サービスカタログ 「リスク管理」

リスクアセスメントサービス
サイバーセキュリティリスクから守るべき情報資産を明確化したうえで、現状の脅威と脆弱性を評価し、
効果的かつ効率的な対策の推進を支援

リスクアセスメントから始めるサイバーセキュリティ
昨今、サイバー攻撃は急増、高度化の一途を辿っており、企業や組織はかつてないほどのリスクにさらさ
れています。また、あらゆるものがネットワークに接続される社会になったことで、IoT機器をはじめ、従来
はサイバーセキュリティ対策がそれほど意識されてこなかった制御システム等を含めた、より多様で広範な
領域におけるサイバーリスク対応が必要になっています。そのような状況においてサイバーリスク対応を効
果的かつ効率的に行うためには、企業や組織のなかで最もクリティカルな業務や情報資産を特定したうえで、
それらに対して最新の脅威を踏まえた詳細なリスク分析を行い、現状対策の課題を抽出するリスクアセスメ
ントアプローチが不可欠です。富士通総研は、当該アプローチによるリスクアセスメントサービスにより、
企業や組織のクリティカルなサイバーセキュリティリスクの把握、及び、それらのリスクへの予防（防御）
と有事への備え（検知・対応）の最適化を実現します。

富士通総研は、サイバーセキュリティ分野の専門的知見と多くの企業・組織への
コンサルティングで培ったナレッジをもとに構築した独自のアセスメントフレームワークを活用し、
貴社／貴組織におけるサイバーセキュリティリスクの可視化・評価を支援します
リスクアセスメントサービスの内容
リスクアセスメントサービスでは、大きくは下記の２つのSTEPにより、組織のサイバーセキュリティリス
クを明らかにします。STEP１では、自組織のビジネス状況を俯瞰的に整理したうえで業務観点でのリスク特
定を行います。STEP２では、重要な情報資産のリスクを詳細分析し、端末／サーバー／ネットワーク等の領
域、技術的／非技術的対策など、多面的な視点から、サイバーセキュリティ上の現状課題を明らかにします。

STEP１：ビジネスリスク分析

インプット

作業概要

• 社内組織図及び職務分掌資料等
• サービス・業務プロセス関連資料等

• STEP1アウトプット及び関連資料等
• システム概要、ネットワーク概念図、
リスクアセスメント調査票 ※裏面参照

組織の事業・サービスがどの業務で構成さ
れ、どのシステムが利用されているかを棚
卸し。具体的には、バリューチェーン観点
でサービス提供までの構成要素を鳥瞰図と
して整理し、クリティカルな業務・情報シ
ステムを仕分けする。

重要なシステムを明らかにした後は、対象
システムがそれぞれどんな脅威に曝される
可能性があるのか、脅威に対する脆弱性、
すなわち、リスク対策状況を分析する。

• 業務鳥瞰図（バリューチェーン視点で整理）
アウトプット

STEP２：ICTリスク分析

※裏面参照

• 重業業務・情報資産一覧、等

• 情報資産ごとのリスク評価結果及び
課題一覧、等

http://www.fujitsu.com/jp/fri/businesstopics/bcm/
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リスクアセスメントサービスの進め方（一部）
 ビジネスリスク分析：バリューチェーン視点での業務鳥瞰図
バリューチェーン分析（事業活動を構成する機能の連鎖を整理し、どの機能で大きな付加価値が生み出
されているのか等について分析）を応用した業務分析手法により、今まで見えていなかった業務や情報シ
ステムの存在を俯瞰的に把握し、顧客提供価値の視点から重要な情報システムを特定します。
＜バリューチェーン視点での業務鳥瞰図による整理（イメージ）＞
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富士通総研独自のノウハウをもとに構築し
た業務分析フレームワークを用いて、企業や
組織における顧客への製品・サービス提供ま
での構成要素（業務）を鳥瞰図で整理・可視
化し、事業経営やリスクアセスメントの目的
の観点から重要なサービス・業務、及び、当
該業務の遂行に必要な情報資産（システムや
データ）の把握・仕分けを行います。ここ
（STEP１）で明確化した重要な情報資産に対
して、STEP２でICTリスク分析を行います。

f サービス

B事業

g サービス
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 ICTリスク分析：リスクアセスメントフレームワーク（調査票）
富士通総研が有するサイバーセキュリティ分野の専門的知見と、IPA等各機関のセキュリティガイドライ
ン等の要求事項を体系的に集約したアセスメントフレームワーク（調査票）を活用。調査票の項目に沿っ
たインタビューにより、情報システムのリスク・対策状況を可視化・評価し、課題を明確化します。
昨今、サイバーセキュリ
＜調査票の構成＞
ティ対策の必要性が注目され
ている制御システムへの適用
システムの概要
を図るため、情報処理推進機
構（IPA）発行「制御システム
①ネットワークセキュリティ
のセキュリティリスク分析ガ
②サーバー・端末セキュリティ
イド」をはじめ、各種セキュ
リスク ③ベンダー管理
対策 ④⼈的セキュリティ
リティ関連ガイドライン等を
状況 ⑤物理セキュリティ
もとに、リスク・対策状況を
把握するための質問項目を８
カテゴリに構成し、チェック
リスト化しています。

⑥セキュリティ監視
⑦インシデント対応
⑧第三者評価

１．システム概要
回答欄
No.

1
2

システム名
システム所管部⾨（保守契約を結んでいる部署名）
利⽤部⾨

3

２．リスク対策状況

5

①業務主管部⾨
②その他の利⽤部⾨

2.1

4

※プルダウンリストがある 【⾃由記⼊】
質問の回答は、リストか ※右欄で選択肢で回答した場合は、回答の具体的な内容や補⾜等があれば以下にご記
⼊ください
ら選択してください

質問項⽬

ネットワークセキュリティ

システムの運⽤やメンテナンスの外部委託はありますか︖
※外部委託がある場合は、ベンダー／業者名および委託業務内容を選択肢の右欄に記⼊して
ください（定期的な点検・部品交換や、トラブル時のスポット対応などを含む）

回答欄

No. 質問項⽬
利⽤業務の内容についてご回答ください
(システムの主な機能、提供サービス)

選択肢の回答についての具体的な内容や補⾜等があれば以下にご記⼊ください
※プルダウンリストから選
例えば、 回答が「はい」の場合︓具体的な対策内容、等
択してください

2.2

回答が「いいえ」の場合︓対策を実施していない理由あるいは対策の検討予定、等

サーバー・端末セキュリティ

サイバーセキュリティを考慮したネットワークのセグメント分割／ゾーニングを⾏っていますか︖

システムの破壊・改ざん プログラムや情報・データが破壊された場合、どのような業務影響が発
1
による業務影響について
⽣しますか︖

2
6

・特に影響は無い
・空港の安全に対する信頼が損なわれる
No.
質問項⽬
・安定した運航に影響が⽣じる
ファイヤーウォールを設置していますか︖
・空港利⽤者に正しい情報を適時に提供できなくなり、混乱が⽣じる
（例︓パケットフィルタリング、アプリケーションゲートウェイ、⼀⽅向ゲートウェイ等）
・その他 ※具体的な内容を選択肢の右欄に記述してください

回答欄
選択肢の回答についての具体的な内容や補⾜等があれば以下にご記⼊ください
※プルダウンリストから選
例えば、 回答が「はい」の場合︓具体的な対策内容、等
択してください

回答が「いいえ」の場合︓対策を実施していない理由あるいは対策の検討予定、等

アンチウィルスソフトの使 ①端末（操作端末、監視端末）でアンチウィルスソフトを使⽤してい
※設置している場合は、製品名とバージョンを選択肢の右欄に記述してください
プログラムや情報・データが改ざんされた場合、どのような業務影響が
ますか︖
⽤について
発⽣しますか︖

・特に影響は無い
プロキシサーバを設置していますか︖

3

※使⽤している場合は、製品名とバージョンを選択肢の右欄に記述し
・空港の安全に対する信頼が損なわれる
・安定した運航に影響が⽣じる
てください
・空港利⽤者に正しい情報を適時に提供できなくなり、混乱が⽣じる
・その他 ※具体的な内容を選択肢の右欄に記述してください

2.3

ベンダー管理

1
IPS/IDSを設置していますか︖

②サーバでアンチウイルスソフトを使⽤していますか︖

①システムに格納されている主な情報・データはどのようなものがありま
情報漏洩に伴う業務影
No. 質問項⽬
（IDS︓検知機能、IPS︓遮断機能）
すか︖（情報の例︓運航情報、保安情報、警備情報、施設・設備
響について
4
情報、顧客情報、その他情報） ※使⽤している場合は、製品名とバージョンを選択肢の右欄に記述し

※設置している場合は、製品名とバージョンを選択肢の右欄に記述してください
てください
ベンダーが実施する保守作業等に係る仕様書を作成し、それに基づいた作業管理を⾏っていま

回答欄
選択肢の回答についての具体的な内容や補⾜等があれば以下にご記⼊ください
※プルダウンリストから選
例えば、 回答が「はい」の場合︓具体的な対策内容、等
択してください

回答が「いいえ」の場合︓対策を実施していない理由あるいは対策の検討予定、等

② ①のうち機密情報（漏洩により業務影響が発⽣するもの）はど

7

すか︖
DDoS 対策のために対策機器の導⼊や外部サービス利⽤をしていますか︖
のようなものがありますか︖また、漏洩による影響はどのようなものです
か︖

Webアプリケーションを狙った攻撃の検知・防御のために、Webアプリケーションファイアウォール
1
※機密情報の具体的内容と漏洩による影響を記述してください
※作業管理を⾏っている場合は、作業管理について規定したマニュアルの⽂書名、作業履歴を
※機器を導⼊している場合は、製品名とバージョンを製品名とバージョンを選択肢の右欄に記述
（WAF）を設置していますか︖
（情報の例︓運航情報︓航空機運航予定・実績情報、保安情報︓航空
記録している管理台帳名を選択肢の右欄に記述してください
5 してください 保安照明機器制御情報、警備情報︓監視カメラデータ、施設・設備情
2
報︓空調・衛⽣設備運転監視情報、顧客情報︓顧客個⼈情報、等）
※外部サービスを利⽤している場合は、提供会社名、利⽤サービス名、対策内容を選択肢の
※設置している場合は、製品名とバージョンをを選択肢の右欄に記述してください
右欄に記述してください
ベンダーの保守作業担当者は、どのような環境で作業を実施していますか︖
・ベンダー環境の保守端末から、リモートでシステムに接続して実施している
ネットワーク構成について ※別シート「ネットワーク概念図の例」を参考にして、同等レベルの概念図を添 ※「ネットワーク概念図」を添付して提出してください
・ベンダーの保守端末をNAA環境に持ち込み、ネットワークに接続して実施している
付してください。
※社内ネットワーク（BBN、部⾨ネットワーク等）及び社外ネットワーク（イン
・NAAの管理下にある保守端末で実施している。
ターネット、他社ネットワーク等）との接続有無、ネットワーク分割（セグメント
・その他 ※具体的な内容を選択肢の右欄に記述してください
分割、ファイヤーウォール設置等）の状況が把握できるレベルで結構です

IPA「制御システムのセキュリティリスク
分析ガイド」や各種ガイドライン等をもとに、
セキュリティ対策の主要な項目を網羅
8

※ネットワーク設計書レベルの詳細な内容(個々のサーバー、IPアドレスなどの
記載）は不要です 2

※NAAの管理下にある保守端末を使⽤している場合は、作業時のファイル持ち込みや持ち出し
⽅法を選択肢の右欄に記述してください
（例︓USBメモリ等の外部記憶媒体にコピー、ネットワーク経由でファイル転送 等）

リスクアセスメントサービス ご提供価格・実施期間
メニュー
リスクアセスメントサービス

価格（税別）

実施期間(目安)

600万円～

約3ヶ月～

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

2018年5月

お問い合わせ先

株式会社富士通総研
コンサルティング本部

ビジネスレジリエンスグループ

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
Tel: 03-5401-8432

ニューピア竹芝サウスタワー

Email: fri-bcm-dm@cs.jp.fujitsu.com

Copyright 2018 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

http://www.fujitsu.com/jp/fri/businesstopics/bcm/

