

富士通モバイルフォンプロダクツ株式会社

株式会社 富士通ビー・エス・シー

富士通リース株式会社

株式会社 ＰＦＵ

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

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

術情報、営業機密、個人情報などの情報について、漏え

の通りです。館林システムセンターでは、データセンタ

い、改ざん、サービス停止などの事故が起きないかどう

事業者としては国内初の最高評価「 AAAis」を取得しま

か、そのセキュリティ水準を示す指標です。

した。

株式会社アイエスレーティングより付与された、富士
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

ソフトサービス事業

Ais

ソリューションおよびサービス事業

Ais

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

PFU

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/

● Interstage Security Director

IEC15408に基づいて、評価認証された代表的な I T 製品

● OSⅣ/MSPセキュアAF2

は、以下のとおりです。

● IPCOM EXシリーズ ファームウェア セキュリティコ

● Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition

ンポーネント

● Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition

● Si-R Security Software（ルータ、スイッチ）

● Symfoware Server Enterprise Extended Edition

● SafetyDomain（認証制御ソフトウェア）

● Interstage Application Server Enterprise Edition

● 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。
＜137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

富士通およびグループ会社では、有資格者が社内の内

（JASA）は、経済産業省が2003年月に施行した「情報セ

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

キュリティ監査制度」に基づいた情報セキュリティ監査

監査に活躍しています。富士通およびグループ会社の

を実施する監査人を認定する団体です。資格区分として

JASAの監査人資格を有する人数は、次のとおりで国内

は、「公認情報セキュリティ主任監査人」、「公認情報セ

で最も多い資格者を有しています。

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。

30

＜104名＞

責任部署（お問合せ先）
富士通株式会社
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
URL：http://www.fujitsu.com/

富士通株式会社
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