Corporate Philosophy

企業理念
（ NTTデータグループの使命 ）

N T Tデータグループは、
情 報 技 術で、新しい「しくみ」や「 価 値 」を創 造し、
より豊かで調 和のとれた社 会の 実 現に貢 献 する。

NTTデータが考える
情報セキュリティ
「ITでつくる未来のしくみ」と情報セキュリティ
ITはここ数年で広く社会に浸透し、企業経営から一般生活まで、
さまざまな場所でプラットフォームとして
活用されています。またITの浸透による情報活用の高度化により、流通する情報量は増大し、質も
高くなりました。
情報の質・量の増加に伴い、企業活動においては、競争力を高めるうえで情報資産・ノウハウの積極的
活用が重要になります。
一方、新たな技術の登場などにより情報の漏えい、流出といった情報セキュリティリスクも日々増して
います。1件の情報漏えいが企業に甚大な損害を与えることもあり、
「情報セキュリティ対策」はもはや
企業活動において必須なものだといえるでしょう。
私たちN T Tデータグループは、情 報システムを構 築したり、情 報システムを用いた様々なサービスを
提供していますが、それだけではなく、お客様個別のニーズに対して、ITを用いた新たな「価値」を提供
したいと考えています。そのため、情報を適切に取り扱い、お客様に信頼される確かな情報システムを
構築することが重要と考え、早期より情報セキュリティに取り組んできました。
私たちの情報セキュリティに対する取り組みでは、
「情報を安全に守る」ことと、
「情報を積極的に活用・
共有する」という一見相反する目的をかかげています。具体的には、基本理念のみならず社員ひとり
ひとりの行動レベルまでを規定した情報セキュリティポリシーの策定や、国内企業で初のBS7799の
取得などがあります。
さらに、NTTデータグループが、よりお客様や社会に必要とされる企業グループになるために、
グループ
経営における情報セキュリティのありかたを常に考えてきました。今日、企業経営において内部統制や
グループ経営・グループ統制の重要性が増していますが、私たちは、情報セキュリティもグループ経営
の強みになると考え、取り組んでいます。具体的には、グループ企業間での情報共有を積極的に行う
ための統一セキュリティポリシー（GSP：NTTデータグループセキュリティポリシー）の策定に始まり、情報
セキュリティレベルの維持・向上を図るグループ間での監査制度のしくみ（SSP監査制度）の確立など、
着実に進めています。
私たちNTTデータグループは、国内におけるITリーディングカンパニーとしてお客様に安心・安全な
システム・サービスを提 供するとともに、率 先して「情 報セキュリティの確 立」に取り組み、世の中に
広げることが、社 会 的 責 任のひとつだと考えています。私たちの情 報セキュリティに関する活 動が、
私たちの構築する情報システムを通じ、結果的にIT業界全体の変革に寄与するとともに、社会全体の
セキュリティレベルの向上につながればと考えています。
今回お届けする「情報セキュリティ報告書2008」は、NTTデータグループのこれまで、そして今後の
情報セキュリティに関する活動をご紹介するものです。
ご一読いただき、忌憚なきご意見をいただければ幸いです。
株式会社NTTデータ
代表取締役副社長・CISO

■ 発刊にあたって
私たちNTTデータグループは、
システムインテグレータとして

の活動予定について公表することが、社会全体における情

多種多様なお客様のニーズをITの力で実現するビジネスを

報セキュリティの向上につながれば、
との思いから、今回この

行っています。

「情報セキュリティ報告書2008」を発行することとしました。

平成18年度については、おかげさまでグループ売上高1兆円

本 報 告 書は、N T Tデータが 初めてセキュリティポリシーを

を突破し、着実な成長を維持しています。情報セキュリティに

制定した1998年以降、今日までの情報セキュリティ活動の

ついては、ITを駆使したビジネスを手がける企業の基盤として、

うち表立ったものを、NTTデータグループの情報セキュリティ

早期より取り組んできました。その取り組みは、今となっては

報告書の初版としてまとめたものです。本報告書を手にした

特に新しいことではないのかもしれません。ただ、国内ITリー

みなさまにとって、何かひとつでもお役に立てることがあれば

ディングカンパニーとしてこれまで手がけてきた活動と、今後

幸いです。
株式会社NTTデータ
情報セキュリティ推進室長

■ 報告対象範囲
NTTデータグループ
※2007年12月末時点

110社（ＮＴＴデータ含む）

■ 報告対象情報・期間
・本報告書は、NTTデータグループが扱うすべての情報

INDEX

を対象としています。
・本報告書は、NTTデータグループの2007年12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。

■ 責任部署
株式会社NTTデータ
情報セキュリティ推進室

■ お問い合せ先
株式会社NTTデータ
情報セキュリティ推進室
〒135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネックス
TEL：050-5546-2545
URL：http://www.nttdata.co.jp/
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NTTデータグループの情報セキュリティ戦略
有益な情報を企業の力に
〜情報の安全性確保と積極的活用・共有〜
情報を「安全性の確保」という視点のみで取り扱うと、
「情報
の積極的活用・共有」が阻害され、有益な情報やノウハウを

脅威

企業の力として活用することに支障が生じます。一方、取り

相反する条件

扱う情 報の安 全 性が保たれない状 態では、情 報 漏えいや

ITを用いて適正な
バランスで両立させる
ことが重要

情報流出などといった情報セキュリティリスクが発生し、積極的

情報を守る

に情報を活用・共有することはままなりません。
NTTデータグループでは、情報セキュリティを

情報を開示・
共有する

・情報を積極的に開示及び共有化し、
創造的かつ効果的に利用すること
・情報資産を適切に取り扱い、

情報セキュリティ

目的外の利用から保護すること

情報を守りつつ、情報の
積極的活用を促す

※ NTTデータ 情報セキュリティポリシーより抜粋

と捉え、ITを用いて「情報の安全性確保」と「情報の積極的
活用・共有」を適正なバランスで両立させることにより、お客
様に新たな「価値」を提供することに努めています。

組織の目的達成
新しい価値の創造

安全性確保と積極的活用・共有の両立を実践するには
NTTデータでは、情報の安全性確保と積極的活用・共有の

などの方針・ルールの策定や、情報セキュリティ教育・啓発

両立を実践するための情報セキュリティ対策として、
「論理的

といった「人」の教育を組織的・継続的に実施しています。

対策」と「技術的対策」の両軸が必要と考え、様々な情報

技術的対策では、個人情報・機密情報の紛失などの様々な

セキュリティ対策を実施しています。

リスクに対応するため、情報漏えい対策ソリューション（TSF）や

論理的対策では、情報共有のために必要な「統一的な行動

シンクライアントといった技術的なしくみを用いて、情報の安全

基 準と価 値 観 の 共 有 」のため、情 報セキュリティポリシー

性確保と積極的活用・共有の両立に努めています。

NTTデータグループの情報セキュリティ戦略

■ 論理的対策と技術的対策

論理的対策
・情報セキュリティポリシーの策定
・情報セキュリティ教育・啓発活動

安全性確保と
積極的活用・共有の
両立

など

技術的対策
・情報漏えい対策ソリューション
（TSF）の導入
・シンクライアントの導入
など

グループ全体での「価値」創造を目指して
〜 グループトータルでの情報セキュリティ 〜
グループ企 業として、お客 様 個 別 のニーズに対して、I Tを

NTTデータグループでは、グループ各社が情報セキュリティ

用いた新たな「価値」を提供し続けるには、
グループ会社間の

理念を共有し、
グループトータルでの情報セキュリティにおい

垣 根を越えた情 報・ノウハウの 共 有による積 極 的な情報

ても「論理的対策」と「技術的対策」の両軸を実践することで、

の活用が必要です。

グループ全体での情報の安全性確保と積極的活用・共有

そのためには、グループ 全 体で統 一した情 報セキュリティ

の両立に努めています。

ポリシーを策定し、情報の安全性確保と積極的活用・共有の

グループ全体での情報・ノウハウの共有は、グループ企業と

両立を実現する情報流通基盤の構築が必要です。しかし、

しての成長や競争力強化につながるグループ経営の強みと

同じグループ会社であっても、会社の規模や文化、成り立ちな

考えており、
これを推進することで、お客様や社会により大きな

どの様々な違いがあり、統一したルールや基盤の策定は困難

「価値」を提供できる企業グループに発展していきます。

であることも事実です。

個社レベルの情報活用・共有

個社レベルでの情報活用・共有だけでは、
グループ
各社間で情報が共有されにくく、
グループ企業と
しての強みを発揮できない。

グループトータルでの
情報活用・共有

グループ各社間で積極的に情報活用・共有を行うことで、
グループ企業としての成長が期待できる。

グループ経営を考慮した情報セキュリティ
グループワイドセキュリティ
連結決算やグループ統制など、企業グループとしての経営が

で情報を活用・共有するための各種システムの構築により、

一般化するにつれ、
グループ全体での情報セキュリティ対策の

グループ統一の情報流通基盤の構築を進めています。

重要性が広く世間に認識されるようになりました。
NTTデータグループでは、企業グループとして情報やノウハウを
共有し、積極的に活用することが重要であると考え、
グループ
会社間での情報活用・共有を「できてあたり前のこと」として実
践しています。具体的には、
グループ統一のルールとしてGSP（NTT
データグループセキュリティポリシー）の制定や、
グループ全体

統一したセキュリティポリシーの策定
NTTデータグループには、グループ会社の会社規模や業務

ための最低限の項目のみを記したGSA（グループセキュリティ

特性に応じた情報活用・共有のあり方を反映したポリシー

合意書 ）を締結した会社で、各社が持つ既存のポリシーで

形態として、SSP協定締結会社とGSA締結会社という2種類が

対応することが可能です。

あります。

業務提携やM&Aなどによるグループ会社の拡大やビジネス

SSP協定締結会社は、NTTデータのポリシーをベースにした

の多様化に対応するため、NTTデータグループでは、
グループ

SSP（標準セキュリティポリシー）に準じたポリシーを策定し、

統一のセキュリティポリシーとして新たにGSP（NTTデータ

ＮＴＴデータと同一のルールで情報を取り扱うことにより、情報

グループセキュリティポリシー）
を制定します。GSPは、SSPの

の安全性と積極的な活用の両立が可能です。また、親会社

考え方を継承しつつ、GSAのメリットである比較的規模の小

であるNTTデータも、他の会社と同じ立場の1社として扱う

さな会社での運用を考慮した構成となっています。NTTデータ

各社連名の協定書（SSP協定）
を締結し、独自の監査組織

グループは、G S Pの施 行により、情 報を安 全に守りつつ、

として各社の社員から構成されるSSP監査機構を持つなど、

NTTデータグループ全体でこれまでより積極的な情報活用・

協力して情報セキュリティレベル維持、向上に取り組んでいます。

共有を推進していきます。

一方、GSA締結会社は、NTTデータとの間で情報共有を行う

SSP（標準セキュリティポリシー）

GSA（NTTデータグループセキュリティ合意書）

NTTデータのセキュリティポリシーをベースにしているので、NTTデータと

規模の小さなグループ会社との情報流通を簡易に実現するため、必

情報の取り扱いルールが同一。SSPに準じたポリシーを持つ会社は連名で

要な最低限のルールのみを規定。

SSP協定を締結。独自の監査機構を持つなど協力して情報セキュリティの

SSPに比べ自由度が高く、個社の独自のポリシーで対応が可能。

維持・向上に取り組む。SSP協定締結会社は、2008年1月現在25社。

GSP（NTTデータグループセキュリティポリシー）
グループワイドセキュリティにおけるグループ統一の情報流通基盤として、SSPのメリットで
ある情報取り扱いルールの共通化と、GSAのメリットである多様なグループ会社への対応を
取り入れた、統一的なグループセキュリティポリシー。

グループ経営を考慮した情報セキュリティ

情報共有インフラの構築
NTTデータグループでは、グループ企業のユーザID・認証を

各種情報システムを共有することで、グループ各社の情報

一元管理した上で、アクセス制限を付与し、安全かつ円滑に

やノウハウの積 極 的 活 用・共 有を推 進し、グループ全 体の

ファイル 共 有を行う「グループP O T」や、グループ各 社の

競争力強化につなげています。

サービス情 報、技 術 情 報 問い合わせポータルサイトなど、
NTTデータグループ各社をつなぐネットワークインフラで、情報共有サービスは全てGWNet上で展開される。

NTTデータグループのイントラネット
ポータルサイト。グループ社員検索や、
ニュースリリースなどを掲示している。

グループ各社の技術コンテンツ、
技術情報・ノウハウを公開。

技 術 的な 問 い 合わせ 窓 口 。受 注
活動やシステム構築時のアドバイス・
ノウハウなどが共有されている。

グループ各社間でのファイルのやり
取りを行うサイト。アクセス権 限 の
設定やバージョン管理が可能。

※TeSS：Technical Support Service

※POT：POtential Treasure

め共有されるため、
グループ全体での成長が可能です。
SSP監査は、2年を1つのサイクルとしています。2006・
NTTデータおよびNTTデータグループ会社24社は、計25

07年でSSP協定締結25社すべてに対しSSP監査を実

社の連名による協定書としてSSP協定を締結しています。

施しました。

S S P 協 定を締 結した各 社は、同 一 のルールに基づく

各社のCISOにより構成

情報の流通をお互いが認め合い、保証することとなります。

CISO会議

このように各社が各社を認め合うという中で、2006年よ

各社の社員により構成
SSPに準じた監査を実施

SSP監査機構

り独自の監査機 構として「S S P 監 査 機 構」を設 置しま
した。S S P 監 査 機構は、SSP協定締結各社のCISOに
より構成されるC I S O 会 議の下で、S S Pに基づく監 査
（ S S P 監 査 ）を行う組織として、親会社であるNTTデー
タとSSP協定を締結している他の子会社の社員により
構成されています。

全25社

SSP監査機構およびSSP監査では、資本関係では親会
社の立 場であるN T Tデータも、他のS S P 協 定 締 結 会
社と同じグループ会社の1社として扱います。このような
しくみにより、親子関係の垣根を越え、個社レベルではな
くグループ全体の情報セキュリティのあり方を念頭に置
いた監査が実現します。また、監査スキル・ノウハウも含

グループ会社

グループ会社

立場は平等

NTTデータ

SSP監査機構を構成する各社の社員でのノウハウの共有
各社員が所属する会社にフィードバックされ、各社内で共有
● 各社内、
ならびにNTTデータグループ全体でノウハウの共有
●

N T Tデータグループでは、情 報 の 安 全 性 確 保と積 極 的

に運用していくことが大切であると考え、様々な施策を実

活用・共有を両立させた情報セキュリティ確立のため、情報

践しています。

漏えい対策ソリューションの導入といった「技術的対策」と、

ここでは、N T Tデータが 実 施している「 技 術 的 対 策 」の

情報セキュリティマネジメント体制の確立や情報セキュリ

事例として「情報漏えい対策ソリューション（TSF）」と「シン

ティ教育・啓発活動などの「論理的対策」の両軸を継続的

クライアント」をご紹介します。

より徹底した情報漏えい防止に向けて
〜 情報漏えい対策ソリューション（TSF）の導入 〜

TotalSecurityFort（ TSF）導入の背景
お客 様のビジネスの中 枢を担う、情 報システム構 築・提 供

ＣＤ−ＲやＵＳＢメモリなど小 型 可 搬 媒 体への 情 報 書き出

をビジネスとするN T Tデータグループでは、より徹 底した

しの制限、WinnyなどのＰ2Ｐソフトウエアの実行禁止など、個々

情報漏えい防止対策を技術的に講じることが必須と考え、

のＰＣレベルでの機密情報の取り扱いを企業単位、グルー

2005年11月にNTTデータの社員が業務に利用する全PC

プ 単 位で細かく管 理することが 可 能です。ＴＳＦの 導入に

（ 約 3 万 台 ）に 対し 、情 報 漏 え い 対 策 ソリューション

より、外 部 記 憶 媒 体 の 紛 失・盗 難 による情 報 漏えいや、

「TotalSecurityFort」
（TSF）を導入しました。

Winnyなどによる情報流出などを防止し、情報の安全性確保

TSFは、光学ドライブなどの外部記憶デバイスの利用制 限、

を実現します。

情報の安全性確保と積極的活用・共有の両立
情報の安全性確保

のソフトウエアの起動禁止」、
「一部の通信デバイスの利用

TSFの導入により、NTTデータでは、社員が日々使用している

禁止」、
「ファイル入出力ログなどのログ収集」などをTSFの

PCでの情報の持ち出し行為を確実にコントロールしています。

サーバで管理し、情報をPCから持ち出すための手段を網羅

具体的には、
「外部記憶媒体の利用制限・禁止」、
「一部

的に管理しています。

■ 外部記憶媒体の利用禁止

■ ログ収集
・ファイルサーバとの
ファイル入出力ログ
・印刷出力ログ
・インターネット
（Web）
閲覧ログ
・ソフトウエア実行ログ
・ハードウエア変更ログ
社内LANに接続された個々のPC

収集されたログは
サーバで管理
各種ログの収集により、機密情報の不正利用の抑止と、早期発見が可能

DVD

CDR

MO

・USBメモリ／
フラッシュメモリ
・DVD-R／CD-R
・フロッピー／MO
・外付けHDD
などの利用禁止

■ 一部のソフトウエアの起動禁止
・P2Pソフトウエア（Winnyなど）
・Norton Ghost
・IM、Skypeでのファイル転送の不可

■ 一部の通信デバイスの利用禁止
・IrDA（赤外線通信）、Bluetooth

技術的対策

情報の積極的活用・共有

ため、例外なく全てを禁止にするのではなく、
「必要に応じて

お客様からの緊急の要請により、
どうしても社外にデータを持

情 報 の 持ち出しを許 可する」といった運 用が 可 能です 。

ち出さなければならないなど、実際の業務では、情報を積極的

具 体的には、上司の許可（ 承認フロー）を経由し情報の持

に活用・共有するにあたって、外部記憶媒体への機密情報

ち出しを許可することや、暗号文のみ持ち出しを許可する、

の保存などTSFで原則禁止されている行為が必要なケース

期限を限定して持ち出しを許可するといった運用により、情報の

があります。

安全性を確保したまま、情報を積極的に活用・共有することがで

TSFは、管理側でセキュリティポリシーを柔軟に設定できる

きます。

■ 情報持ち出し時の承認フロー

①
申請

管理者

承認
②

利用者
（未承認）

一時的な書き出し許可反映

⑦

CDR
DVD

MO

⑥

利用者

③

書き出し可能

⑤
TSFクライアントとTSFサーバ間で
書き出しの可否をチェック

CDR
DVD

MO

④
書き出し、持ち出しできない
TSFサーバ

TSF導入後の効果
TSF導入以前は、
「データを持ち出す・書き出す」といった行

また、
「データを持ち出す・書き出す」ことのハードルが高くな

為を技術的に禁止することが困難だったため、常に情報漏え

ったことで、
「どのファイルを何のために持ち出したか」を明確

いのリスクが存在していました。

に意識するようになり、データを書き出す行為自体が減少する

TSFの導入により、データを書き出して持ち出すといった行為

など全社員の情報セキュリティに対する意識が高まったという

の原則禁止や、ログ収集などが可能となり、個人レベルの徹

効果もあります。

底した情報セキュリティが実践できています。

社外持ち出しPCをシンクライアントに
シンクライアント導入の背景
日々の 業 務においては、ビジネスを円 滑に進めるために、

ドライブ）を取り除いたシンクライアントへの移 行を進めて

ノートPCを社外に持ち出し、外出先や出張先で作業を行う

います。また、既存のノートPCからHDDを外し、独自に開発

ことがあります。そのような場合、外出先や出張先でも業務

した専用ソフトウエアを用いることで、シンクライアント端末

を進められるというメリットがある反面、常にノートPCの置き

の新規調達コストをかけずに、低コストでの移行を実現して

忘れや盗難による情報漏えいのリスクが発生していました。

います。

NTTデータでは、PC持ち出し時の情報セキュリティ対策として、

2007年度からは、持ち出しPCの管理ルールの制定と合わせて、

一律に持ち出しを禁止するのではなく、HDD（ハードディスク

外部に持ち出すPCを原則シンクライアントに限定しています。

情報の安全性確保と積極的活用・共有の両立
NTTデータでは、画面転送方式のシンクライアントを利用する

活用・共有」を実現しています。

ことで、外出先での「情報の安全性確保」と「情報の積極的

情報の安全性確保

インターネット接続または
携 帯 電 話（ H S D P A ）で
VPN接続

外出先

会社

HDDを持たない（記録やデータそのものは、
シンクライ
アントには保存されない）ため、ノートPCの置き忘れ

会社PCに保存されているデータを操作

や盗難による情報漏えいリスクが低減されます。

アクセス・操作
画面イメージのみ送信

情報の積極的活用・共有
社外でも必要な情報にアクセス可能です。さらにリモート・

シンクライアント

送信される情報はすべて暗号化
会社PC
アプリケーションなどの
実行

デスクトップ機 能により社 外からも自席のＰＣを操 作
することが可能です。また、画面転送技術の発達や
ネットワーク技術の進歩により、業務効率、利便性が

CD-ROMまたは
ROM型USBメモリから
Linuxを起動

阻害されなくなりました。

シンクライアント導入後の効果
シンクライアントの導 入により、社 外 持ち出しP Cの盗 難・

情報の安全性を確保しつつ、社員の多様な就業形態の実現、

紛失による情報漏えいリスクが低減しました。

働きやすさの向 上による、業 務パフォーマンス向 上にも役

また、テレワーク（P.13）にもシンクライアントを利用することで、

立っています。

技術的対策

シンクライアントを利用した働きやすさの実現
〜テレワークの実施〜
NTTデータでは、すべての社員が仕事と個人生活のバラ

段階で167名が参加しており、2008年2月25日より、テレ

ンスを取りながら生きがいを持って働ける環境を作ること

ワークを就業形態のひとつとして本格制度化しました。

（ダイバーシティの実現）を目的として、2006年7月より
シンクライアントを利用したテレワークトライアルを開始

情報セキュリティを厳重に確保することは、NTTデータの

しました。ダイバーシティの実現によって社員1人1人が

事業の生命線です。テレワークの導入による情報セキュリティ

最高のパフォーマンスを発揮できる会社に変革し、NTT

を脅かす具体的な脅威を1つ1つ洗い出し、専門組織と対

データグループが掲げるグループビジョンの1つ「ワーク

応策を検討しました。紙媒体利用の全面禁止などの研修を

スタイル・イノベーション」の達成を目指しています。

テレワークトライアル参加者全員に行い、1人1人の行動が

テレワークトライアルには、2007年9月までの試行導入の

どのような結果になるかということを伝え、運用を徹底させて
います。

■テレワークのしくみ
方針

■自宅でのセキュリティ管理

1. 情報セキュリティポリシーに従う。
2. 自宅で扱える情報媒体は、種別が「秘密以下」の「電子データのみ」とする。
3. 顧客情報、個人情報など取扱い場所が限定されている情報に関する業務は行わない。

自宅

会社
会社PCに保存されているデータを操作

アクセス・操作

テレワーク用PC

10分以上の離席時は、PCをシャットダウンし、保管
10分以内の離席時は、
スクリーンロック

画面イメージのみ送信
送信される情報はすべて暗号化

テレワーク用PC
（会社貸与）

IP電話による自動転送が可能

自宅への持ち込み・FAX禁止

会社PC
アプリケーションなどの実行

テレワーク用PCとは別の場所に保管

お客様から職場に
かかってきた電話や、
職場からの内線電話

紙の情報
個人情報、顧客情報
厳秘情報、FAXは禁止

起動用ＲＯＭ型ＵＳＢ
メモリ等

①自宅の施錠管理の徹底

その他の管理ポイント ②テレワーク用PCは他人に触れさせない
③家族であっても作業場所に入れさせない

自宅プリンタの利用禁止

■テレワーク利用による効果

8:00
9:00

■ 通常勤務時

■ テレワーク利用時

参加者の意識、感想
（全参加者における割合）
■ 育児に対する

通勤
勤務（会社）

家事などに利用可能

負担感が減少した

82.3%

休憩

勤務（会社）

勤務（自宅）

通勤

家事などに利用可能

17:30

■ 通勤に関する

負担が少ない
全実施者の

98.7%

が回答

■ 家族との
■ 家族から良い

休憩

実感した効果（複数回答、回答の多かった
項目のうち上位3つ）

勤務（自宅）

12:00
13:00

■テレワークトライアルのアンケート結果

評価を得た

79.4%

コミュニケーションが
とりやすい
全実施者の

66.2%

が回答

66.2%

が回答

■ 仕事の自律・自己

管理的な働き方が
向上した

76.6%

■ 仕事の生産性・

効率性が向上する
全実施者の

NTTデータでは、情報セキュリティレベルを維持するため

事 例として、
「情 報セキュリティマネジメント体 制」、
「情 報

に「技術的対策」だけではなく、様々な「論理的対策」も

セキュリティ教育・啓発活動」、
「業務委託における取り組み」

実践しています。

をご紹介します。

ここでは、NTTデータが実施している「論理的対策」の

継続的に運用・改善していくために
〜情報セキュリティマネジメント体制〜

情報セキュリティポリシーの策定
NTTデータグループでは、システムやネットワークの進展に

を確保することを目的とする「情報セキュリティポリシー」を

伴う情報量の増加や情報利用の多様化により、万が一の

1998年12月に制定しました。

セキュリティ侵害などによる情報漏えいや情報の不正利用が、

さらに、情報セキュリティポリシーの内容を業務遂行に際し

深刻な信用問題につながることをふまえ、国内ITリーディング

て確実に実行するために、小冊子「情報セキュリティポリシー」

カンパニーとしての「取組姿勢」を示すため、早期から情報

「情報セキュリティポリシー関連ガイドライン」や、各種マニュ

セキュリティマネジメントに対する取り組みに着手してきました。

アル・手順書を作成し、全社員に配布しています。

具体的には、情報資産を適切に取り扱い、情報セキュリティ

情報セキュリティ確立に関する
基本的な考え方、判断基準
情報セキュリティポリシー

基本方針
対策基準
（基本方針に準拠）

細則・
実施方法

マニュアル・手順書

対象分野別に情報セキュリティを
実現するための明確な方向性
小冊子「情報セキュ 小冊子「情報セキュ
リティポリシー」
リティポリシー関連
ガイドライン」

対策基準の内容を、情報システムや業務に
おいて実行していくための具体的手順

利便性を考慮し、冊子として社員・
協働者に配布している。

情報セキュリティポリシーは、
「基本方針」
と基本方針に準拠した「対策基準」で構成されている。
細則・実施方法は、
「情報セキュリティポリシー関連ガイドライン」などマニュアルや手順書で構成
され、情報システムや業務における情報セキュリティ対策の手順が明確になっている。

個人情報保護方針の策定
NTTデータでは、個人情報保護の重要性を認識し、個人情

個人情報保護に関する同方針および社内規則などは、内部

報保護の活動を当社の基盤的活動として位置付けています。

監査の結果や社会理念の変化、情報技術の進歩に応じて、

また、個人情報保護の取り組みを真摯に実行することは社会

今後も定期的な見直し・改善を行っていきます。

的責務であると認識し、
「個人情報保護方針」を2001年7月に
制定しました。さらに、個人情報を適切に取り扱うために遵守
すべき項目を定めた「個人情報保護規程」を制定し、個人情報
に関する取り組みに努めています。

NTTデータの個人情報保護方針

http://www.nttdata.co.jp/info/privacy-p/

論理的対策

情報セキュリティマネジメントのサイクル（PDCA）
情報セキュリティは、
「ポリシーを策定すれば万全」というもの

に運 営することが重 要と考えています。具 体 的には、情 報

ではありません。情報セキュリティポリシーに従って、様々な

セキュリティポリシーに基づく「策定」・「運用」・「監査」・

リスク対策を日々の活動の中で実施していくことが必要です。

「見直し・評価」のPDCAサイクルを回し、
「情報セキュリティ

NTTデータでは、情報セキュリティを確保し情報を戦略的に

対策の 徹 底 」と「スパイラルアップによる組 織 全 体 のさら

活用していくには、情報セキュリティをPDCAサイクルで継続的

なるセキュリティレベルの向上」に努めています。

・セキュリティ対策
・セキュリティ体制整備
・セキュリティ教育・啓発
・事件事故対応 など

・マネジメントレビュー
・監査（モニタリング）
・監査 など

Check

Do

（監査）

（運用）
・情報セキュリティポリシー策定（基本方針策定）
・リスクアセスメント
・リスク対応/受容判断 など

PDCA

Plan

Act

（見直し・改善）・マネジメントレビューに基づいた見直し

（策定）

（ルール、体制、
システムなど）
・改善活動（監査結果に基づいた予防/是正措置）など

情報セキュリティ管理体制
セキュリティ戦略担当役員（CISO）のもとに各事業部門の

情報管理・個人情報管理の方針を策定したり、情報セキュリ

トップをメンバーとした「情報セキュリティ委員会」を定期的に

ティ教育を実施するなどを通じて、
ＮＴＴデータ社内で必要な

開催し（2007年12月まで累計39回開催）、全社統一的な各種

情報にアクセスする際の適正な管理を実施しています。さらに、

の施策を推進しています。また、効果的なセキュリティ施策を

ＮＴＴデータでは社内で約400名の情報セキュリティ推進者を

実 行するため、
「情 報セキュリティ推 進 室」を設 置し、情 報

設 置し、情 報セキュリティ推 進 室と連 携して組 織としての

セキュリティ体制の強化、個人情報保護活動を推進しています。

情報セキュリティ推進に努めています。

情報セキュリティ推進室では、社内での情報セキュリティの

また、情報セキュリティ監査については、各ビジネス部門における

維持だけでなく、
ＮＴＴデータグループにおける情報セキュリティ

各種の取り組み状況を監査する「監査部」を設置し、情報

方針の策定や、業務を委託するパートナー企業における機密

セキュリティ対策の継続的な評価・見直し・改善を行っています。

定期報告

代表取締役社長

報告

セキュリティ戦略担当役員（CISO）
／個人情報保護管理者（責任者）
情報セキュリティ
委員会

情報セキュリティポリシー運営組織／個人情報保護推進組織
（情報セキュリティ推進室）

監査

監査部
監査

メンバー

関連スタッフ
経営企画部門／技術開発部門／
情報システム部門／
総務・法務・知的財産部門／育成部門 など

組織長
○○事業本部、
スタッフ部門など

情報セキュリティ推進責任者
個人情報保護部門管理者
情報セキュリティ推進者

情報セキュリティへの理解を高めるために
〜 情報セキュリティ教育 〜

情報セキュリティを継続的に実践していくためには、役員、社員、

グループ単位でのケーススタディなどを実施しています。
（情報

協働者など一人ひとりが「情報セキュリティポリシーに従い

セキュリティポリシーアセスメントは全社員に対して実施、座学

適切な行動をとること」が重要です。また、その効果を高める

による各階層別教育は、平成19年度で全社員に占める割合

ためには、
日々の「情報セキュリティ教育」が欠かせません。

で約52％の社員に対して実施。）

NTTデータグループでは、個人情報保護法や情報セキュリティ

また、ビジネスパートナー、協 働 者などに対しても教 材や

ポリシーの内 容 理 解、各自がとるべき行 動の徹 底をはかる

e -ラーニングによる教育を実施しています。

ために、様々な情報セキュリティ教育を継続的に実施しています。

このように、NTTデータグループでは、下記をはじめとする様々

具体的には、全社員を対象とした「個人情報保護教育」や

な情報セキュリティ教育を今後も継続的に実施し、組織的に

「情報セキュリティポリシーアセスメント」を実施しているほか、

情報セキュリティ知識の定着と理解の向上に努めていきます。

各 階 層に合わせた座 学による教 育や、各 職 場 内のワーク
対象者

実施形態
個人情報保護教育
（e-ラーニング）

個人情報保護規程などの社内規定の定着と実践意識の向上をはかる。

情報セキュリティポリシーアセスメント
（e-ラーニング）

情報セキュリティポリシーの理解度や情報セキュリティ事故発生時の
基本動作などの確認のほか、情報や携帯電話、可搬媒体の適切な取り扱い
などの正しい知識の習得と行動を促す。

全社員

各階層

全管理職
全課長代理層
ワークグループ単位

協働者

内容・ねらい

座学教育

新入社員、中途入社社員、課長、部長など、各階層別に必要な知識や
役割、責任の違い、心構えなどについての説明を行い、情報セキュリティ
理解の向上をはかる。

職場環境改善研修

各職場における労働環境改善のひとつとして、各層に応じた
情報セキュリティ意識と対策の徹底をはかる。

ケーススタディ

各職場のビジネスの状況に応じた、情報セキュリティ対策のより深い
理解や浸透をはかる。

個人情報保護教育
情報セキュリティ教育
（教材やe-ラーニング）

個人情報保護に関する考え方や、協働者（派遣社員など）の
情報セキュリティポリシーの理解度や担当する業務の範囲内において
果たすべき情報セキュリティ上の役割を確認する。
また、情報セキュリティポリシーを遵守した適切な行動がとれるよう、
新規契約時および定期的に指導する。

情報セキュリティポリシーアセスメント
〈アセスメント実施画面〉

〈実施結果のフィードバック〉

協働者向け情報セキュリティ教育

論理的対策

情報セキュリティ意識の向上のために
〜情報セキュリティ啓発活動〜

ＮＴＴデータグループでは、社員・協働者に対して情報セキュリ

作成し、各職場へ配布しているほか、セキュリティに関する

ティ意識の向上、重要性の再確認、モラルの向上を目的とし

トピックスを盛り込んだメールマガジン（月刊ニュースレター

た啓発活動を情報セキュリティ教育と合わせて実施しています。

「Security Today」）
を発行しています。

具体的には、情報セキュリティ啓発ポスターを年間2〜4種類
啓発物
情報セキュリティ啓発ポスター

月刊ニュースレター
「Security Today」

内容・ねらい
世の中や社内の動き、全社施策等を考慮し、タイムリーなテーマを用いて、
各職場の社員・協働者に「気づき」の機会を与える。

社内の取り組みや社会情勢、話題となっている情報セキュリティ技術や事故などを、
毎月メールで発行し、情報セキュリティの重要性を確認する。

情報セキュリティ啓発ポスター

月刊ニュースレター「Security Today」

業務委託における取り組み
NTTデータでは、
ソフトウエア開発業務を委託したパートナー

情報や個人情報を取り扱う業務をパートナー企業に委託する

企業からの情報漏えい・情報流出を防止するため、
どのような

場合は、誓約書の確認・受領やセキュリティ対策の状況確認

企業に業務を委託すべきかについて基準を定めています。機密

などを行い、情報漏えい・情報流出の防止に努めています。

■ パートナー企業の選定
体制・対策
状況の確認

ルールの提示・
対策レベルの合意

一定水準を満たす取引先を選定するために、別途定めた基準に従い、
ヒアリングなどにより取引先の
セキュリティ対策状況を確認する。

プロジェクトなどにおけるセキュリティ管理や個人情報保護に関するルールを提示し、パートナー企業に
求める対策レベルについて合意を得る。

■ 業務委託後の取り組み
契 約 開 始

教育・
誓約書の確認

パートナー企業からの
定期報告

パートナー企業への
立入り検査

情報廃棄等の
確認

・契約時に合意した内容に従い、情報を取り扱うパートナー企業担当者へ教育を行う。
・誓約書の写しを確認・受領する。

情報管理体制・情報の取り扱い状況・セキュリティ対策の実施状況などについて、報告書の提出や会議
開催により、定期的に確認する。

必要に応じて立入り検査などを実 施して、セキュリティ対 策 状 況を確 認し、情 報が適 切に運 用・管理
されているかを判断する。判断結果に従って是正要求および改善確認を行う。

利用目的が終了した情報や利用期間中に不要となった情報、およびそれらが保存された媒体は、プロ
ジェクトであらかじめ定めた方法により適切に返還または廃棄を行う。

契 約 終 了

NTTデータグループでは、情報セキュリティの重要性が社会

ここでは、NTTデータが実施してきた情報セキュリティ対策

に認識され始める以前の1998年から、様々な情報セキュリ

の実績と今後予定している取り組みをご紹介します。

ティ施策を実践しています。

アクションプランと目標
これまでの実績
NTTデータグループでは、
「グループ会社間での知識・ノウハ

1998年から現在までに以下のような情報セキュリティ対策を

ウの共 有」、
「情 報セキュリティの確 保」の実 現に向けて、

実施してきました。

社会の動き
1995年
情報セキュリティマネジメントの英国規
格BS7799 Part1が策定

技術動向
1994年
線形解読法により「DES」が解読

NTTデータの実績・動き
1997年
情報セキュリティ委員会

設置

Windows 95発売
1996年
Yahoo！
（日本語）サービス開始

1998年
12月「情報セキュリティポリシー」制定

6月 Microsoft Excelに感染するマクロ
ウィルス「Laroux」発見
1998年
情報セキュリティマネジメントの仕様とし
て英国規格BS7799 Part2が規定

1997年
米国で「PKI」が提唱される

4月 財団法人日本情報処理開発協会
（JIPDEC）、プライバシーマークの運用を開始
1999年
5月 BS7799 Part1、Part2改訂

NTTドコモ「iモード」サービス開始
「Napster」公開
3月 メール繁殖型ウイルス「Melissa」流行

2000年
3月以降 連結決算が重視される

4月 国内初の商用ADSLサービス開始
Google（日本語）提供開始

1999年
CISO（セキュリティ戦略担当役員）設置
2月 IBT（Internet Based Testing）研修
開始
2000年
2月 ベンチャー制度活性化（NTTデー
タイントラマート設立）
3月 3月期より連結決算制度導入
6月 情報セキュリティポリシーアセスメン
ト実施開始

7月 情報セキュリティの国際標準規格
ISO15408の国内版JIS X 5070制定

DoS攻撃が増加

2001年
2月 「標準セキュリティポリシー
（SSP）」
策定

9月 BS7799 Part1が国際規格ISO／
IEC17799となる

10月「WinMX」Beta版公開

6月「個人情報保護規程」策定

12月 NTT東西「フレッツADSL」開始

7月「個人情報保護方針」公表
9月 国内で初めてBS7799を取得

2001年
米国にてDES、
トリプルDESに代わり
AESが政府標準暗号化
「Code Red」
「Sircam」が猛威をふるう
6月 NTT東西「Bフレッツ」開始

2002年

11月「WinMX」で初の逮捕者

9月 協働者向け教育（CISP）開始
10月 NTTデータグループセキュリティ合
意書（GSA）制定

2002年
4月 財団法人日本情報処理開発協会
（JIPDEC）、ISMS適合性評価制度の
運用を開始

5月 P2Pｿﾌﾄ｢Winny｣Beta版公開
5月 無線LANサービススタート
（NTTコ
ミュニケーション）

社会の動き
2003年
10月 日本セキュリティ監査協会発足

技術動向

NTTデータの実績・動き
2003年
6月 プライバシーマーク認証の取得

Skype社設立
1月 ワーム「Slammer」発生

7月 地域子会社体制構築（地域子会
社9社体制）

8月 SkypeパブリックBeta版公開

2005年
6月 リモート接続PCのP2Pソフトウエアチェック

2004年
1月「Share」公開

11月 TSF導入開始

2月 ワーム「W32/Netsky」流行
2005年
4月 個人情報保護法完全施行
2006年
ファイル交換ソフト「Winny」による情
報漏えい事件が多発

2006年
7月 テレワークトライアル開始

5月 P2Pソフト「Winny」開発者逮捕

9月 NTTデータの全社員を対象に誓約
書を取得（個人PCの業務関連情報の
削除、個人PCでの業務遂行の禁止）
12月 家庭向け高速PLC製品発売

10月 誓約書の取得対象を全NTTデー
タグループ社員に展開

5月以降「内部統制」、
「グループ統制」
の動きが活発に

11月 誓約書の取得対象を委託先に展開
2007年
4月 自社ビルにおいてISMS認証を取得
7月 シンクライアント開始
2007年

12月メールフィルタリング開始

10月 Skypeオンラインユーザ1000万
人突破

2008年
2月 テレワーク本格導入
4月 NTTデータグループセキュリティポ
リシー（GSP）施行

2008年

今後の取り組み・目標
N T Tデータグループでは、今 後さらなる情 報セキュリ

継続していきます。

ティレベルの向上を目指して、以下のような取り組みを
●2008年4月より施行するGSPを、
グループ各社へ確実に展開し、
グループとしての競争力強化を図ります。
●シンクライアントの導入を推進していきます。
（平成19年度で原則すべての社外持ち出しPCをシンクライアント化）
●ISMSの継続審査に向けた活動を行っていきます。
●プライバシーマークの維持継続ならびにグループ会社での新規取得拡大を目指します。

「Winny」による個人情報および業務関連情報の流出について
2006年9月7日、NTTデータが社外関係者と進めている複数の共同研究プロジェクトについて、関係者の個人情報、業務
関連情報、関係機関の研究データなどが、当社社員の自宅パソコンからインターネット上のファイル交換ソフト「Winny」に
よってネットワーク上へ流出していたことが判明しました。NTTデータは、本件のような事態を引き起こしたことを厳粛に受け
止め、今後このような事態が発生しないよう、全社員および委託先に対し、情報管理のさらなる徹底・強化を図っています。
詳しくは、
こちらで報告しています。 http://www.nttdata.co.jp/release/2006/091300.html

第三者評価・認証
ISMS認証の取得状況

プライバシーマークの取得状況

NTTデータおよびNTTデータグループにおいて、情報

NTTデータおよびNTTデータグループにおける、
（財）

セキュリティマネジメントシステム国 際 規 格 I S M S

日本情報処理開発協会（JIPDEC）からのプライバシー

（ISO27001）認証を取得した組織を持つ会社は、以

マーク使用許諾状況は、以下のとおりです。
（2008年

下のとおりです。
（2008年2月15日現在）
ISMS認証取得組織を持つ会社

2月20日現在）
プライバシーマーク取得グループ会社

株式会社NTTデータ（２２組織・部署）

株式会社NTTデータ

株式会社NTTデータ アイテック

株式会社NTTデータ アイテック

NTTデータ システム技術株式会社

株式会社NTTデータ エンジニアリングシステムズ

株式会社NTTデータ システムサービス

株式会社NTTデータ フロンティア

NTTデータ テクノロジ株式会社

株式会社NTTデータ北海道

株式会社NTTデータ フロンティア

株式会社NTTデータ関西

NTTデータ ソリューション株式会社

株式会社NTTデータ中国

株式会社NTTデータ北海道

NTTデータ 先端技術株式会社

株式会社NTTデータ東北

NTTデータ カスタマサービス株式会社

株式会社NTTデータ東海

NTTデータ東京SMS株式会社

株式会社NTTデータ関西

NTTデータ マネジメントサービス株式会社

株式会社NTTデータ中国

株式会社NTTデータ システムサービス

株式会社NTTデータ四国

株式会社NTTデータ システムズ

株式会社NTTデータ九州

株式会社NTTデータ 3C

NTTデータ クリエイション株式会社

株式会社NTTデータ ユニバーシティ

NTTデータ 先端技術株式会社

株式会社リアライズ

NTTデータ フィット株式会社

株式会社ソリッド・エクスチェンジ

NTTデータ カスタマサービス株式会社

株式会社ＮＴＴデータ 三洋システム

NTTデータ東京SMS株式会社

日本カードプロセシング株式会社

株式会社NTTデータ 3C

株式会社ウェブプロデュース

ＮＴＴデータ セキュリティ株式会社

NTTデータJINKYU株式会社

NTTデータ フォース株式会社

株式会社スミス

株式会社ＮＴＴデータ ウェーブ
株式会社ＮＴＴデータ 三洋システム
株式会社NTTデータ ビジネスブレインズ
株式会社NTTデータ セキスイシステムズ

情報セキュリティ関連資格の保有者数

株式会社メインテック
NTTデータ ファイナンス・ソリューション株式会社
株式会社NTTデータ テラノス
NTTデータ ジェトロニクス株式会社

情報セキュリティアドミニストレータ 201名
（2007年3月31日現在）

NTTデータグループの概要
プロフィール

会社概要

NTTデータは、1988年に日本電信電話（株）から分社（※当時

社

名

は「NTTデータ通信(株)」、1998年に「（株）NTTデータ」に社
名変更）
して以来、中央省庁向けなど公共分野、銀行・クレジッ
トカード業界など金融分野、製造・流通業界など法人分野、
といっ
たさまざまな分野に対し広く情報システム・サービスを構築・提
供しています。
2008年2月末現在、NTTデータグループはグループ会社数110社、
総従業員数は20,000人を超えるグループ企業として成長し、
その

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
（NTT DATA CORPORATION）

本社所在地

〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル

設立年月日

1988年（昭和63年）5月23日

資

1,425億2,000万円（2007年3月31日現在）

本

金

従業員数

8,829名（単独）
（2007年9月30日現在）
24,730名（連結）
（2007年9月30日現在）

事業年度

4月1日から3月31日まで

機能・役割もますます大きくなっています。
NTTデータグループはIT業界のリーディングカンパニーとしての
責任を果たしていくため、お客様のニーズに対応したシステム・
サービスを構築・提供するだけでなく、ITを用いて新たな「価値」
を創造し、豊かな社会生活の実現に寄与していきます。

主な事業内容
事業セグメント

内

容

システム
インテグレーション事業

お客様の個別ニーズにあわせて、データ通信システムを開発し、
その販売、賃貸、サービス
の提供などを行う事業

ネットワークシステム
サービス事業

市場のニーズにあわせて、
インターネットに代表されるコンピュータネットワークを基盤として、
種々の情報提供、情報処理などのサービスを提供する事業

その他の事業

お客様の経営上の問題点にかかわる調査および分析、データ通信システムのあり方にか
かわる企画および提案、
メンテナンスおよびファシリティマネジメントなどを行う事業

業績（連結）

営業利益／営業利益率
0
500

売上高

営業利益

2002

8,321

2002

615

2003

8,467

2003

597

2004

8,541

2004

2005

9,072

2006
（年度）
0

3,000

6,000

当期純利益

従業員数

2002

285

506
150

300

450

7,550

0

6

8

10（%）

15,971

7,232

17,389

7,620

18,720

7,980

21,308

8,324

2006
（年度）
600（億円）

8.6

単独

2005

2006
（年度）
0

4

2004
281

2005

5.2

2
連結

2,500（億円）

7.1

902

2003

201

2004

468

2002

269

2003

2,000

4.6

2006
（年度）

12,000（億円） 0

9,000

1,500

7.4

392

2005
10,449

営業利益率

1,000

6,000

12,000

22,608
18,000

24,000

30,000（人）

NTTデータグループの概要

事業の特徴

公共分野
公共システムのパイオニアとして、中央省庁のお客様を

サービス、
コンサルティングサービスでは、基幹業務システム

中 心に、公 会 計、税 務、雇 用・労 働、貿 易・物 流、交 通

の再構築の方針の策定や進捗管理など、
さまざまな業務

などの公共分野に関わる情報システムの開発に携わって

システムの最適化をサポートしています。

います。

このほかにも、広域災害救急医療情報システムや地域

また、地方公共団体や保健・医療・福祉関連の機関を

に根ざした介護福祉の支援システムなど、国家規模から

お客様として、安全で便利な地域社会の実現に向けた

地域密着型のシステムまで、幅広い分野において、社会

システム開発や各種サービスを提供しています。さらに

を支える多種多様なシステムの開発・提供に取り組んで

地方公共団体向けのシステムインテグレーション（SI）

います。

金融分野
日本の金融を支える大規模ネットワークシステムを開発・

新 の バンキング機 能を高いコストパフォーマンスで提

運用しているほか、証券、生・損保、銀行、信用金庫・信

供しています。

用組合など、金融分野の幅広いシステムニーズに対応し

さらに、全国のカード会社・金融機関・加盟店を広くオン

ています。具体的には、個別利用型システム、共同利用

ラインで結ぶ日本最大のカード決済統合ネットワークサー

型システム、多様なアウトソーシングサービスなどを通じて、

ビス「CAFIS」、入出金連絡や振込依頼照会などを自動

金融機関の業務効率化やサービスの質的向上を支援し

化した「ANSER」など、決済ソリューション分野でも豊富

ており、地方銀行向けの「地銀共同センター」では、最

な実績を築いています。

法人分野
テレコム業界、広告・新聞・放送などのメディア業界、交通・

さらに、業界横断的な社会インフラサービス、日系グロー

エネルギーなどのユーティリティ業界、流通・製造・物流

バル企業のITサポートサービスなど、幅広いサービスを

業界、建設業界、アミューズメント業界など、広範な業種・

提供するなかで、企業の経営課題を的確に把握し、その
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