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企業理念
（NTTデータグループの使命）

NTT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。



環境問題を始め、企業の果たすべき社会的責任は、多様

化・高度化しつつあります。ITサービス業界においても、

その要請に応えていくことがこれまで以上に求められつ

つあります。

その一方、昨年来の景況感や企業収益の悪化などを受け、

ITサービス業界の市場環境は、厳しい状況が続いています。

このような経営環境が大きく変化する中、NTTデータグルー

プは2009年5月に、向こう4年程度を展望した新たな中期経

営方針を策定しました。

「変革の先進企業」として「お客様満足度No.1」を追求する

ことを経営方針とし、＜サービス提供能力の強化＞＜グルー

プ事業の拡大・強化＞＜環境志向経営の推進＞を柱に据え、

経営の舵を大きく切りました。

言うまでもなく、お客様に今まで以上に満足していただく

ためには、お客様に対し、より新しい価値を提供する必要

があります。お客様の経営を支える新しい価値を提供する

ため、NTTデータグループは総力を結集してお客様のため

に全力を尽くします。

そのためには、まずはグループを構成する個々人の持つ

ナレッジを流通させ、全員がNTTデータグループ全体の

英知を活用できる環境の整備が必要になります。

もちろん、重大な企業リスクである「情報セキュリティ事故

の発生」を未然に防ぐためのさまざまな対策も必要です。

私たちNTTデータグループは、10年前に情報セキュリティ

ポリシーを制定した当初より、情報セキュリティの「あるべき

姿」として、「情報を安全に守る」ことと「情報を積極的に活

用・共有する」ことの両立を掲げ、技術的・論理的対策の

両輪を持って実践してきました。

そして今日、めまぐるしく動く経営環境の中で、「お客様満

足度No.1」を追求しています。

経営方針の達成に必要なナレッジ流通の基盤として企業

リスクに対応しつつ、私たちは現在「当たり前の姿」として

安全な情報活用・共有を目的とした情報セキュリティを実

践しています。

私たちは、一昨年前にシステムインテグレーターとして初

めて情報セキュリティ報告書を作成・公開しました。第2

号となる本書では、私たちが「当たり前の姿」として実践し

ている情報セキュリティ推進活動について、具体的に「グル

ープ/グローバル対応」「迅速な事故対応に向けた手順の

確立」「『プロフェッショナル』にふさわしい情報セキュリテ

ィマインド確立」といった点にフォーカスを当て、紹介いた

します。

本書を手に取られたすべてのステークホルダーの皆様に、

何かひとつでもお役に立てば幸いと存じます。

「お客様満足度No.1」の
追求を支える情報セキュリティ
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変革の
先進企業として

Message from the CISO

株式会社NTTデータ
代表取締役常務執行役員・CISO



株式会社NTTデータ
情報セキュリティ推進室長

私たちNTTデータは、情報システムやサービスを通じて

お客様に「価値」を提供することを生業としています。

このような業務特性上、私たちは常に「情報を扱うプロフェッ

ショナル」であることを自覚し、お客様や私たち自身の情報

を大切に扱っています。

「プロフェッショナル」としての情報セキュリティとはどのよ

うなものか。これは、情報セキュリティ活動を継続実施する

中で、社会の動向や経営の変革を先んじて捉え、常に適切

な活動を行い続けることにある、と考えています。

さらに、実際の活動内容を公開することが、もはや社会イン

フラとなった情報システム・サービスの構築や提供に携わ

る私たちの責務と考えており、NTTデータは2008年に、シ

ステムインテグレーターとして初めて情報セキュリティ報告

書を作成・公開しました。

2回目の発行となる今回の「情報セキュリティ報告書2010」

では、NTTデータグループの情報セキュリティに関する目的、

戦略、実績について、情報セキュリティガバナンスの観点も

まじえ詳しく紹介しています。

また、「グループ/グローバル対応」「迅速な事故対応に向けた

手順の確立」「『ITプロフェッショナル』にふさわしい情報

セキュリティマインド確立」という3つの取り組みを具体的

に紹介しています。

ステークホルダーの皆様が実際に情報セキュリティ推進

活動を考える際に、この報告書がお役に立てば幸いです。
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発刊にあたって

NTTデータグループ会社（114社、株式会社NTTデータを含む）

※2010年3月1日現在

報告対象範囲
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・本報告書は、NTTデータグループ会社が扱うすべての

　情報を対象としています。

・本報告書は、特に記載がない限り、2009年12月末まで 

　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。

株式会社NTTデータ

情報セキュリティ推進室

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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企業グループにおける情報セキュリティの実践
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NTTデータグループは、「情報の安全性確保」と「情報の積

極的な活用・共有」を適正なバランスで両立させることに

より、グループ全体で安全なナレッジ流通を促進し、お客様

に新たな「価値」を提供します。

「情報の安全性確保」と「情報の積極的な活用・共有」を両

立させるためには、ルールの策定や情報セキュリティ教育・

啓発活動などの「論理的対策」と、情報漏えい対策ソリュー

ションやシンクライアントPCの導入といった「技術的対策」

の両軸が必要と考えています。
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情報セキュリティポリシー、個人情報保護方針の策定

NTTデータでは、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、深刻な信用問題につながることを

ふまえ、早期から情報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。具体的には、情報資産を適

切に取り扱い、情報セキュリティを確保することを目的と

した「情報セキュリティポリシー」を1998年12月に制定

しました。

また、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護活動

を企業における基盤的活動として位置付けています。

「個人情報保護方針」を2001年7月に制定するとともに、

個人情報を適切に取り扱うための遵守事項を定めた社内

規則を制定しています。個人情報保護方針や社内規則は、

情報技術の進歩や社会の変化に応じて、見直しや改善を

実施しています。

A s amaoormBasic of NTT DATA s Information Securitys matrmBasic of NTT DATA's Information Security

NTTデータグループの情報セキュリティ取組方針

■NTTデータの情報セキュリティ・個人情報保護活動体制

NTTデータグループセキュリティポリシー（GSP*）

新しい価値の創造

情報セキュリティの担保

安全なナレッジ流通促進

両 軸

情報の
安全性
確保

情報の
積極的な
活用・共有

論理的
対策

技術的
対策

両 立

企業理念

※次の2つを目的にしています。
・情報資産を適切に取り扱い、情報セキュリティを確保すること
・情報を積極的に活用、共有することにより、創造性、生産性を高めること

代表取締役社長

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

メンバー

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

報告

定期報告

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

監査

監査部

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

カンパニー
○○事業本部、
スタッフ部門など



yy

グループ・グローバル経営を推進するためには、基盤とな

る経営方針やルールを海外も含めて統一することが重要で

す。これは、情報セキュリティについても同様です。

NTTデータグループでは、グループ統一の情報セキュリ

ティ・ルール「NTTデータグループセキュリティポリシー

（GSP）」を2008年4月に制定しました。グループ各社

は、各社の企業規模やビジネスの内容を踏まえて、GSP

に準拠した情報セキュリティポリシーを制定しています。

GSPでは、情報の取り扱いに関するルールも規定してい

ます。これにより、NTTデータグループ全体で、安全に情報

を流通することが可能となっています。

また、電子情報を安全かつ効率的にグループ内で共有する

ための情報流通インフラとして、グループワイドネットワーク

（GWNet）、ファイル共有システム（POT）といった各種シ

ステムを構築・運用しています。これらに加え、グループ全

社員のナレッジの共有を目的とした技術情報格納サイト（ソ

リューションウェアハウス®、TeSS）により、安全な情報の活

用・共有を推進し、グループ全体の競争力強化につなげて

います。

グループトータルでの情報セキュリティ
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y NTTデータグループの情報セキュリティ取組方針

■情報流通インフラの例

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、グループ社員への周
知事項、ニュースリリー
スなどを掲示している。

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。

Group EGG

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。

ソリューションウェアハウス®

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。
※TeSS: Technical 
　Support Service

TeSS

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。
※POT：POtential
　Treasure

POT

GWNet



経営陣
CISO

o at o secu ty go e a ceInformation security governance

NTTデータでは、経営層が経営課題の1つと

認識している情報セキュリティリスクに対応

するため、情報セキュリティマネジメント体制

を構築し、情報セキュリティガバナンスを確立

しています。
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情報セキュリティガバナンスの確立

tyity arnaeverInformation security governancety naernInformation security governance

NTTデータの情報セキュリティマネジメント体制

■NTTデータの情報セキュリティ
　ガバナンス体制図

すべてのステークホルダー

各事業本部等（職場、プロジェクト）

情報セキュリティ委員会方向付け

代表取締役常務・CISO（セキュリティ戦略担当役員）

を委員長とし、各事業部門のトップをメンバーとした

「情報セキュリティ委員会」を定期的に開催しています

（2010年3月まで累計47回開催）。

情報セキュリティ委員会では、情報セキュリティリスク

の低減、安全な情報活用・共有の推進を目的として、

NTTデータグループの情報セキュリティ戦略を定めて

います。

情報セキュリティ推進室モニタリング

NTTデータグループの情報セキュリティ推進活動を担

う専門組織として設置されています。

情報セキュリティ戦略に基づく個別の情報セキュリティ

施策を実行するとともに、各情報セキュリティ施策の

実施状況をモニタリングしています。

情報セキュリティ委員会

評 価

情報セキュリティ委員会

方向付け
情報セキュリティ推進室

モニタリング

監査部

監 査

報 告



情報セキュリティ戦略に基づいた当該年度の情報セ

キュリティ推進活動を、個別施策のモニタリング情報、

内部監査の結果などから総合的に評価します。

評価結果をもとに、各個別施策を見直すとともに次の

情報セキュリティ戦略の立案につなげています。

情報セキュリティ委員会
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NTTデータの情報セキュリティマネジメント体制

評 価

監査部監 査

NTTデータでは、情報セキュリティに関する内部監査を

監査部が実施しています。

業務執行から独立した立場で各事業本部等に対し、情

報セキュリティ監査を実施しています。

監査結果は、情報セキュリティ推進室にも報告され、

必要に応じて制度や施策の改善・見直しにつなげて

います。

報 告

NTTデータグループは、お客様、株主・投資家の皆様、

お取引先の皆様、社員・家族の方々などさまざまな人々

をステークホルダーとして認識しており、よき企業市民

としての社会的責任を果たすため適時・適切な情報の

開示に努めています。

株主・投資家の皆様にはIR部門、マスコミュニケーショ

ンを通じた一般の方々や社員・家族の方々には広報

部門、お客様には営業部門を中心とした社員が、誠意を

持って対応しています。

また、NTTデータグループは、率先して「情報セキュ

リティの確立」に取り組むことが社会的責任の1つだ

と考えており、2008年にシステムインテグレーターと

して初となる情報セキュリティ報告書を作成し、すべて

のステークホルダーの方々に対して公開しています。



St ategyStrategy
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StrategyStrategy

NTTデータの情報セキュリティ戦略

NTTデータは、経営方針の達成と情報セキュリティリスク

の低減のため、情報セキュリティ戦略を定めます。

情報セキュリティ戦略を元に、具体的な情報セキュリティ

施策（アクションプラン）を立案し、実行します。

経営方針と企業経営に関わるリスク

NTTデータグループは、「変革の先進企業」として「お客様

満足度No.1」を追求することを経営方針としています。

具体的には、2009年度に新たに設定した中期経営方針

として、

　・サービス提供能力の強化
　・グループ事業の拡大・強化
　・環境志向経営の推進

を重点施策としています。

新たな中期経営方針の下、企業経営に影響を与える重点

リスクの1つとして、「情報セキュリティ」に関するリスクを

定めています。

特に「情報の流出・漏えいといった情報セキュリティ事故

によるさまざまな影響」をリスクと捉えており、情報システ

ムを提供する企業として、情報セキュリティの確保、個人

情報保護に注力しています。

NTTデータの情報セキュリティ戦略

お客様のグローバル化に対応するためには、NTTデータ

グループ自体もグローバル経営を推進するとともに、海外も

含めたグループ個々人のナレッジを流通させ、一人ひとりが

グループ全体の英知を活用できる環境が必要です。

また、お客様の変革パートナーとなるためには、NTTデータグ

ループセキュリティポリシー（GSP）の目的である「情報の安

全性確保」と「情報の積極的活用・共有」の両立を実践する

ことが重要です。具体的には、海外も含めたグローバルな規

模での安全なナレッジ流通の促進はもちろんのこと、お客様

の大切な情報を漏えい・流出することのないよう、情報セキ

ュリティ事故の防止に取り組むことが必須だと考えています。

そのためには、私たちNTTデータグループを構成する一人

ひとりが「情報を扱うプロフェッショナル」としての自覚を

持ち、常に情報セキュリティを意識した行動をとる必要が

あります。

NTTデータでは、2009年より

①グローバル化・グループ拡大に対応した
　情報セキュリティ推進活動の実践
②事故を未然に防ぐ基本行動の徹底と、
　迅速な事故対応に向けた手順の確立
③「情報を扱うプロフェッショナル」にふさわしい
　情報セキュリティマインドの育成

の3つを情報セキュリティ戦略として掲げ、具体的な施策と

して展開しています。

■ 情報セキュリティ戦略（目的）

グローバル化・グループ拡大に対応した情報セキュリティ推進活動の実践1

事故を未然に防ぐ基本行動の徹底と、迅速な事故対応に向けた手順の確立2

「情報を扱うプロフェッショナル」にふさわしい情報セキュリティマインドの育成3
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NTTデータの情報セキュリティ戦略

■4つの取り組みと実施結果

情報セキュリティ報告書で約束した取り組み

ステークホルダーの皆様に対するご報告

前回の情報セキュリティ報告書にて記載した取り組みについては、すべて達成しました。

NTTデータは、2008年にシステムインテグレーターとして

国内初となる情報セキュリティ報告書を発行しました。

本報告書が2回目の発行となります。

情報セキュリティ報告書2008にてステークホルダーの皆様

にNTTデータが約束した取り組み内容についての実施結果

を報告します。

2008年4月より施行するGSP（NTT
データグループセキュリティポリシー）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。

2008年度中に、国内の対象グループ会社のすべてが、GSPに準拠
したセキュリティポリシーの策定・運用を開始しています。また、
2009年12月までに、主要な海外グループ会社もGSPに準拠した
セキュリティポリシーの策定・運用を開始しています。

2007年度末の持ち出しPC状況モニタリング調査にて、真に必要と
されるケース（お客様都合など）以外は、すべての持ち出しPCのシ
ンクライアント化を確認しています。その後、定期的なモニタリングを
実施し、情報セキュリティ委員会で報告しています。

2010年2月時点で、ISMS認証取得組織を持つグループ会社数が、
NTTデータを含む30社から36社に拡大しました。

2009年10月に、NTTデータのプライバシーマーク更新審査に
合格しました。また、2010年2月末時点で、グループ会社の取得
状況はNTTデータを含む22社から25社に拡大しました。

1つ目の
約束

シンクライアントの導入を推進していき
ます。2007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します。

ISMS認証の継続に向けた活動を
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。

2つ目の
約束

3つ目の
約束

4つ目の
約束

取り組み 実施結果

情報セキュリティ報告書2008で報告した内容の振り返り
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tltAction Plan / ResulttAction Plan / Result

情報セキュリティ推進施策の実践

情報セキュリティ戦略に基づいたアクションプラン

NTTデータの情報セキュリティ施策は、情報セキュリティ

戦略に基づき立案・実行されています。ここでは、情報セ

キュリティ戦略の重点テーマ毎に、具体的なアクションプラン

を紹介します。

グループ全体でナレッジ流通を促進し、グループ社員一人

ひとりがグループ全体のナレッジを活用するためには、

NTTデータグループ全体で安全に情報が共有される仕

組みを確立することが必要です。

NTTデータグループは、2008年に「NTTデータグループ

セキュリティポリシー（GSP）」を制定しました。グループ各

社はGSPに準拠したセキュリティポリシーを制定し、各種

情報セキュリティ施策を実行しています。

情報セキュリティ目標 

2009年度は、グループ各社において制定したセキ
ュリティポリシーを確実に運用することを目標とし
ました。

アクションプラン

運用状況のモニタリング、セキュリティ推進者育成内
部監査人研修など

グローバル化・グループ拡大に対応した情報セキュリティ推進活動の実践

情報漏えいや情報流出といった情報セキュリティ事故の発

生は、経営に大きな影響を与えます。

NTTデータは、過去に情報セキュリティ事故を起こし、お客様

や各ステークホルダーに多大なるご迷惑をおかけしました。

情報セキュリティ事故を未然に防ぐために、基本行動を徹

底するとともに、万一事故が発生しても、被害を最小限に

留める体制の構築に注力しています。

情報セキュリティ目標

2009年度は、事故を未然に防ぐ基本行動の徹底、
万一事故が発生した際の初動および対応手順の確立
を目標としました。
2010年度は、手順に従った行動訓練の継続実施を
目標としています。

アクションプラン

事故対応手順の確立、事故対応演習（DryRun）など

事故を未然に防ぐ基本行動の徹底と、迅速な事故対応に向けた手順の確立

社員一人ひとりが情報セキュリティマインドを正しく自覚する

ためには、ルールの制定や周知だけでなく、教育や啓発活動

を通じて、日常から情報セキュリティを意識した行動をとるよ

う促すことが重要です。

特に、グループ全体でナレッジ流通を促進するためには、

NTTデータグループの情報セキュリティの目的である「情

報の安全性を確保する」と、「情報を積極的に活用・共有

する」の両立を正しく理解し、実行することが重要です。

NTTデータでは、情報セキュリティレベルの維持向上のため

の教育・啓発施策を継続的に実施しています。

情報セキュリティ目標 

2009年度は、ナレッジ流通の基盤となる情報管理
ルールの浸透を目標としました。
2010年度は、各種啓発施策の継続的展開とともに、
グループ全体への横展開や技術的対策とのコラボ
レーションなどを実施します。

アクションプラン

情報セキュリティ強化月間・セキュアフライデーの
制定、情報セキュリティ勉強会など

情報を扱うプロフェッショナルにふさわしい情報セキュリティマインドの育成
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情報セキュリティ推進施策の実践／監査・モニタリング

監査結果をもとにした施策の改善

NTTデータの情報セキュリティ監査では、情報セキュリティ

ポリシーなどの遵守状況を確認しています。また監査結果を

もとに施策の改善につながる提言も行っています。

監査・モニタリング

NTTデータの監査・モニタリング体制

監査部

事業本部等やグループ会社に対する情報セキュリティ監査を実施しています。監査内容

情報セキュリティ推進室

技術的対策の運用状況、情報管理体制の構築状況、個人情報保護の運用状況など個別の情
報セキュリティ施策に対する管理目標を定め、実施状況などをモニタリングし、CISOに報告
しています。
CISOは、情報セキュリティ戦略が経営方針の達成や情報セキュリティリスクの低減に寄与し
ているかを判断する材料として、各種モニタリング結果を使用しています。

モニタリング内容

■ 監査結果
● 総務・人事といったいわゆるスタッフ部門における情報セキュリティ人材不足などのため、ファイルサーバやドメイン

　コントローラの管理に不備が散見された。

■ 施策の改善
● 社内スタッフ部門における各種サーバの集約を検討し、集中的なセキュリティ確保に取り組むことを情報セキュリティ

　委員会で決定。
● スタッフ各部門で独自に運用しているサーバのうちセキュリティ確保とコストの観点から集約することによる効果の

　高いものの洗い出し。

　集約方法について、既存システムの流用や新規構築などさまざまな側面で検討し、自社商用サービスのデータセンタ

　への移行を決定。
● データセンタに集約サーバを構築、第一弾として各部門独自運営するドメインコントローラを集約。

　ファイルサーバやイントラネット用Webサーバなど随時移行を進める。

■ 提言
● スタッフ部門の各種サーバを集約するなど、集中的なセキュリティ確保及びコスト低減が望まれる。
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情報セキュリティ施策の展開事例：1

グローバル化・グループ拡大に対応した情報セキュリティ推進活動の実践 

NTTデータグループは、「Global IT Innovator」をグルー

プビジョンとして掲げています。

ここでは、グループの拡大やグローバル化に対応するために、

NTTデータで実施している情報セキュリティ施策を紹介します。

2009年度は、特に「PDCAダブルループの形成」に注力

しました。

PDCAダブルループ

企業グループにおける情報セキュリティ推進活動のマネジ

メントサイクルには、

　①企業グループ全体のマネジメントサイクル
　②グループ各社における個別のマネジメントサイクル

の2つがあり、この2つが、相互に良い影響を与えながら回

転している状態が理想です。

NTTデータでは、これを「PDCAダブルループ」と呼んで

います。

NTTデータグループ全体の情報セキュリティ推進活動を

表すPDCAサイクルと、グループ各社が個社内で行う情

報セキュリティ推進活動を表すPDCAサイクルの2つが存

在しています。この2つが共存するだけでなく、例えばある

グループ会社の取り組みの良い点をグループ全体に展開

する、あるいはグループ個社の活動をグループ全体として

サポートする、というように互いに影響を与え合う体制の

構築を目標とし、アクションプランを実施しています。

■個社のPDCAが回りながらグループ全体のPDCAが回っている例

NTTデータグループ全体施策のPDCAサイクル

「Do」のフェーズで、NTTデータグループ全体のセキュリティ
レベル向上のために、グループ個社をサポートする施策を実施

PDCA

Do

Check

Action

Plan
グループ会社への監査

グループ会社を
サポート

NTTデータが実施するサポートを
活用し、自社のPDCAサイクルを
回す

グループ個社のPDCAサイクル

PDCA

Do

Check

Action

Plan

グループ個社のPDCAサイクル

PDCA

Do

Check

Action

Plan

グループ個社のPDCAサイクル

PDCA

Do

Check

Action

Plan

グループ個社のPDCAサイクル

PDCA

Do

Check

Action

Plan
A各社の内部監査
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情報セキュリティ施策の展開事例：1

グループ全体を対象に効果的な施策を実施するために、グループ各社の情報

セキュリティレベルを把握する必要があります。情報セキュリティ推進体制の

構築状況や教育施策の実施状況、内部監査実施状況などをモニタリングし

ています。

モニタリング結果は分析され、各社にフィードバックされています。これにより、

グループ個社はグループ全体の状況と自社の状況を客観的に把握し、自社の

取り組みに反映することが可能です。

またモニタリング結果はグループへの施策の有効性を評価する材料としても

使用しています。

グループ全体を統制するPDCAサイクル構築のための具体的施策

■ グループ全体の情報セキュリティ推進状況の見える化（グループ会社モニタリング）

グループ各社内の情報セキュリティ推進PDCAサイクル構築・運用支援施策

■ セキュリティ推進者育成（グループ会社情報セキュリティ推進者フォーラム）
● グループ各社の情報セキュリティ推進者に対して実施。
● 各グループ会社個別の優良事例の紹介や、NTTデータの取り組み、施策の説明、情報セキュリティ推進に関する 

　ポイントなどをグループで共有するための会合を定期的に開催しています。
● グループ各社のノウハウ共有とともに、情報セキュリティ推進者のスキルアップにつなげています。2009年度は計2回開催しました。

■ グループ会社社員向け情報セキュリティ教育（GSPアセスメントシステムの提供）
● グループ統一ルールであるGSPに関するIBT（Internet Based Testing）研修システムを構築し、グループ各社に

　対して提供しています。
● 設問は各社毎にカスタマイズも可能で、全社員を対象とした社内教育を効率的に実行できます。
● また、グローバル化に対応し、日本語・英語・中国語の3ヶ国語での受講が可能です。
● 2009年度は、グループ約30社が本システムを活用した教育を各社内で実施しています。

■ GSP内部監査人研修
● 実際にグループ各社で内部監査を担当する社員を対象に研修を実施しています。
● グループ統一ルールであるGSPへの準拠性に焦点を合わせ、模擬監査演習などを組み込むなど、自社内での内部監査実施

　への展開が容易です。
● 2009年度は、1.5日間の研修を計6回実施し、グループ44社108名が受講。GSP内部監査員としての1歩を踏み出し

　ています。

■ グループ会社キャラバン
● NTTデータの情報セキュリティ推進室が各グループ会社に実際に足を運び、

　グループ各社の抱えている問題点や課題についてヒアリングし、その場で

　アドバイスや対策の検討などを実施しています。
● 2009年度は、海外を含めた約70社のグループ会社を訪問しています。

■NTTデータマレーシアでのキャラバン模様

■グループ全体傾向と自社の状況の把握
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o ty e ePriority ThemePriority Theme
情報セキュリティ施策の展開事例：2

事故を未然に防ぐ基本行動の徹底と、迅速な事故対応に向けた手順の確立

Priority Theme

情報セキュリティ事故発生時には、迅速で適切な

対応により、情報流出などによる被害を最小限に

留めることが必要です。

NTTデータでは、国内外で発生する新たな脅威や

情報セキュリティ事故の事例、過去に自社で発生し

た重大事故発生時の教訓、実際に情報漏えいや

流出につながる可能性のあった「ヒヤリハット」事例

などを元に、継続的に情報セキュリティ推進活動の

改善に取り組んでいます。また、情報セキュリティ

事故を未然に防ぎ、かつ、万が一、情報セキュリティ

事故が発生しても、被害を最小限に留める体制の

構築に注力しています。

2009年度は、特に情報セキュリティ事故発生に関

する行動の実践と、体制の確立に注力しています。

■事故をトリガーとしたPDCAサイクルのイメージ

国内外の情報セキュリティ事
故や自社グループにおけるヒ
ヤリハット事例、事故の発生

事故の対応結果から得られた反省点や教訓、
あるいは他社事例を当社に当てはめた場合の
影響などを分析し、適切な対策を立案

PDCA

Do

Check

Action

Plan

情報セキュリティ対策の実行

実行結果の収集、分析

事故対応の分析結果を元に、
問題や課題を次回の施策に反映

情報セキュリティ事故を未然に防ぐ体制の構築

情報セキュリティ事故対応行動訓練
情報セキュリティ事故の中でも、特に情報漏えいや流出と

いった事故の発生を防ぐためには、「できるだけ情報を持

たない」「持ち出さない」といった基本的な行動がもっとも効

果的です。

しかし、過度な情報流通の抑制は、情報の滞留化を招き、

積極的な活用・共有によるナレッジ流通促進を阻害します。

必要な情報を、適切な管理の下に安全に流通するために

は、それを実現する技術的対策とともに、社員一人ひとりが

日常業務に潜む事故発生要因を常に理解し、事故を未然に

防ぐ基本的な行動を実践する必要があります。

また、万が一、事故が発生した際に、まずとらなければなら

ない初動を理解し、迅速な行動をとることにより、被害の拡

大を防止することが可能になります。

NTTデータでは、国内外で発生した情報セキュリティ事故

や自社における過去の事故事例、事故発生につながる「ヒヤ

リハット」事例を元に、当該事故発生に潜む要因や、事故発

生を未然に防ぐ行動方法を自ら考えることを社員に意識付

けるために、オリジナルの情報セキュリティ事故対応行動訓

練を作成し、社内で実施しています。

2009年度には、全社員を対象に、社内で発生したヒヤリ

ハット事例を元にした行動訓練を、職場単位でのディスカッ

ションを通して考えさせる「情報セキュリティケーススタ

ディ」を実施しました。

■情報セキュリティケーススタディ

まず、資料の内容を
理解する

管理職がまず内容を把握

●ケーススタディ
●ケーススタディの
　進め方

管理職

2 ケーススタディの
説明をする

「進め方」は開示しない
管理職

●事故のケース

管理職
3 ディスカッションを

行う

要所で議論のポイントを加え
議論をコーディネートする

管理職
4 事故発生時の初動を

話し合う

知識と必要な行動が身につく

●ポイント ●基本行動
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情報セキュリティ施策の展開事例：2

情報セキュリティ事故発生時の被害を最小限にとどめる体制の構築

万が一、情報セキュリティ事故が発生した際は、社内の関係

組織が迅速に情報を共有し、適切な対応を決定できる体制

をしく必要があります。

NTTデータではこれまで、事故発生時には、まず第一に事

故の概要を早急に把握した後、関係すると思われる組織で

情報を共有し、各組織のノウハウを集約して必要性や重要

性を議論しながら対策を立案してきました。

2009年度は、より迅速に全社で対応できる体制を目指し、

事故対応手順の改善に着手しています。

今後は、事故を発見した社員の初動対応訓練の実施や、グ

ループ会社への展開などを行い、NTTデータグループ全体

での事故対応体制強化を推進します。

■事故対応演習実施中の風景

情報セキュリティ事故発生時における対応手順の整備

事故対応演習：DryRunの実施
情報セキュリティ事故による被害を最小限に留めるために

は、発生した事象を正しく把握し、迅速に対応することが必

要です。

流出情報や被害状況などの事実を特定し、適切な対応を

決定するためには、関連組織とのスムーズな情報伝達が

欠かせません。

そのためには、各組織が適切な連携を図れる体制を常に維持

することが重要です。

NTTデータでは、事故の対応を日常から訓練しておくこと

が重要であると考え、単なる机上の訓練ではなく、事故発生

から収束までをストーリー化し、事故発生状況に即した形で

の訓練（事故対応演習：DryRun）を、2009年より関係組織

間で実施しています。

今後は関係組織の枠をグループ会社に広げることを進め、

事故対応体制の維持と事故対応力強化につなげていく

予定です。
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情報セキュリティ施策の展開事例：3

情報を扱うプロフェッショナルにふさわしい情報セキュリティマインドの育成

Priority Theme

セキュアフライデーの制定

NTTデータは、毎週金曜日を、情報セキュリティ確保のため

に必要な行動を実践する日とし、「セキュアフライデー」と

いう名称で展開しています。

また、NTTデータ本社ビルでは、セキュアフライデーである

毎週金曜日の朝、腕章を付けた情報セキュリティ推進室の

社員が「おはよう」のあいさつとともに、出勤する社員一人

ひとりに「情報セキュリティ」を語りかける「あいさつ運動」

を実施しています。

情報セキュリティ強化月間

「情報セキュリティ強化月間」は、NTTデータの現場の情報

セキュリティレベル向上を目的に、さまざまなツールや活動

を通じて、社員・協働者に情報セキュリティにふれる機会を

提供し、自発的な行動を促す啓発運動です。

2009年度は、「安全なナレッジ流通の促進」をテーマとし

て、情報を取り扱う「ルールの理解徹底」と「情報セキュ

リティを意識した行動の実践」を啓発する、各種企画を展開

しました。

■これまでセキュアフライデーで取り上げた行動の例（Web周知画面）

～プロフェッショナルであり続けるために～

　NTTデータグループは、ITを用いてさまざまなシステム・

　サービスを提供する、ITの「プロフェッショナル」です。

情報漏えいや流出を防ぐためには、大切な情報を扱う「人」

の意識を高めることが重要です。 

取り扱う情報に責任を持つ、ITの「プロフェッショナル」と

しての自覚を持ち、常に適切な行動を社員一人ひとりが当た

り前のこととして実践し続けるため、NTTデータでは社員の

情報セキュリティマインドの向上を目的とした、情報セキュリ

ティ教育・啓発運動に力を入れています。

2009年度に実施した情報セキュリティ啓発運動では、特に

「ルールの理解徹底」と、「情報セキュリティを意識した行動

の実践」に注力しました。ここでは、2009年に新たに企画・

実行した情報セキュリティ教育・啓発施策を紹介します。

携帯電話内の情報を削除 クリアデスク クリアスクリーン
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情報セキュリティ施策の展開事例：3

情報セキュリティチェックシート

情報セキュリティ強化月間で用いた啓発ツール

情報セキュリティレッドカード

安全なナレッジ流通ハンドブック

「情報セキュリティマインド」の醸成は、情報セキュリティ

教育・啓発の目的である、ルールの理解や行動の定着

の根幹にあるものです。

社員一人ひとりが「情報セキュリティマインド」を持つこ

とにより、事故を未然に防ぐ、あるいは事故が発生した

際の迅速な行動が「当たり前のこと」として自発的に行

えるようになります。

一般的に、マインド育成は、教育・啓発活動の一方的な

実践だけでは身に付きません。企業の社会貢献性や

仕事に対する満足度、経営層への共感などによる帰属

意識など、さまざまな要因があるとされています。

NTTデータグループは、お客様の満足と同様に、社員

＝「人財」を大切にする企業として、ダイバーシティの

推進やテレワークの導入などを通じてワークスタイル

イノベーションの実現に注力しています。

こうした社員の企業に対する満足度を高めるための

企業活動を下地にして、情報セキュリティ推進室では、

押し付け的な活動ではなく、社員と一体となった運動に

よる情報セキュリティマインド醸成を推進しています。

情報セキュリティマインドTOPICS

情報セキュリティチェックシート
情報セキュリティの観点からの「チェックポイント」
だけでなく、周囲へ正しい行動を呼びかける際の
「呼びかけ方」も例示してあり、セルフチェックを通
じた職場内の啓発活動に活用することもできます。

情報セキュリティ強化月間で用いた啓発ツール

情報セキュリティレッドカード
離席時のPCスクリーンロックや帰宅時のクリアデスクといっ
た、ちょっとしたセキュリティのルール違反について、職場内で
お互いに注意喚起を行うためのツールです。その名のとおり
真っ赤な付箋紙で、上部の余白に注意点やコメントを記載することができます。

安全なナレッジ流通ハンドブック
情報流通促進により実現するナレッジ流通と、情報を
流出から守る情報セキュリティという、一見両立が困
難な2つの関連性や共通点、両立のポイントなどを図
や絵を用いて分かりやすく解説した教育ツールです。英・中・日の3ヶ国語で発行しました。

■安全なナレッジ流通検定
「安全なナレッジ流通」に関する20の設問に対し、
自分の普段の行動を回答することにより、自分自身
のタイプを「知識」と「行動」の2軸から確認できる
eラーニング形式の教育プログラムです。自分自身
のタイプに応じた解説と合わせ、検定実施者全員
の平均と比較した自分の立ち位置を把握すること
が可能です。

特別企画

情報セキュリティ勉強会
「ルールの理解徹底」のために、全社員を対象とした座学タイプの勉強会。
2009年度は、情報セキュリティ強化月間に合わせた「情報の取り扱い」について
計2回開催し、約400名の社員が参加しました。

情報セキュリティあいさつ運動
社員にもっと情報セキュリティを意識してもら
うため、腕章を付けた情報セキュリティ推進室
社員が、出勤時の社員にあいさつとともに
「情報セキュリティを意識した行動」を呼び
かける運動です。「情報セキュリティ月間」と「セキュアフライデー」には毎朝、本社
ビルの受付近辺で社員の出勤時間に合わせて実施しています。

情報の
安全性確保

情報の
積極的な
活用・共有

情報セキュリティの維持

情報セキュリティマインド醸成

情報セキュリティ教育・
啓発活動

・情報を取り扱うルールの制定などの論理的対策
・情報漏えい対策ソリューション導入などの技術的対策
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Human / LogicHuman / Logic

情報セキュリティへの理解と意識向上のために

継続的な情報セキュリティ教育・啓発

情報セキュリティの継続的な実践のためには、役員・社員・

協働者一人ひとりが情報を扱うプロフェッショナルであるこ

とを自覚し、日常の行動の中で常に情報セキュリティポリシー

に従った適切な行動をとることが必要です。

NTTデータでは、継続的な情報セキュリティ教育・啓発運動

を通じ、ルールや行動の理解と、実践に必要な情報セキュリ

ティマインドの醸成に取り組んでいます。

NTTデータグループでは、個人情報保護やグループセキュリティポリシーに記載されたルールの理解、および情報セキュリティを

意識した行動の理解を中心に、継続的な情報セキュリティ教育を実施しています。

全社員（必須）

全社員
（ワークグループ単位）

対象者 実施形態 内容・狙い

個人情報に関する考え方／個人情報の取り扱い方法／社内規程の内容理
解／個人情報に対する意識向上

情報セキュリティポリシーの理解度向上／情報セキュリティ事故発生時の基本動
作の理解／携帯電話や小型可搬媒体の適切な取り扱いなど、正しい知識の習得

安全なナレッジ流通の促進に必要な考え方、行動の理解／自分自身の知識・
行動レベルの客観的把握
※2009年度新規施策として実施

■ NTTデータにおける2009年度の情報セキュリティ教育実績

情報セキュリティ・個人情報保護などに関する問い合わせが多い項目をテーマ
として取り上げた勉強会
2009年度開催時のテーマ：情報の取り扱い
※2009年度新規施策として実施

情報セキュリティ対策のより深い理解や浸透
2009年度実施時のテーマ：情報セキュリティ事故を未然に防ぐ基本行動
                       情報セキュリティ事故発生時の初動

新入社員、中途採用社員、課長、部長などの各階層別に必要な知識や役割、責
任の違い、心構え、必須事項などについて説明
情報セキュリティ理解の向上と実践のための知識習得
2009年度実績：全社員に占める割合で約30％の社員に対して実施

個人情報保護に関する考え方、NTTデータにおける情報セキュリティルールに
ついて、NTTデータで働くパートナーとして知っておくべき内容を教育
社内システム利用時は受講が必須で、かつ定期的な受講が必要
2009年度よりグローバル・マルチリンガル対応（英語・中国語および日本語）

新規のNTTデータグループの協働者に対して、NTTデータと働く上で知っておい
て欲しい情報セキュリティや個人情報の取り扱いについて説明したハンドブックを
NTTデータグループと契約を締結する際に配布
※2009年度新規施策として作成、マルチリンガル版も発行（英語・中国語および日本語）

全社員（任意）

各階層

協働者（必須）

協働者（新規）

個人情報保護導入教育
（eラーニング）

情報セキュリティポリシー
アセスメント （eラーニング）

安全なナレッジ流通検定
（eラーニング）

情報セキュリティ勉強会
（座学教育）

情報セキュリティ講話
（座学教育）

これから一緒に働く皆様へ
（情報セキュリティ教育ハンドブック）

個人情報保護導入教育
情報セキュリティ教育
（eラーニング、教材提供）

情報セキュリティケース
スタディ （ケーススタディ）

情報セキュリティ教育



21INFORMATION SECURITY REPORT

情報セキュリティへの理解と意識向上のために

グローバル化・グループ拡大に対応した「PDCAダブル

ループ」形成のため、グループ全体の情報セキュリティレベル

向上の観点から、NTTデータはグループ各社が自社内で

情報セキュリティ教育を実施する際に必要なツールを提供

し、サポートを行っています。

全社員

情報セキュリティ
推進者

対象者 実施形態 内容・狙い

NTTデータグループセキュリティポリシーの理解向上／個人情報の取り扱い方
法／NTTデータグループセキュリティポリシーの解説
2009年度よりグローバル・マルチリンガル対応（英語・中国語および日本語）
2009年度実績：グループ会社約30社が本システムを活用した社内研修を実施

情報セキュリティ監査を行うための教育
模擬監査演習も実施
※2009年度新規施策、グループ44社108名が受講

■ グループ会社教育サポートツール

GSPアセスメント
システムの提供（eラーニング）
GSP入門

GSP内部監査人研修
（座学教育）

NTTデータでは、情報セキュリティ戦略の重点テーマとして注力している啓発運動以外にも、情報セキュリティレベルの維持・向

上を目的とした継続的な情報セキュリティ啓発運動を実施しています。

情報セキュリティ意識向上と、情報セキュリティポリシーの趣旨理解を目
的とした啓発ツール。
NTTデータグループ内の社員・協働者すべての人に理解・実践を促
すため、事例や図柄を用いて読みやすい形式で発行。
2008年度に作成、マルチリンガル版も発行。

NTTデータグループ内の情報セキュリティへの取
り組みや施策の説明、セキュリティが絡む社会情
勢や最新技術、事故などをメールマガジン形式で
月に1回発行。
2000年より発行を開始し、2010年1月にVoｌ.116
を発行。

■ 情報セキュリティハンドブック／情報セキュリティ教育ハンドブック

■ 月刊ニュースレター「Security Today」（HTMLバージョン）

情報を積極的に活用し、価値を創造するための「ナ
レッジ流通」と、それを支える「情報セキュリティ」に
ついての考え方をまとめたもの。「安全なナレッジ流
通」を実践するために有効な社内ツールの紹介な
どを交え、読み終えた後ですぐに実践可能。
2009年度新規施策として作成、マルチリンガル版も発行。

■ 安全なナレッジ流通ハンドブック

■ 情報セキュリティ啓発ポスター

世の中や社会の動き、情報セキュリティ戦略の重点テーマ
など、タイムリーなテーマを用いて、各職場における情報セ
キュリティの「気づき」の機会を提供する。
2008年度より、グローバル化に対応するためマルチリン
ガル版の発行を開始。

2008年度のテーマ
情報の取り扱い、GSP普及（マルチリンガル）
2009年度のテーマ
安全なナレッジ流通、「ヒヤリハット」、
For Everyone's Smile（マルチリンガル） 

グループ会社の教育活動サポート

情報セキュリティ啓発
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ppe dAppendixppppAppendixAppendix

委託業務における取り組み

NTTデータでは、ソフトウェア開発業務を委託したパートナー企業からの情報漏えい・情報流出を未然に防ぐため、さまざ

まな基準を定めています。機密情報や個人情報を取り扱う業務を委託する場合は、誓約書の受領やセキュリティ対策実施

状況の確認などを実施しています。

パートナー企業の選定

業務委託後の取り組み

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。

体制･対策状況の
確認

情報セキュリティ事故の発生状況
前回、情報セキュリティ報告書を発行した2008年以降、本報告書発行に至るまでの間、NTTデータでは重大な情報
セキュリティ事故は発生しておりません。
なお、重大な情報セキュリティ事故発生を未然に防ぐため、以下のような技術的対策を社内に導入しています。

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。

必要に応じて、立ち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。

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
告書の提出や会議の開催により、定期的に確認する。

・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。

契約開始

契約終了

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。

ルールの提示･
対策レベルの合意

教育･
誓約書の
確認

パートナー
企業からの
報告

パートナー
企業の
検査

情報
廃棄などの
確認

● 情報漏えい対策ソリューション（Total Security Fort：
TSF）　 の全業務利用PCへの導入
● 原則すべての社外持ち出しPCをシンクライアント化

● メールフィルタリングソリューションの導入
● Web（URL）フィルタリングソリューションの導入
● ウイルス対策ソフトウェアの全業務利用PCへの導入
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委託業務における取り組み／第三者評価・認証

第三者評価・認証

ISMS認証の取得状況

NTTデータおよびNTTデータグループ各社では、必要に応

じて、機密情報や個人情報を扱う組織単位で情報セキュリ

ティマネジメントシステムの国際規格ISMS（ISO/IEC 

27001）の認証を取得しています。

ISMS認証を取得した組織を持つグループ会社は、以下

のとおりです。

（NTTデータを含む36社、2010年2月末現在）

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ける、プライバシーマーク使用許諾状況は、以下のとおりです。（NTTデータを含む

25社、2010年2月末現在）

株式会社NTTデータ（24組織・部署）

NTTデータ システム技術株式会社

株式会社NTTデータ アイ 

NTTデータ 先端技術株式会社

NTTデータ・フィナンシャルコア株式会社

株式会社NTTデータ北海道

株式会社NTTデータ東北

株式会社NTTデータ東海

株式会社NTTデータ北陸

株式会社NTTデータ関西

株式会社NTTデータ中国

株式会社NTTデータ四国

株式会社NTTデータ九州

株式会社NTTデータ経営研究所

NTTデータ東京SMS株式会社

NTTデータ カスタマサービス株式会社

NTTデータ･セキュリティ株式会社

NTTデータ フォース株式会社

株式会社NTTデータ フロンティア

日本カードプロセシング株式会社

株式会社リアライズ

株式会社NTTデータ 3C

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

株式会社大阪エクセレント・アイ・ディ・シー

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

株式会社メインテック

株式会社NTTデータ テラノス

株式会社NTTデータ NCB

NTTデータ ジェトロニクス株式会社

株式会社NTTデータ CCS

株式会社NTTデータ MSE

株式会社JSOL

株式会社NTTデータ ソルフィス

株式会社QUNIE

■ISMS認証取得組織を持つ会社

株式会社NTTデータ

NTTデータ 先端技術株式会社

株式会社NTTデータ北海道

株式会社NTTデータ東北

株式会社NTTデータ関西

株式会社NTTデータ中国

株式会社NTTデータ システムズ

株式会社NTTデータ経営研究所

NTTデータ東京SMS株式会社

NTTデータ カスタマサービス株式会社

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 フロンティア

日本カードプロセシング株式会社

株式会社NTTデータ ユニバーシティ

株式会社NTTデータ 3C

株式会社ソリッド・エクスチェンジ

株式会社NTTデータ 三洋システム

株式会社NTTデータ セキスイシステムズ

株式会社ウェブプロデュース

株式会社NTTデータ スミス

株式会社NTTデータ エンジニアリングシステムズ

株式会社コメット情報

株式会社NTTデータ CCS

株式会社JSOL

株式会社NTTデータ ソルフィス

■プライバシーマーク取得グループ会社
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IT Solution for ECOOIT Solution for ECOOIT Solution for ECO

グリーンデータセンタ®

グリーンデータセンタは、データセンタの電力消費量が世界的に増加傾向にある中、
IT技術とファシリティ技術を融合してデータセンタの環境負荷低減を推進しています。
世界的に関心が集まっている直流給電技術を実装した検証や高効率空調・ラック設計、
太陽光発電システムの導入、仮想化技術の導入など総合的な取り組みにより、
従来と比較して年間約30％

※
の電力消費削減を見込んでいます。（※当社比）

グリーンデータセンタが提供するサービスの1つ、iDC（インターネットデータセンタ）サービスでは、
ハウジングやネットワーク、機器提供などとともに、セキュリティ監視などのマネジメントサービスや、
情報セキュリティコンサルティングサービスを提供します。
また、新たに仮想化技術を取り入れた共通IT基盤サービスでは、最適化・標準化されたグリーンIT基盤を
柔軟に組み合わせることでユーザーニーズに対応したプラットフォームの提供を実現します。
これにより、企画立案から運用・監視サービスまで、お客様のアウトソーシングをトータルでサポートします。

NTTデータが
考えるグリーンITとは

次世代データセンタソリューション

グリーンITソリューション

グリーンIT
アワード2009
 受賞！
グリーンIT
アワード2009
 受賞！

NTTデータグループは、変革の提案力と実現力を持つパートナーとして、
環境負荷低減のためのインフラとソリューションを提供します。
● インフラ（グリーンデータセンタ、データセンタの省エネ、オフィスビルの省エネ）
● ソリューション（お客様の環境業務の支援、お客様の環境経営コンサルティング、
　 お客様の日常業務の環境負荷低減）

グリーンITとは、低炭素社会構築に向けて企業や社会における

環境負荷を低減する情報技術（IT）です。

グリーンITは、大きく2つに分けられます。

情報システムそのものの
環境負荷低減

● 情報システムの設計段階における環境配慮
● 情報システムの製造・運用段階での消費電力の低減、
　 自然エネルギーの活用、廃棄物の削減（リデュース）
● 情報システムの廃棄段階におけるリサイクル・リユースの拡大

● センシング技術による環境情報の可視化（見える化）
● 情報システム導入による業務効率化
● 紙や磁気媒体の使用量削減、人や物の移動の削減、
　 情報の保管場所の削減

情報システムによる
環境負荷低減
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■ 情報セキュリティ活動年表

情報セキュリティマネジメントの英国規格
BS7799 Part1が策定

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
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

5月 BS7799 Part1、Part2改訂

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
9月 BS7799 Part1が国際規格ISO／ IEC17799となる

e-Japan戦略策定

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

10月 日本セキュリティ監査協会発足

Google株式公開

「ウェブ2.0」流行
4月 個人情報保護法完全施行

ファイル交換ソフト「Winny」による情報漏え
い事件が多発
2月 「情報セキュリティの日」制定

1月 「情報セキュリティガバナンス研究会」開催

1月 コンピュータウイルス作成で日本初の逮捕者
6月 内閣官房情報セキュリティセンター
(NISC)が「セキュア・ジャパン2008」を公開

2月 NISCが「第2次情報セキュリティ基本計
画」を発表
6月 NISCが「セキュア・ジャパン2009」を公
開

線形解読法により「DES」が解読

Windows 95発売

Yahoo！（日本語）サービス開始
6月 Microsoft Excelに感染するマクロウィ
ルス「Laroux」発見

米国で「PKI」が提唱される

Google設立

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
4月 国内初の商用ADSLサービス開始

Google（日本語）提供開始
DoS攻撃が増加
10月 「WinMX」Beta版公開
12月 NTT東西「フレッツADSL」開始

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
11月 「WinMX」で初の逮捕者

ボットネットの出現
5月 P2Pｿﾌﾄ｢Winny｣Beta版公開

Skype社設立
1月 ワーム「Slammer」発生
8月 SkypeパブリックBeta版公開

1月 「Share」公開
2月 ワーム「W32/Netsky」流行
5月 P2Pソフト「Winny」開発者逮捕

12月 「YouTube」公式
サービス開始

「Facebook」一般に公開
7月 「Twitter」サービス開始
12月 「Amazon EC2」スタート、クラウドコ
ンピューティング具現化
12月 家庭向け高速PLC製品発売

10月 Skypeオンラインユーザ1000万人突破

2月 USBメモリ経由で感染するウイルスが出現
4月 GoogleとSalesforce.comがクラウド
コンピューティングで提携

4月 「Gumblar」出現

情報セキュリティ委員会　設置

12月 「情報セキュリティポリシー」制定

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

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

2月 「標準セキュリティポリシー（SSP）」策定
6月 「個人情報保護規程」策定
7月 「個人情報保護方針」公表
9月 国内で初めてBS7799を取得

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

6月 プライバシーマーク認証の取得
7月 地域子会社体制構築（地域子会社9社体制）

6月 リモート接続PCのP2Pソフトウエア
チェック
11月 TSF導入開始

7月 テレワークトライアル開始
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）
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
11月 誓約書の取得対象を委託先に展開

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
12月 メールフィルタリング開始

2月 テレワーク本格導入　
3月 システムインテグレーターとして初めて
「情報セキュリティ報告書 2008」を発行
4月 NTTデータグループセキュリティポリ
シー（GSP）施行
11月 「情報セキュリティ強化月間」制定

「セキュアフライデー」制定
12月 クラウドソリューションの総合サービス
を発表

社会の動き 技術動向 NTTデータの実績・動き



37都市

20都市

18都市

欧州圏

アジア太平洋圏

北米圏

2,838名

1,955名

642名

※要員数：2009年12月31日現在
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Global IT Innovator

NTTデータグループは、1988年に日本電信電話（株）から分

社して以来、我が国のIT産業の“先導的役割”を果たす企業と

して、社会の要請・課題に応える事業活動を展開してきました。

中央省庁や地方自治体など公共分野のシステムから、金融、

製造、流通、通信、医療・ヘルスケアなどの法人向けシステム、

さらには業界横断的な社会インフラサービスまで、人々の暮ら

しや社会を支え、そして変えていく、さまざまな情報システムや

サービスを提供しています。

会社名

本社所在地

設立年月日

代表者

資本金

売上高（連結）

経常利益（連結）

従業員数 (単独)

従業員数 (連結)

連結子会社および

関連会社

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

〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル

1988年 (昭和63年) 5月23日

代表取締役社長　山下　徹

1,425億2,000万円 (2009年3月31日現在)

1,139,092百万円 (2008年4月1日～2009年3月31日)

95,552百万円 (2008年4月1日～2009年3月31日)

9,230名(2009年3月31日現在) 

31,739名(2009年3月31日現在)

連結子会社：158社(2009年12月31日現在) ※国内81社、海外77社

関連会社：20社(2009年12月31日現在)

システムインテグレーション事業 ／ ネットワークシステムサービス事業
その他これらに関する一切の事業

主な事業内容

海外拠点の状況

2004

8,541

2005

9,072

2006

10,449

2007

10,744

2008

11,390

（年度）

（単位・億円）■連結売上高

2004

392

2005

468

2006

902

2007

959

2008

985

（年度）

営業利益
（億円）

営業利益率
（％）

■連結営業利益／連結営業利益率

4.6 5.2

8.6 8.9 8.7

欧州圏
拠点数：37都市
社員数：2,838名

アジア太平洋圏
拠点数：20都市
社員数：1,955名

北米圏
拠点数：18都市
社員数：642名
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企業グループにおける情報セキュリティの実践

～あとがきにかえて～

情報セキュリティの重要性が問われるようになってか

ら、10年以上の時間が流れています。

街の書店やwebサイトでは情報セキュリティマネジメン

トシステムや個人情報保護マネジメントシステムに関す

る書籍を簡単に手に入れることができます。

それにも関わらず、情報セキュリティ事故は発生し続

けています。

確かに情報セキュリティ事故は、情報漏えいを未然

に防止するツールの徹底などの対策を打つことによ

り、ある程度は防ぐことができます。では、完全に情

報セキュリティ事故をなくすためにはどうすればよい

のでしょうか。

これはある程度の対策を実施してきた企業が必ず

ぶつかる共通の課題であり、疑問だと認識しています。

情報は生き物であり、ITはツールであり、これらを扱うの

は人です。扱うのが人である以上、社員一人ひとりが

本当に情報セキュリティ事故を起こさないという信念を

持って行動すれば、情報セキュリティ事故は減少す

るのです。

そのためには、社員一人ひとりが日頃から、自らが扱う

情報の多くは大切なお客様のためのものだということを

意識して行動することが求められています。

社員が企業の成長や発展に喜びを感じ、共に成長

する企業風土が大切なのです。

単にツールを導入するだけでなく、社員のモチベー

ション維持や不満の解消も含めた、総合的なアプロー

チと合わせ実施しなければなりません。

つまり、企業における情報セキュリティ対策は単体では

なく、情報セキュリティを企業の経営戦略の一環として

捉えることが必要なのです。

経営層が情報セキュリティ事故などの影響を企業リス

クとして認識し、リスクマネジメントのひとつとして情報

セキュリティに取り組むという、いわゆる情報セキュリテ

ィガバナンス体制の構築は、今後導入の推進が望ま

れます。

本報告書の発行にあたっては、世の中のさまざまな

組織で情報セキュリティガバナンス体制の構築が広

まることにより、必ず世の中の情報セキュリティ事故を

減少させることにつながるだろうという期待を込め、

NTTデータの情報セキュリティガバナンス体制を詳しく

紹介させていただきました。

NTTデータはこれからも、情報セキュリティガバナンス

体制の下、情報セキュリティに関する取り組みを続けて

まいります。この宣言を、本報告書のあとがきにかえ

させていただきます。

株式会社NTTデータ
情報セキュリティ推進室長

NTTデータグループ　情報セキュリティ報告書2010
発行者：株式会社NTTデータ　情報セキュリティ推進室
Copyright© 2010 NTT DATA CORPORATION
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