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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。

NTTデータグループ会社（225社、株式会社NTTデータを含む）

※2013年12月31日現在

報告対象範囲

・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、2013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

品質保証部 情報セキュリティ推進室

株式会社NTTデータ

品質保証部 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/

報告対象情報・期間

責任部署

お問い合わせ先



近年の市場は大きく変化してきています。従前の新し

い技術と共に新しいマーケットが立ちあがる「技術主導

型」から、技術が成熟し価格等の経済効果を求める

「経済性主導型」を終え、単純な費用対効果のみでなく

主観的な満足度・サービス性といった視点が重視される

「感性主導型」に移行していると言えます。単純に「新しい

技術」を取り入れれば良いのではなく、「お客様が何を

求めているのか」を様々なデータから解析し、潜在ニーズ

を探り当てる必要があります。

スマートフォンやタブレット端末、クラウドサービスや

ソーシャルネットワーキングサービスからトレンドが移り、

世の中では「ビッグデータ」という言葉が時代の潮流と

なっております。ビッグデータの利用から潜在ニーズの

見える化が可能になった反面、大量の個人データを安全

に保管し分析するという個人情報保護への十分な配慮

が求められています。また、マイナンバー法の成立、

OECDプライバシーガイドラインやISO/IEC27001の

改正等により、個人情報やパーソナルデータの保護や

セキュリティマネジメントシステムの構築・運用基準の変更

による対応が必要となり、ビジネスに大きな影響を与え

ています。一方、サイバー攻撃では、2012年は標的型

攻撃が主流でしたが、2013年以降「Web待ち伏せ

攻撃」（ドライブ・バイ・ダウンロード）が加わるなど、めまぐ

るしく変わる情勢を正確に把握する必要があります。

NTTデータはITの先端技術によってエコシステムを

構築し、お客様の夢と望みを実現することを目指して

います。そのためには、安心安全な情報化社会の実現が

不可欠です。2008年から発行している情報セキュリティ

報告書も本書で第4号となりました。本書では、「安心

安全なエコシステム」の実現に向けたNTTデータでの

情報セキュリティ推進活動について具体的に紹介いたし

ます。本書を手に取られた全ての皆さまに、何かひとつ

でもお役に立てば幸いと存じます。

「安心安全なエコシステム」実現のための
情報セキュリティ
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お客様の夢と望みの
実現を目指して

Message from the CISO

株式会社ＮＴＴデータ
代表取締役常務執行役員 ＣＩＳO

栗島 聡



Basic of NTT DATA's Information Security

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。

Basic 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

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

NTTDATA-CERT



Basic of NTT DATA's Information Security

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、自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、海外を含むグループ社員

がアクセス可能なポータルサイト「Global  In ternal  

Portal」（GIP）、インターネット上の仮想プライベートネッ

トワークであるグループワイドネットワーク（GWNet）、ファ

イル転送システム（ETRANPOT）、文書管理システム

(Docφ）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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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・NTTデータグループ会社と関連するお
客様の間で、セキュアにファイルを転送するシステム。
一定期日以上の
保管はできない。

ＥＴＲＡＮＰＯＴ 

ソリューションウェアハウス　／ＴｅＳＳ®

ソリューションウェアハウス
®
：NTTデータグループ内

の技術情報ＤＢ。
ＴｅＳＳ ： 技術問合せ窓口及びそのＤＢ。
グループ内でノウハウを共有し、活用している。

海外を含むNTTデータグループの社員が参照可能な
ポータルサイト。グローバル・グループ共通の情報共有
やグローバルな
コラボレーション
活動を支援する。

Global Internal Portal（GIP）

NTTデータ・NTTデータグループ会社及びNTTデ
ータの業務委託会社間における、ファイル共有システ
ム。アクセス権の
設定やバージョ
ン管理が可能。

Ｄｏｃφ



経営陣
CISO

Information 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

Information Security Governance

NTTデータの情報セキュリティマネジメント体制

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

代表取締役常務執行役員・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（2013年12月まで累計60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

NTTDATＡ-CERT

バックアップ

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

NTTデータグループのセキュリティインシデント対応

専門チーム（CSIRT：注）として、情報セキュリティ

推進室に設置されています。

セキュリティ事故防止のための情報収集・分析、対策

実施を行っており、万が一セキュリティ事故が発生した

際は緊急対応を行います。

NTTDATA-CERTバックアップ

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。

注： CSIRT (Computer Security Incident Response Team)とは、 セキュリティ専門家から構成されるインシデント対応を行うための組織です。
　　セキュリティインシデント、セキュリティ関連技術、脆弱性等の情報を収集・分析し、有効な対策や訓練の実施等の活動を行います。



Result / Strategy
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Result / Strategy

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

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4回目の発行となります。

情報セキュリティ報告書2012にてステークホルダーの皆様

にNTTデータがご提示した情報セキュリティ戦略に対する取

り組みについての実施結果を報告します。

前回の情報セキュリティ報告書にて記載した情報セキュリティ戦略に対する取り組みについては、以下の通りです。

情報セキュリティ報告書2012で報告した内容の振り返り

■3つの情報セキュリティ戦略と実施結果

従来国内グループ会社に実施していたモニタリングの対象を、2011年から海
外のグループ会社まで拡大し、情報セキュリティ運用状況を四半期ごとに収集
して改善の指導や有効性評価をしました。
海外の8社（国内は5社）に対して情報セキュリティ推進室が訪問し、抱えてい
る問題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
実施しました。
情報セキュリティ教育の拡大にも取り組み、GSPのIBT教育を3カ国語（日・
英・中）で実施し、研修後の効果測定によってセキュリティ知識の定着を図りま
した。この研修は、国内も合わせて83社・20,989人が受講しました。
GSP内部監査人研修において3カ国語の教材を用意、国内・海外合わせて66
社・229名が受講し、各社の監査実施に役立てました。
新規にグループ加入した海外の4社に講師を派遣し、NTTデータグループ社
員として最低限必要な知識を取得するリテラシー教育を実施しました。

NTTデータ社内の各事業本部等やグループ会社単位で、当該組織の情
報セキュリティ推進状況を評価した「アドバイザリーレポート」を作成し、社
内7組織とグループ4社に対してセキュリティキャラバンを実施しました。
また、社内に「セキュリティ基本行動の心得7カ条」としてケーススタディを2
回、「情報セキュリティABCD運動」として2回ケーススタディを展開しました。
さらに、情報セキュリティ・ワークショップを5回開催しました。
強化月間を年1回定め、標的型攻撃の教育や誤送信防止シール等ツール
の配付をしました。
情報セキュリティ及び個人情報保護に関わるIBT(e-ラーニング)を、それ
ぞれ年1回実施しました。

当社ビジネスにおいてソーシャルメディアを安全に利用するために社内での
運用ルールを制定しました。また、「NTTデータソーシャルメディアポリシー」
及び「公式アカウント」をNTTデータ公式Webサイトで公開し、お客さまとコ
ミュニケーションをとる際の行動とマナーを明確にしました。
同様にビジネスでの活用が進むスマートフォンやタブレット端末を安全に使用
するための社内ルールを整備しました。
さらに、ビジネス活動の円滑化に向けて、セキュリティルールの一部を見直
しました。

情報セキュリティ戦略 実施結果

1つ目
海外グループ会社の
情報セキュリティ推進強化

2つ目
セキュリティ基本行動の徹底

3つ目
経営に寄与するセキュリティ
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情報セキュリティ報告書2012で報告した内容の振り返り／NTTデータの情報セキュリティ戦略

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データは、「Global TOP5」と「企業価値の向上」を

中期経営目標としています。

具体的には、中期経営方針として次の3つを重点施策と

しています。

　・新規分野拡大・商品力強化
　・グローバルビジネスの拡大・充実・強化
　・全体最適の追求

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、グルー

プ会社に所属する社員一人ひとりのナレッジを流通させ、

グループ全体の英知を活用できる環境が必要です。

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、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・流出させないよう、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、2013年度は、次の4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）

徹底した再発防止策の実施1
予兆検知の高度化と事故対応能力向上2
商用システムのセキュリティ確保施策の推進3
セキュリティガバナンス強化4
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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。

徹底した再発防止策の実施

2012年11月の事件発覚を受け、NTTデータグループ全社

において運用している換金性の高い情報を取り扱うシステム

に対する点検と再発防止策を徹底的に実施しています。

■ 情報セキュリティ目標 ： 事件発覚後ただちに再発防止委

員会を発足し、NTTデータグループ全社において運用してい

る類似システムに対する点検と「重要情報へのアクセス管理

の強化」「不正アクセスの早期検知」「要員管理／教育」の再

発防止策の策定をしました。2013年度は、上記対策の確実な

実施を目標としています。

■ アクションプラン ： 重要情報管理ルールの強化、現場で

の運用徹底に向けた整備、全社管理・モニタリング　など

商用システムのセキュリティ確保施策の推進

昨今、攻撃者が組織立って攻撃を行うことが多く、その攻撃方

法は以前より高度化してきております。

NTTデータでは、当社が手掛けるシステムがお客様に安心し

て利用して頂けるよう、商用システムのセキュリティ確保に向

けて取り組んでいます。

■ 情報セキュリティ目標 ： 2012年度は、商用システムの

「セキュリティ品質基準」の明確化や「深刻な脆弱性診断」のル

ール化による施策の導入を目標としました。 2013年度は、

「セキュリティ品質基準」の普及展開、「深刻な脆弱性診断」の

対象システムの拡大を目標としています。

■ アクションプラン ： 品質基準導入トライアルの実施、脆弱

性診断の問合せ窓口の設置とサービスの提供、診断実施状況

のモニタリングの実施　など

予兆検知の高度化と事故対応能力向上

標的型攻撃やウィルス対策ソフトで検知できないマルウェア

の増加など、個々人が注意するだけでは防ぎきれない外部脅

威がますます増えています。

NTTデータではサイバー攻撃に対する予兆検知の高度化と

事故対応能力の向上に取り組んでいます。

■ 情報セキュリティ目標 ： 2012年度は、不審な通信の検知

やセキュリティパッチの確実な適用を目標としました。

2013年度は、不審な通信の検知方法の高度化と事故対応能

力の向上を目標としています。

■ アクションプラン ： ブラックリストによる検知およびマル

ウェアの感染時のふるまいをとらえた検知、 インシデントレス

ポンスのノウハウマニュアル化  など

セキュリティガバナンス強化

NTTデータグループでは、統括会社を主体とするガバナンス・

フレームワークを策定しました。

ガバナンスの維持・向上に向けて取り組んでいます。

■ 情報セキュリティ目標 ： 2012年度はNTTデータによる

集中管理から統括会社を主体とするガバナンス・フレームワ

ークへの変更を目標としました。

2013年度は、統括会社の現状と課題の把握とガバナンスの

維持向上に向けた支援を目標としています。 

■ アクションプラン ： セキュリティガバナンス・フレームワー

クの策定と運用のモニタリング、グローバル情報発信とインシ

デントレスポンス支援 など
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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。
2011年からグループ会社へのモニタリングを海外会社まで拡大しました。
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

■ 施策の改善
■ 施策の改善

■ 提言

● 情報セキュリティポリシー等に定められたルー

ルへの違反がいくつか見られた。

● 規定に定められた管理の更なる徹底が望

まれる。

● 指摘事項についてモニタリングを強化し、対応

完了まで確実にフォローを実施。
● さらに、上記モニタリング状況を監査部が継続

的にモニタリングし、改善に向けた施策の実施

状況を把握。

■ 監査結果

■ 提言

● 海外グループ会社向けの改善の取り組みは効果が大きく、不備は大

幅に減少した。
● グループセキュリティポリシー（GSP）等で定められた管理が一部徹

底されていないことが確認された。

● 海外グループ会社に対する積極的な改善対応が求められる。

NTTデータ社内 グループ会社

● 地域特性への適合と対応の迅速化実現にむけて、統括会社を主体と

したセキュリティガバナンス体制を構築。
● 四半期ごとに統括会社を通して全グループ会社の現状把握を継続して

行い、随時改善の支援（情報共有、相談、キャラバン等）を実施。
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情報セキュリティ施策の展開事例：１

はじめに

2012年11月に委託先会社技術者が不正にキャッシュ

カード取引情報を取得した件では、被害に遭われた方なら

びに、多くの皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、深

くお詫び申し上げます。

当社は、これまでもシステムが保持する重要情報を安全に

取り扱うための対応を誠実に実施してまいりました。

しかしながら、本件のような事態を事前に防げなかったこと

を厳粛に受け止め、再びこのような事態が起こらないよう、

よりセキュリティの高いシステム構築とシステム運用に向

けてグループ全体として取り組み、お客様や社会に貢献を

してまいります。

徹底した再発防止策の実施

ＮＴＴデータでは、情報セキュリティ担当役員（ＣＩＳＯ）を委

員長とする再発防止委員会を発足させ、ＮＴＴデータグル

ープ全社において運用している類似のシステムに対する

再発防止策として点検と対策を実施しました。

■ 重要情報管理ルールの強化

全社的な再発防止策

● セキュリティ対策実施責任の明確化
● 重要情報アクセス管理の強化
● 不正アクセスの早期検知

■ 現場での運用徹底に向けた整備
● 社員と委託先の教育やラインケアの実施
● リスク分析コンサルティングの実施
● 運用事例や運用マニュアルの整備・展開
● 委託先管理の強化
● ソリューション情報の提供

■ 全社管理・モニタリング
● 専門委員会による管理強化
● 他の業務領域へのノウハウ展開

■ 不正シナリオの洗い出し

システム開発者に対する内部不正対策

実データのみでなくシステム領域を含めたシステム全体に

おいて、システムで取り扱う重要情報を漏れなく特定し、重

要情報の不正取得シナリオの洗い出しを徹底しました。

■ 防止・抑止・検知による多層防御
洗い出された不正シナリオにおいて、万が一にも個々の対

策が突破された場合も想定し、防止・抑止・検知による多

層的な防御策を徹底しました。

■ 要員管理の見直し
要員一人ひとりのモラルの向上を図るため、各プロジェクト

内の社員および協働者に対する情報セキュリティ教育の実

施とラインケアを徹底しました。
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情報セキュリティ施策の展開事例

情報セキュリティ施策の展開事例：2

標的型攻撃やWeb待ち伏せ攻撃など、高度なサイバー攻

撃が増加しています。そのような攻撃では、ウイルス対策ソ

フトで検知できないウイルスを使用したり、URLフィルタの

対応が追いつかないように短期間で悪性Webページを変

更するため、未然防止が難しく、情報システムはこれらの

脅威にさらされています。NTTデータでは、高度な攻撃を

早期に検知し、迅速な対応によって被害の最小化を行っ

ています。また、万が一事故が発生した時も速やかに対応

できるよう、事故対応能力の向上に取り組んでいます。

サイバー攻撃の早期検知と事故対応能力向上

高度なサイバー攻撃に対して「入口対策」「出口対策」「端

末対策」による多層防御を行っています。

サイバー攻撃の多くは既知の脆弱性を悪用するため、端

末へ適切にパッチを適用すれば防御可能です。NTTデー

タでは端末対策の一つとして、代表的なソフトウェアのセ

キュリティパッチの適用状況をチェックし、パッチを適用し

ていない端末はグループ内ネットワークに接続できないし

くみを導入しています。

NTTデータを明確に狙った高度な攻撃は、ウイルス対策

ソフトによるウイルス検知（入口対策）やURLフィルタによ

る遮断（出口対策）だけでは対策が不十分です。そこで、

NTTデータでは、新しい検知方式や動的防御を研究開発

し、早期検知と早期対応を行っています。また、NTTデー

タグループに関連したWebサイトの巡回監視を行い、

Webサイトの改ざんの早期発見に努めています。

サイバー攻撃の早期検知と早期対応

被害の拡大を防止し、早期のシステム復旧や再発防止を

実現するためには、迅速で正確な事故対応が必要です。こ

の事故対応には、対外対応の指示やフォレンジック（証跡

保全）や被害範囲の特定、原因分析などの非常に高いス

キルが必要です。

そこでNTTデータでは、事故対応の専門家組織である

NTTDATA-CERTの要員のスキルアップに努めてい

ます。

2012年度は、2011年度に管理職以上に実施した標的

型攻撃への対応訓練を一般社員にまで拡大して実施しま

した。標的型攻撃対策のガイドブックに従って初動対応が

行えるよう訓練を行いました。

また、万が一の情報セキュリティ事故発生時に適切な対応

を行えるよう、NTTグループ合同で行われた事故対応演

習に参加し、情報セキュリティ事故の状況把握から復旧ま

での模擬訓練を行いました。

事故対応力の向上

■ NTTグループで行われた事故対応演習の様子



昨今、情報システムのセキュリティの不備（脆弱性）を突い

た不正アクセスによる、個人情報や機密情報の漏えい、業

務妨害などの被害が多発しています。NTTデータではこう

した不正アクセス等の脅威に対して、世の中の最新のセキ

ュリティ情勢や技術動向をふまえ、お客様の情報システム

やサービスに最適なセキュリティ対策をご提案できるよう

取り組みをすすめています。

まず、多大な被害が想定される既知の脆弱性について、

システム全体にわたって抜け漏れなく対処しています。

その上で、システムで取り扱う情報や業務の特性、お客

様のご要望に合わせた効果的なセキュリティの強化策を

ご提案しています。

NTTデータグループでは、すべてのお客様に対し、これら

の適切なセキュリティのご提案ができるよう、情報セキュリ

ティ推進室のほか、技術開発部門、ビジネス部門、セキュリ

ティ関連のグループ会社間で密接に連携し、様々な取り組

みを推進しています。
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Priority Theme

商用システムのセキュリティ確保施策の推進

Priority Theme

お客様にご提供する商用システムは、扱う情報や業務、シ

ステムの形態やアーキテクチャにより、必要なセキュリティ

対策は様々となります。また日々開発が進む最新のシステ

ム基盤技術に対し、最新の技術動向をふまえた対策が求

められます。

NTTデータグループでは、最新のセキュリティ技術動向、

脆弱性情報をグループ内で迅速に共有するとともに、シス

テム構築、運用の全社標準プロセスに、セキュリティ確保

の検討プロセスを組み込み、構築するシステムが必要なセ

キュリティレベルを確保できる仕組みを整備しています。ま

た構築したシステムに対しては、セキュリティ専門家によ

るセキュリティ診断を定期的に行い、新たに発見される脆

弱性に対して適切な対応が行えるようにするなど、お客様

に継続的に安心、安全なシステムやサービスを提供できる

よう取り組みを進めています。

さらに、より高度なセキュリティが求められる、社会インフ

ラや金融分野、法人のお客様の基幹システム等に対して

は、当社およびNTTグループの研究開発部門、ビジネス

部門とも連携し、最新のセキュリティ技術により一歩進ん

だ高度なセキュリティソリューションをタイムリーにご提供

できるよう、技術開発を進めています。 

最新のセキュリティ技術動向への対応

従来のセキュリティ対策は、不正アクセス等のインシデント

の発生をいかに防止するかに焦点をあてた取り組みが中心

に行われてきました。しかし、攻撃手法の高度化が進む近年

のサイバー攻撃では、被害を受けた事実をつかむ事や被害

の特定が困難である等の理由から、インシデントからの復旧

に要する時間が増大し被害や機会損失の拡大が課題となっ

ています。また、正規のアクセス権が用いられる内部不正に

ついては、完全に防止することが難しい状況にあります。そ

のため、従来の防御を目的とした対策のみならず、インシデ

ントの発生を速やかに検知し復旧や再発防止につなげるた

めの取り組みが重要になってきています。

このようなセキュリティ環境の変化に対し、インシデント発

生要因の特定と被害や影響範囲の特定、サイバー攻撃や

不正等を示す証跡の保全といったデジタル・フォレンジッ

ク技術を活用したセキュリティ対策が求められています。

NTTデータグループではこれらのニーズに応えるため、デ

ジタル・フォレンジック分野の先行的な研究開発を行う専

門組織「フォレンジック・ラボ」を2013年10月に設立し

ました。「フォレンジック・ラボ」では、フォレンジック、マル

ウエア解析、サイバー攻撃や内部不正の予兆検知等に関

する技術開発、それら技術を使いこなせる人材の育成に

取り組んでいます。

デジタル・フォレンジック分野の専門組織「フォレンジック・ラボ」※の設立

情報セキュリティ施策の展開事例：3

※フォレンジック・ラボは基盤システム事業本部 セキュリティビジネス推進室にて組織しています。



NTTデータグループでは、世界の5つの地域【米州地域、

EMEA（欧州・中東・アフリカ地域）、APAC（アジア・太

平洋地域）、中国地域、日本地域】とソリューションを軸とし

た事業運営が2012年度から行われています。それにとも

ない、情報セキュリティについても統括会社を中心とした運

用体制の再構築を進めました。

2013年度は、GSP（NTTデータグループセキュリティ

ポリシー）に基づいた統括会社を中心としたセキュリティ

ポリシーを策定し、地域や業務のレベルに応じたセキュリ

ティ運用を開始しました。これにより、グループ会社と

NTTデータが１対１でやり取りするというこれまでのガバ

ナンス体制から、統括会社を主体とする体制に変更し、地

域特性への適合と対応の迅速化を実現しました。

各リージョンでは地域特性に応じてセキュリティガバナン

スの運用を工夫しています。

統括会社は、「セキュリティガバナンスマニュアル」に基づ

き、PDCAサイクル（ルール及び推進体制の確立、管理策

と教育啓発の実施、内部監査による確認）を維持します。

NTTデータは、各統括会社の統制状況を四半期毎にモニ

タリングし、課題を把握しています。そして、統制レベルの

維持・向上に向け、情報共有、相談、キャラバン等を通じ

て改善を支援しています。
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情報セキュリティ施策の展開事例

グローバル展開の本格化

■ グローバルガバナンス体制

セキュリティガバナンス運用のレベルアップ

NTTDATA-CERTは、統括会社のセキュリティ担当者と

協力体制を構築しています。また、インシデントレスポンス

のノウハウを統括会社に提供しています。

統括会社からNTTDATA-CERTへは、セキュリティインシ

デント対応に関する相談が行われています。

さらにNTTデータおよび国内グループ会社に対して提供

している脆弱性情報を海外グループ会社にも拡大し、

NTTデータグループ全体でセキュリティの脅威にいち

早く対応する仕組みを作っています。

グローバル情報発信とインシデントレスポンス

NTT DATA Inc.
NTT DATA China

NTT DATA EMEA

NTT DATA APAC

欧州・アフリカ地域

中国地域

日本国内

米州地域

アジア・太平洋地域

NTT DATA （GHQ）

情報セキュリティ施策の展開事例：4
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Educational Activity

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、任意）

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
※2012年度、2013年度の実績：社員100%

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／ノートPC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
※2012年度、2013年度の実績：役員、社員100%

■ NTTデータにおける2012・2013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
として取り上げたワークショップ
※2012年度実績：6回、2013年度実績：3回

グループディスカッションで、情報セキュリティ対策のより深い理解や浸透な
どの「自らの行動を考える」場
実際のヒヤリハット事例に基づいて、各職場にて実施

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

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
※マルチリンガル対応（英語・中国語・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
契約締結時に配布
※マルチリンガル対応（英語・中国語・日本語）

全社員（任意）

各階層

協働者（必須）

協働者
（新規契約時）

個人情報保護IBT
（Webインターフェース）

情報セキュリティポリシー・
アセスメント
（Webインターフェース）

情報セキュリティ・
ワークショップ

情報セキュリティ講話
（座学教育）

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
（Webインターフェース、教材提供）

「情報セキュリティ
ABCD運動」
のケーススタディ

情報セキュリティ教育
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情報セキュリティへの理解と意識向上のために

グループ全体の情報セキュリティレベルを一定以上に保

つため、NTTデータはグループ各社が自社内でGSPに

基づいた情報セキュリティや個人情報保護に関する教育

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。

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

注力しているセキュリティ基本行動の徹底以外にも、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

キュリティ啓発活動を実施しています。

グループ会社
社員・協働者

内部監査人

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 (GSP)の理解向上と正しいセキュリテ
ィ行動のための知識確認
※マルチリンガル対応（英語・中国語・日本語)
※2012年度実績：80社　26,129名、2013年度実績：87社　28,152名

NTTデータグループで働く上で知っておくべき、個人情報保護に関する考え方
や個人情報の取扱いについての理解向上と知識確認
※マルチリンガル対応（英語・中国語・日本語)
※2012年度実績：65社　22,995名、2013年度(2014年2月実施)

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
※自席オフライン研修はマルチリンガル対応（英語・中国語・日本語）
※2012年度実績：61社 156名、2013年度実績： 83社 347名

■ グループ会社教育サポートツール

GSPセキュリティ教育
（Webインターフェース）

個人情報保護IBT
（Webインターフェース）

GSP内部監査人研修
（オフライン研修）

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年度よりマルチリンガル版の発行を開始
し、グループ会社にも展開。

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、セキュリティにかかわる社会
情勢や最新技術、事故情報などメールマガジン形
式で月1回発行。
一部はグループ会社・協働者にも展開し、情報を共有。

■ 月間ニュースレター「Security Today」

2011年度より定期的に、CISOから直接社
員に対してメッセージを発信。最新動向を見
据えて、CISOが考えていること、社員にお願
いしたいことなど、経営層と社員の目線合わ
せの場として活用。

■ CISOメッセージ

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ツールの一例

■ 情報セキュリティ
　 啓発ポスター

2012年度のテーマ
スマホ・タブレットのルール確認／
標的型攻撃を防御せよ
（マルチリンガル）
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AppendixAppendix

委託業務における取組み

パートナー企業の選定

業務委託後の取組み

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

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

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。



18INFORMATION SECURITY REPORT

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データグループにおける、プライバシーマーク付与事業者は、以下のとおりです。

（NTTデータを含む34社、2013年12月末現在）

プライバシーマークの付与状況

株式会社NTTデータ

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

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

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データ信越

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

株式会社NTTデータSMS

NTTデータカスタマサービス株式会社

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

株式会社リアライズ

株式会社NTTデータスマートソーシング

株式会社NTTデータウェーブ

株式会社NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング

株式会社NTTデータビジネスブレインズ

株式会社NTTデータソフィア

株式会社クニエ

株式会社NTTデータビジネスシステムズ

株式会社テクノパワー

株式会社NTTデータセキスイシステムズ

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データアイテックス

株式会社エヌジェーケー

株式会社NTTデータ・エム・シー・エス

株式会社エマーズ

日本電子計算株式会社

株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

■ISMS認証取得組織を持つ会社

株式会社NTTデータ

株式会社NTTデータアイ

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データ東海

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データ経営研究所

株式会社NTTデータSMS

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ヒ ズ株式会社

株式会社NTTデータフロンティア

株式会社NTTデータユニバーシティ

株式会社NTTデータスマートソーシング

株式会社NTTデータエービック

株式会社NTTデータウェーブ

株式会社NTTデータビジネスシステムズ

株式会社テクノパワー

株式会社NTTデータセキスイシステムズ

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NTTデータテラノス

株式会社NTTデータCCS

株式会社JSOL

株式会社エックスネット

■プライバシーマーク付与グループ会社

株式会社NTTデータアイテックス

東北情報システム株式会社

メディアドライフ 株゙式会社

株式会社エマーズ

株式会社NTTデータビーン

日本電子計算株式会社

インテグレート・システム株式会社

ジェイエスフィット株式会社

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41社、2013年12月末現在）
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sto yHistoryHistoryHistoryHistory

2000

2001

2002

2003

1998

2000

2002

2003

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

■ 情報セキュリティ活動年表

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

9月 消費者庁に個人情報保護法が移管

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

12月 「情報セキュリティポリシー」制定

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認証を取得

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

2004

2001

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009
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情報セキュリティ活動年表

■ 加入団体（抜粋）

2010

2011

2012

2013

7月 情報セキュリティ戦略会議が「情報

セキュリティ2010」 を公開

7月　不正競争防止法改正

11月 中国漁船衝突事故の映像流出

3月 東日本大震災に便乗したフィッシン

グ詐欺が横行

5月 サイバー攻撃による日本企業米国

子会社からの個人情報漏えい事故が発覚

6月 刑法改正により「ウイルス作成罪」

が成立

9月 国内防衛産業への標的型攻撃が発覚

3月 不正アクセス禁止法改正

4月 サイバー情報共有イニシアチブ

（J-CISP）本格運用開始

6月 「著作権法の一部を改正する法律」

成立により違法ダウンロードの刑事罰化

11月 「サイバー犯罪に関する条約」の

日本における効力発生

5月 「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する

法律」（マイナンバー法）成立

6月 情報セキュリティ戦略会議が「サイ

バーセキュリティ戦略」を公表

7月 OECDプライバシー・ガイドライン改正

10月 ISO/IEC27001改訂

Twitterを狙った攻撃が横行

5月 iPad 日本で発売

12月 Android初のボット型ウイルス

「Geinimi」出現

5月 アジア・太平洋地域の

IPv4アドレスが枯渇

6月 SpyEyeによるインターネットバン

キング振込被害多発

6月 ファーストサーバのデータ消失事

故発生

10月 日本の銀行をターゲットとしたネ

ットバンキングウイルスによる被害が発

生、増加

3月 暗号技術評価プロジェクト

（CRYPTREC）「電子政府における調達

のため推奨すべき暗号のリスト）」公表

3月 「情報セキュリティ報告書2010」

の発行

7月 「セキュリティ基本行動の心得7ヶ

条」の制定

7月　NTTDATA-CERT設立

4月 NTTDATA-CERT FIRST（Forum 

of Incident Response and Security 

Teams）に加入

5月 スマートフォン向け社内接続サー

ビス開始

6月 NTTデータソーシャルメディアポリ

シーを公開

7月 電力利用抑制のためオフィス利用

のPCをノートPCに移行

2月 標的型メール攻撃訓練実施（役員・管

理職対象）

3月 「情報セキュリティ報告書2012」の発行

7月 標的型メール攻撃訓練実施（社員対象）

4月 統括会社による新ガバナンス体制

スタート

6月 オンラインストレージサービスの申

請制導入

10月 「フォレンジック・ラボ」設立

社会の動き 技術動向 NTTデータの実績・動き

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

・ 情報サービス産業協会（JISA）

・ 日本規格協会

・ 日本ISMSユーザグループ

・ FIRST（Forum of Incident Response

  and Security Teams）

・ 日本シーサート協議会（Nippon CSIRT Association）

・ 日本セキュリティマネジメント学会

・ 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）

・ デジタル・フォレンジック研究会

・ 日本セキュリティ監査協会（JASA）

・ 情報通信学会

・ 電子情報通信学会

・ プロジェクトマネジメント学会

・ 日本科学技術連盟

・ 日本品質管理学会

・ 次世代IPネットワーク推進フォーラム

・ IPDCフォーラム

・ クラウド利用促進機構

・ 新情報セキュリティ技術研究会

・ 日本画像情報マネジメント協会

・ セキュリティ対策推進協議会（SPREAD）

・ 日本情報システム・ユーザー協会

・ 情報通信技術委員会

・ 電子商取引安全技術研究組合

・ ICシステムセキュリティ協会

・ 日本マルチペイメントネットワーク

　推進協議会

・ ICキャッシュカード認定制度運営協議会

・ 日本ICカードシステム利用促進協議会

　（JICSAP）

・ ITコーディネータ協会

・ ソフトウェア技術者協会（SEA）

・ 日本テレワーク協会 他
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Global IT Innovator
会社概要

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、公共分野のシステム、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、社会の要請・課題に応える情報

システムやサービスを提供してきました。そして近年は、事業

のグローバル化を推進しており、2013年9月30日現在、海外

拠点は34カ国・141都市にまで拡大しています。

我が国のIT産業の“先導的役割”を果たす企業として、また世

界各地で事業を展開するグローバル企業として、これからの

社会を支え、変革していく新しい「しくみ」や「価値」を提供して

いきます。

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　岩本　敏男

1,425億2千万円（2013年3月31日現在）

1兆3,019億円（2012年4月1日～2013年3月31日）

818億7千万円（2012年4月1日～2013年3月31日）

10,804名（2013年3月31日現在）

61,369名（2013年3月31日現在）

連結子会社:217社（2013年3月31日現在）

関連会社:18社（2013年3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
59都市
13都市

EMEA
China

※要員数：2013年9月30日現在

 6,600名
4,400名

22都市
47都市

APAC
Americas

10,700名
7,400名
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会社概要

企業グループにおける情報セキュリティの実践

企業を取り巻く環境変化は激しく、情報セキュリティ

上のリスクは高度化・多様化し、被害は甚大さを

増しています。

標的型攻撃は社会に重大な影響を与えました。

また、DDoS攻撃やWebサイトの改ざん、情報漏え

いも頻繁に発生しました。これらの情報セキュリ

ティに関する事件は、例えばスマートフォンの不正

アプリケーションによる個人情報の窃取や、イン

ターネット上のパスワードの使いまわしによる不正

アクセス被害の増加、クラウドサービス事業者に

よる顧客データ消失など、あらゆるＩＴサービスへ

の広がりを見せています。NTTデータでは、決して

油断することなく、新たな環境変化に対応した

情報セキュリティ対策を継続してまいります。

また、ＮＴＴデータグループの情報セキュリティガバ

ナンスについても、統括会社が主体となって統制する

ガバナンス体制とし、5つの地域とソリューション

（日本、EMEA、APAC、China、Americans、

So lut ions）ごとにＧＳＰ（ＮＴＴデータグループセ

キュリティポリシー）に基づいたリージョナルセキュリ

ティポリシーを策定し、運用を開始しました。これに

より、ＮＴＴデータグループの情報セキュリティを、

より迅速かつ的確に統制できるようになりました。

ＮＴＴデータはセキュリティ情報の提供、各統括

会社はインシデント対応の相談や情報セキュリティ

推進状況の報告など、ＮＴＴデータと統括会社は

積極的に連携を取っています。

これからも、ＮＴＴデータグループでは情報セキュリ

ティ推進に向けて地道にかつ真摯に取り組んで

います。これは、私たちＮＴＴデータグループの一人

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

を確実にとることが、お客様満足度向上やＮＴＴ

データグループの情報セキュリティ向上を支えると

考えているからです。

ＩＴ社会の中核を担う企業グループとして、お客様

の信頼を裏切らず、安心・安全なサービスにより

お客様に新たな価値を提供し続けるよう、更なる

情報セキュリティガバナンスの推進に取り組んで

まいります。

株式会社NTTデータ
品質保証部 情報セキュリティ推進室長

高橋成文

NTTデータグループ　情報セキュリティ報告書2014
発行者：株式会社NTTデータ　情報セキュリティ推進室
Copyright© 2014 NTT DATA CORPORATION

2014年3月　第1.0版　発行

～あとがきにかえて～



注： 本報告書に掲載されているサービス名および商品名などは、NTTデータあるいは各社の登録商標または商標です。

〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル
Tel:  03-5546-8202(代表)
www.nttdata.co.jp

株式会社NTTデータ


	ISR2014_00
	ISR2014_01
	ISR2014_02
	ISR2014_03-04
	ISR2014_05-06
	ISR2014_07
	ISR2014_08
	ISR2014_09
	ISR2014_10
	ISR2014_11
	ISR2014_12
	ISR2014_13
	ISR2014_14
	ISR2014_15-16
	ISR2014_17
	ISR2014_18
	ISR2014_19-20
	ISR2014_21
	ISR2014_22
	ISR2014_23

