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情報セキュリティの国際的な動向としてはOECD（経済協

力開発機構）とISO（国際標準化機構）の2つの流れが注目さ

れている。前者は、1992年にOECDセキュリティ国際会議

において「情報システムのセキュリティのためのガイドライン」

が採択された。その後、2001年の米国の同時多発テロが発

生した事により全世界が守るべきガイドラインの重要性を再認

識し、2002年8月には情報セキュリティマネージメントの必

要性を追加・改定した。（OECD日本代表である慶応義塾大学

の土居教授が季刊誌INTEC第7号に寄稿）

情報セキュリティの動向と
その監査制度への取り組み

Trend in the Information Security and the Approach to the
Information Security Audit

水野　義嗣
Yoshitsugu Mizuno

近年、中央省庁、地方自治体や民間企業では、各種情報システムにおける情報セキュリティ対策の不備やミス

に起因する様々な問題が発生している。これは、情報システムへの不正侵入や機密情報・個人情報等の外部への

漏洩、保存されているデータの改ざんやその他管理上の不注意による等の情報セキュリティに関する各種事故で

ある。こうした事故は、個人情報の漏洩による人権侵害、企業情報や機密情報の漏洩による経済的損害や情報シ

ステムの停止や誤動作といった被害をもたらし、経済社会に与える影響は一層深刻なものとなってきている。

そこで、このような事故を防止するための情報セキュリティの動向について整理し、今年度から国内に導入さ

れた情報セキュリティ監査制度への当社の取り組みについても述べる。

概要

IT化の進展によって、「情報」は「人・モノ・金」に続く企業の第四の経営資源として重要性
を増してきている。その反面、インターネットの急速な普及などコンピュータ・ユーティリティ
社会の実現と相まって、情報の漏洩や改ざんなどの情報セキュリティの脅威が大きな問題になっ
てきている。一方、情報セキュリティの対策を適切に実施するには、広範囲にわたる脅威から情
報を保護する必要があり、しかも高い専門性が要求される。一般の情報技術が収益性を追求する
のに対し、情報セキュリティ技術は損失を抑えるものでしかない。情報資産の価値とその脅威を
分析し、それに対してその情報資産をどのように守るかを検討する必要がある。
本特集では、情報セキュリティに対する動向を示すとともに、当社の取組みを紹介する。お客

さまの情報セキュリティの課題解決に対して何らかの参考になれば幸いである。

セキュリティ・ソリューション

1. 情報セキュリティの動向
1.1 情報セキュリティの国際規格の動向
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後者では、2000年に情報システムやシステムプロダクト

の情報セキュリティ評価規準としてISO/IEC 15408が国際

規格となった。また情報セキュリティマネージメントの英国規

格であったBS7799がISO/IEC17799として制定された。

このように、1個人、1企業、1国では防御できない情報セキ

ュリティは国際的な協調と標準化が非常に重要であり、情報セ

キュリティ技術やマネージメントを国際標準に準拠させ、全世

界が同じ認識の上に情報セキュリティに対処して行くことが国

際的な流れとなってきている。

日本の情報セキュリティの国内規準は当社が20年前から認

証取得している旧通産省の安全対策認定事業所制度がある。こ

の制度は平成15年度末までに全て廃止され、国際標準に準拠

したISMS適合性評価制度（以下、ISMS制度）に引き継がれ

る。この国内規格から国際規格への変更のきっかけとなったの

は2000年7月に開催された沖縄サミット（俗称ITサミット）

である。その当時、日本は情報セキュリティ後進国であり、そ

の脆弱性は日本国のみの問題ではなく、ボーダレスのネットワ

ークシステムの中にあっては被害者から世界への加害者になる

と危惧されていた。（情報セキュリティの強度において、日本

は世界の中で37位にランク）これは無防備な日本のサーバー

を踏み台にした他国への攻撃が発生しているにもかかわらず、

管理者は気がつかずに不正アクセスを助長している現実が発生

していることが指摘されている。

このような海外からの圧力もあり、日本では情報セキュリテ

ィにおいて国内規格から国際規格に切り替えるに至った。また、

日本政府では2005年までに世界の10位以内のIT立国になる

ためのe-Japan重点計画を立案し、2001年から実施してい

る。この計画の中でも国際規格であるISO/IEC 15408と

ISO/IEC 17799を情報セキュリティの両輪とし、規格に準

拠するように呼びかけている。これを受けて2001年の6月に

はISMS制度のパイロット事業が開始され、2002年度から

ISMS制度を正式に導入した。これまでに、当社も含めた180

社以上の民間企業がこのISMS制度の認証を取得している。

経済社会において、世界的な規模での変革の原動力となって

いるインターネットを用いたオープン環境下のネットワーク・

コンピューティングは、中央省庁、地方自治体、民間企業や個

人の様々な活動の中でますます相乗的に拡大して行くものと考

えられる。このように著しい発展を遂げつつあるオープン環境

におけるネットワーク・コンピューティングは、オープンであ

るが故に、外部または内部の者が匿名性を確保しながら情報シ

ステムに接続することを可能にしている。このことにより、情

報システムは不正侵入やなりすまし、データの盗聴や改ざん、

あるいは利用妨害等の新しい脅威にさらされることになる。こ

の脅威は、経済や社会そのものへの信頼の喪失をもたらしかね

ない問題であり、ボーダレスのネットワークである故に、国際

的信頼性の確保という観点からも認識されるべき問題である。

情報セキュリティの確立とは国際規格の定義では、情報の機

密性（Confidentiality）、完全性（Integrity）、可用性

（Availability）の3要素を確保することと定義している。一方、

インターネット利用社会は自由な参加を前提に発展しており、

自由と責任がセットになった社会であり、機密性、完全性や可

用性の確保には、利用者自らのリスクマネージメントが必要で

ある。一般的には情報セキュリティ対策を行うための人的、技

術的、資金的な資源には自ずと制約がある。このためリスクを

マネージメントし、情報システムの最大限の利益を得るために、

1.2 情報セキュリティの国内規格動向

1.3 情報セキュリティの現状と問題点
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図１　国内の情報セキュリティ制度の関連図
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効率的でバランスのとれた情報セキュリティ対策が必要にな

る。日本政府が言っているように情報セキュリティにおいては

技術とこのマネージメントが車の両輪であり、単独では成果を

上げる事はできない。このように、組織や情報システムに対す

る脅威や脆弱性を分析し、情報セキュリティポリシーに基づく、

技術的対策、人的対策、物理的対策等を有機的に組み合わせて、

システム構築や運用を行うことが必要になる。これらの情報セ

キュリティ対策はいったん実施すれば終わりというものではな

く、時間の経過と共に情報セキュリティレベルは下がり、事故

や問題が発生してくる。このレベル低下を防ぐために、情報セ

キュリティマネージメントシステム（以下、ISMS：Information

Security Management System）としてPDCA（Plan-

Do-Check-Act）を回して行く必要がある。しかし、一部の

組織では、情報セキュリティポリシーを形式的に策定したり、

実際の運用に耐えがたい内容であったりするため、単にポリシ

ーを持っていることの自己満足のみになっていたりしている。

また、策定が完了していてもトップの指示がないため運用され

ていないケースも見うけられ、せっかく労力やお金をかけてポ

リシーを策定しても、情報セキュリティの確立に何ら役に立っ

ていない組織が現実的に存在している。

ISMSは情報資産を保護するため、十分にバランスのとれた

適切な情報セキュリティ管理策を確保し、顧客及び他の利害関

係者に対して信頼を与えるように設計されている必要がある。

このように設計されたISMSは、競争力、キャッシュフロー、

収益性、法令等の遵守及び企業のイメージを維持し、改善して

行く事になる。つまり、情報セキュリティを確立するには、組

織自らの事業の活動全般及びリスク全般を考慮して、文書化さ

れたISMSを構築、導入、維持し、かつこれを継続的に改善し

て行く事が極めて重要である。ISMSは文書化されたシステム

なので、文書の作成や整備が大変だとの認識があるが、組織に

とって重要な資産である情報を取扱う基準を整備するものであ

り、組織の全員が理解できる簡潔な文書であればよい。

2003年4月に経済産業省から告示された情報セキュリティ

監査制度は2002年9月に「情報セキュリティ監査研究会」が

取りまとめた報告書に基づき導入された制度である。このきっ

かけとしては、住民基本台帳ネットワークの全国への自治体導

入に際して、国民から情報セキュリティ上の不安の声が上がっ

たことによる。また、既に実施されているISMS制度を補完し

たり、下支えするような仕組みが求められていた矢先でもあった。

この制度では情報セキュリティ監査を受ける側の基準である

管理基準と監査を実施する側の監査基準が中核となり、以下の

ような監査を推進して行く基準とガイドラインで構成されている。

（1）情報セキュリティ管理基準

（2）個別管理基準（監査項目）策定ガイドライン

（3）電子政府情報セキュリティ管理基準モデル

（4）情報セキュリティ監査基準

（5）情報セキュリティ監査基準策定ガイドライン

（6）情報セキュリティ実施基準ガイドライン

（7）情報セキュリティ監査企業台帳

この管理基準は国際規格を日本語化したJIS X 5080をベ

ースに、実際に監査し易いように131管理策を952項目に細

分化している。もちろん、この952項目全て監査を行うので

はなく、業種業態や情報システムにより必要な項目を選択し、

かつ必要な業界のコンプライアンス項目等も追加し、被監査主

体との監査項目に関する合意が必要になる。監査制度の中でこ

れらの監査実施に関するガイドラインや業界別の監査項目に関

するガイドライ策定の必要性を明示している。つまり、この監

査制度は全業種や業態の監査をカバーするものではなく、業種

や業態別に監査を行うガイドラインを策定するための指標を提

示しているものである。

また、この制度では地区ブロック別に監査することが可能な

企業を情報セキュリティ監査企業台帳に登録し、被監査主体が

この台帳を参照することにより、監査企業の選定や入札業者の

指名を可能にしている。

ISMS制度は（財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）によ

り第三者認定が2001年から実施されており、このISMS認証

基準Ver.2.0はISO/IEC17799とBS7799：2003が採用

されている。情報セキュリティ監査制度においても同じく

ISO/IEC17799が日本語化されたJISX5080がベースとな

って管理基準が策定されているので、規準としてはISMS制度

との整合性が取れている。これらの制度としての住み分けとし
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2. 情報セキュリティ監査制度
2.1 情報セキュリティ監査制度の国内導入

1.4 情報セキュリティマネージメント
システム（ISMS）

2.2 ISMS適合性評価制度と監査制度
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て、前者はITサービス事業者やITを積極的に利用している一般

企業が高度な情報セキュリティマネージメントレベルを目指し

た実践に対して認証取得するものである。この認証取得の領域

は、企業規模や業種業態から推測すると、当面は約3千社が対

象とされている。後者はそこまでの高いレベルが要求されてい

ない業界やそのレベルには至らない、途中過程の約30万社が

対象になると推測される。また、中央省庁や自治体と外郭団体

の約3万法人は後者を利用し、情報セキュリティ監査を繰り返

すことによって情報セキュリティを段階的に確保して行くと考

えられる。

米国では情報セキュリティ監査の普及率が上場企業の50%

以上だとの情報を政府機関から入手しているが、日本では5％

未満であろうと想定されており、大きな格差がある。日本でこ

の監査が普及していない理由としては以下のことが考えられる。

（1）監査を実施する知識やノウハウがない。

（2）何を監査すればよいかわからない。

（3）監査を誰に依頼すればよいかわからない。

（4）監査の実施効果がわからない。

（5）監査実施の正当性が信頼できない。

このように、今までは情報セキュリティ監査が普及していな

い問題点が多くあったが、これを解決するために、平成15年

度から監査制度が国内に導入された。この制度では、監査を受

ける側と監査を実施する側の両方の問題点を解決しようとして

いる。それは、情報セキュリティ管理基準と監査基準を策定す

ることと情報セキュリティ監査企業台帳の登録を開始すること

である。また、業界ごとにこの制度のガイドラインを参考に管

理基準と監査基準を整備して行くことが必要である。この制度

が告示されたことにより、情報セキュリティ監査が国内で実施

されて行くスタートポイントに立ったことになる。

情報セキュリティ監査を国内で普及、定着させるためにはい

くつかの課題があるが、特にその中で次ぎの3つの課題を解決

する必要がある。

（1）公表された管理基準や業界業種のガイドラインが必要

何を基に監査を実施するかの管理基準やその業界業種

別の監査項目や報告書のガイドラインが必要であり、こ

れにより何を監査するかを明確にし、実施効果について

も確認できる。

（2）監査主体と被監査主体の両社を結び付ける仕組みが必要

信頼して依頼できる監査主体について公表されている

ことが必要である。

（3）監査人の技術的レベルの確保や監査の独立性が必要

監査を実施するには、監査人の高度な技術的レベルの

確保が必要であり、被監査主体や対象の情報システムと

独立性が保たれていないと、信頼性のある中立的な第三

者機関としての監査結果が期待できない。

また、この監査制度の制定のみでなく、上記のような監査環

境を実現して行く政府の強い支援・施策と推進母体となる組織

が必要である。この推進組織として「日本セキュリティ監査協

会」の設立準備が進められ、当社も発起人となり監査の普及促

進に貢献しようと考えている。この協会の役目としては、各業

界の協会団体等と協力し、業界ごとの監査基準の制定や監査技

術者のスキルアップを図るための研修教育を実施する。これに

より、同協会は国内の情報セキュリティ監査の普及を強力に推

進する。

今回の情報セキュリティ監査制度の監査結果報告書には保証

型と助言型の2種類とこの組み合わせを含めて3種類の報告書

形態が定義されている。

保証型の報告書形態は、情報セキュリティ対策が確実である

ことのお墨付きを与えるものである。だだし、このお墨付きは

情報セキュリティインシデントが発生しないことを保証するも

のではなく、管理基準に準拠していることを保証するものであ

る。つまり、監査基準以上のレベルにある事を被監査主体に伝

えるものを保証型と呼んでいる。この監査基準についてはベス

トプラクティスであり、これを実施していると最善慣行なもの
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図３　ISMSと情報セキュリティの領域イメージ

2.3 情報セキュリティ監査制度の導入

2.4 情報セキュリティ監査制度の普及

2.5 情報セキュリティ監査報告書



を基準化しているため、現在の国際水準からみても確実なこと

を保証することになる。

助言型の報告書形態は、情報セキュリティ対策について不備

な点の指摘をし、監査基準とのギャップについて報告を行う。

この時の助言にはコンサルティングと大きく違う点がある。そ

れは、助言を行う人は客観的、独立、専門的な人であり、助言

をする基準が決まっていなければならないことである。

当社の情報セキュリティに関するソリューションサービス

は、これまでに提供してきている基幹サービス業務に組み込ま

れた統合ソリューションサービスの一貫として考える。つまり、

ネットワークサービス、システム構築サービス、ソフト開発サ

ービス、アウトソーシングサービスの各サービスに組み込み、

基幹サービスをさらに高付加価値化させて提供することを目指

すものである。情報セキュリティ関連のサービスは単独の提供

では委託者と受託の両方にとって、決して効率のよいサービス

とはならない。このため、当社ではできるだけ各基幹サービス

と情報セキュリティサービスそのものも連携させ、お客さまに

とってコストパフォーマンスが高く、より効果的なサービスの

提供をすることが願いである。図4に、その連携させた統合セ

キュリティソリューションサービスの概念図を示す。

情報セキュリティのPDCAのプラン（P）にあたるフェーズ

は、顧客の基本方針や情報セキュリティポリシー策定等のプラ

ン作りである。このフェーズにおいては、情報セキュリティポ

リシーの策定、リスク分析、基準書、手順書、マニュアルの策

定やその運用に関するコンサルティングや支援サービスを提供

している。また、必要であればプライバシーマークやISMS制

度の認証取得なども計画され準備、実施されるのもこのフェー

ズである。このプラン作りの段階で、中央官庁、地方自治体や

民間企業のいずれにおいても、手こずることが多くあり、コン

サルティングや策定支援サービスを提供することになる。この

サービスはISMSが実際に確立できるものであり、次のフェー

ズのシステム開発や運用においてバランスの取れた情報セキュ

リティ対策がとれるように連携している。

情報セキュリティ関連のコンサルティング市場では形式的な

ポリシーを提供している同業他社もいるが、これとは一線を引

いている。それは、情報セキュリティは形式だけでは情報セキ

ュリティレベルは保てなく、面倒であっても重要な情報資産の

リスク分析が必要であり、かつ組織全体、全員で継続的に対処

して行く必要があるからである。これが当社の情報セキュリテ

ィポリシー策定支援サービスの大きな特徴でもあり、その後の

情報セキュリティ対策、運用、診断、監査サービスにおいても

これが連動している。

2003年4月に経済産業省から告示された情報セキュリティ

監査制度をうけて、当社では情報セキュリティ監査サービスを

提供するために以下のような対応を計画している。

（1）チーム編成は監査基準とISMS認証基準が同じISO、JIS

をベースにしているので、ISMSのコンサルティングチ

ームと情報セキュリティの診断や対策を担当している情

報セキュリティソリューションチームの連合チームとし

ている。

（2）事前にお客さまの業種業態や情報システム形態により監

査項目を952項目から選択し、これにお客さまの業界特

有のコンプライアンス項目等を追加する。これらの監査

項目案についてお客さまの求める監査実施効果とすり合

わせ、お客さまと協議して実際に実施する監査項目を決

定する。

（3）お客さまの求める監査の実施効果により、保証型または
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図４　統合セキュリティソリューションサービスの概念図

3.2 情報セキュリティポリシー策定の支援

3.3 情報セキュリティ監査への対応
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助言型の監査報告形態をお客さまから確認を取る。

（4）助言型の監査報告の要求を受けた場合は、お客さまの要

求によっては実際の情報セキュリティ対策やマネージメ

ントに関するコンサルティング作業も可能な体制をとる。

（5）情報セキュリティポリシーとのギャップを指摘するのみ

でなく、お客さまの要求によっては情報セキュリティポ

リシーの改定などの助言も作業範囲に入れる。

いずれにしても、当社から提供する情報セキュリティ監査サ

ービスは情報セキュリティの確立のためのPDCAのチェック

（C）にあたるファンクションであり、他のフェーズと連携さ

せながら顧客の情報セキュリティレベルのスパイラルアップを

支援して行くためのサービスである。

情報セキュリティ監査サービスは、米国のサービス領域や国

内のこれまでの経緯を考えると、監査制度のサービス提供手法

だけでは不足があると考えている。それは、対象の情報資産に

対するリスクアセスメントのみで、実施すべき監査項目の選択

の洗出しが完全にできるとは限らないからである。このため、

従来から提供してきた情報セキュリティ診断やその他の状況を

分析するオプションも合わせて利用することにより、結果的に

は技術的な監査項目を追加実施することになる。

（1）情報セキュリティ現状分析サービス

（2）情報セキュリティ診断サービス

（3）Webアプリケーション診断サービス

（4）インターネット利用状況分析サービス

（5）メール利用状況分析サービス

（6）ソフト資産状況分析サービス

（7）その他情報セキュリティ関連の現状分析サービス

これらのオプションを提供することにより、お客さまの情報

セキュリティマネージメントの監査と技術的な監査とを融合さ

せ、お客さまが要求している適確な情報セキュリティ監査が実

現できると考える。また、お客さまはこの情報セキュリティ監

査の実施結果をPDCAのプラン（P）やアクション（A）に連

動させることにより、情報セキュリティの確立に極めて有効な

監査サービスとなる。

情報セキュリティを確立するには、全てが解決するような決

定的な手法や道具はなく、関連の組織も含めた全員参加の意識

と実際の行動が重要である。それを推進・運用するためのマネ

ージメント手法や技術的な道具で、うまく利用して一歩ずつ前

進させる必要がある。これを導入支援するサービス提供者とし

ては、技術や規格のどちらにも偏らないサービスを提供する必

要がある。それで求められているサービス業者は、お客さまの

積極的なIT利用を可能にするために、情報セキュリティに関す

る顧問弁護士、会計監査士、経営コンサルタントであり、計画、

対策、運用、診断や監査についても支援できる技術者が要求さ

れている。この役割を当社が果たすことにより、お客さまの方

から統合的で基幹サービスと連携した情報セキュリティサービ

スを求めていただけるように努力していく必要がある。
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