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Mission
【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。
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安心・安全な ITの提供に向けた情報セキュリティ

04 情報セキュリティ方針
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情報セキュリティ戦略

06 情報セキュリティマネジメント体制

近年あらゆるモノがインターネットを通じてつながり、

リティ方針」
のもと、ルール・ガイドラインの整備や改善、

モニタリングやコントロールが可能になる
「モノのインター

社員/協働者への教育啓発、監査による点検など、情報

ネット
（Internet of Things：IoT）
」
の世界が急速に拡

セキュリティに関するマネジメントをグローバルに展開

大しています。これは一方で、新たなセキュリティリス

しています。また、新しい対策を導入して社内の情報セ

クへの対応を迫られる時代を迎えたことであり、今や、

キュリティ確保を徹底するとともに、お客様にご提供す

すべての企業・社員がそのリスクを十分に自覚し、情報

るセキュリティサービスの充実を図り、様々なかたちで

資産を守るなどの対策を講じることが求められています。

情報セキュリティ対策に力を注いでいます。ITで新しい

事実、自動車やPOSシステム、家電などのIoTを狙った

「しくみ」や「価値」を創造し、より豊かで調和のとれた社

13 セキュリティ人材

新しい攻撃が次々と開発され、標的型攻撃などのサイバー

会の実現に貢献するというNTTデータグループの企業

攻撃は巧妙化と一般化が進み、企業や官公庁を狙った

理念の実現には、安心・安全なITの提供が不可欠です。

情報セキュリティソリューションの提供
14 ソリューション全体像

DDoS攻撃やランサムウェアによってビジネスへの直

本書では、その実現に向けた社内向けセキュリティの取

接的な被害が拡大しています。2020年の東京オリンピッ

り組みとお客様の課題解決へ貢献できる情報セキュリ

クの開催を控え、今まで以上にサイバー攻撃などが活発

ティサービスを具体的に紹介いたします。本書を手に取

化して、社会への影響が深刻化することが予想されます。

られたすべての皆様に少しでもお役に立ち、また、NTT

そのような中、NTTデータグループはお客様に信頼

データグループに対するさらなる信頼の向上につながれ

情報セキュリティの取り組み

08 情報セキュリティガバナンス
10

安心・安全な商用システムの提供

情報セキュリティシステム基盤
12 組織内におけるCSIRT 運営
10

16 ソリューション概要

情報セキュリティ施策実施状況
19 対外コミュニケーション

いただけるパートナーであり続けるために「情報セキュ

ば幸いです。

20 情報セキュリティ教育・啓発活動
22 情報セキュリティ活動年表
23 会社概要

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を対象としています。
・本報告書は、特に記載がない限り、2015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。
報告対象範囲

お問い合わせ先
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株式会社N T Tデータ
代表取締役副社長執行役員
セキュリティ戦略担当
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栗島 聡
Satoshi Kurishima
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Basic of
NTT DATA's
Information Security

Information Security
Strategies

情報セキュリティ方針

情報セキュリティ戦略

NTTデータグループは、
「情報の安全性確保」と「情報

新しい価値の創造

の積極的な活用・共有」を適正なバランスで両立させ、

NTTデータグループ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てい
ます。この情報セキュリティ戦略をもとに、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。

グループ全体で安全なナレッジ流通を促進し、お客様に

両軸

論理的
対策

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」
の

技術的
対策

情報セキュリティの担保

両立には、2つの軸が必要です。1つはルールの策定や

情報の
安全性確保

情報セキュリティ教育・啓発活動などの「論理的対策」
で
す。もう1つは、情報漏えい対策ソリューションやシン

両立

情報の積極的な
活用・共有

NTTデータグループセキュリティポリシー
（GSP）

クライアントPCの導入といった「技術的対策」です。

企業理念

経営方針と企業経営に関わる位置付け
NTTデータグループは、
「Global TOP 5」と「企業価

お客様のグローバル化に対応するためには、NTTデー

値の向上」を中期経営目標としています。具体的には、

タグループ自体もグローバル経営を推進するとともに、

次の3つを中期経営方針の注力分野としています。

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、相互に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

▪新規分野拡大・商品力強化

情報セキュリティポリシーの策定

委託業務における方針

セキュリティ侵害による情報漏えいや情報の不正利用

▪グローバルビジネスの拡大・充実・強化

データグループセキュリティポリシー（GSP）の目的で

▪全体最適の追求

ある「情報の安全性確保」と「情報の積極的な活用・共有」
の両立が重要です。グローバルな規模での安全なナレッ

NTTデータでは、ソフトウェア開発業務をはじめ、

中期経営方針のもと、企業経営に影響を与える重点リ

ジ流通の促進はもちろん、お客様の大切な情報を流出・

は、深刻な信用問題につながります。NTTデータでは

業務を委託したパートナー企業での情報セキュリティ事

スクの1つとして、
「情報セキュリティ」に関するリスク

漏えいさせないよう、情報セキュリティ事故の防止に取

1998年12月から、情報資産を適切に取り扱い、情報セ

故を未然に防ぐルール等を定めています。

を定めています。

り組むことも必須です。

キュリティを確保する「情報セキュリティポリシー」
を制
定しています。
また、個人情報保護の重要性を認識し「個人情報保護
方針」を2001年7月に制定。社内規程でも個人情報を適

機密情報や個人情報を取り扱う業務を委託する場合

特に「情報の流出・漏えいといった情報セキュリティ

そのためには、情報を扱うプロフェッショナルとして

は、誓約書の受領やセキュリティ対策実施状況などの確

事故による様々な影響」をリスクと捉え、情報システム

の自覚を持ち、常に情報セキュリティを意識した行動を

認を行います。

を提供する企業として、情報セキュリティの確保、個人

取る必要があります。2015年度は、次の3つを情報セキュ

情報保護に注力しています。

リティ戦略として掲げ、具体的な施策を展開しています。

体制･対策状況の確認

切に取り扱うための遵守事項を定めています。これらは、
情報技術の進歩や社会の変化に応じて、見直しや改善を

取引先を選定する際は、定めた基準に従い、ヒアリング等
により取引先のセキュリティ対策状況を確認する。

実施しています。

ルールの提示･対策レベルの合意

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。
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。

情報セキュリティ・個人情報保護活動体制

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

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
■NTTDATA-CERT
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組織長
○○事業本部、
スタッフ部門など

重点1
セキュリティ対策の
底上げ・強化

重点2
商用システムの
セキュリティ推進

重点3
予防高度化と
事故対応能力向上

グローバルで対策の
底上げ・強化を推進する

内部不正防止の徹底および
サイバー攻撃対応力強化を
推進する

未知マルウェアの検知精度
向上、
事故発生時の対応力
向上を推進する

監査部
監査

メンバー

04

安全性確保と積極的活用を両立する

情報セキュリティ戦略における重点施策

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
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Information Security
Management System

Information Security
Management System

情報セキュリティマネジメント体制
NTTデータグループは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。
各組織が情報セキュリティに対しそれぞれ役割を担っており、職場やプロジェクトを運営する各事業部に対して方向
付け・実施状況をモニタリングし、さらにその結果を評価します。監査や緊急対応といったバックアップも実施してい
ます。
また、各組織が実施した結果や状況については適時・適切な情報開示に努めています。お客様、株主・投資家の皆様、
お取引先の皆様、社員・家族の方といった様々な人々をステークホルダーとして認識しており、株主・投資家の皆様に
はIR部門が、お客様には営業部門を中心とした社員が対応し、よき企業市民としての社会的責任を果たしています。な
お、情報セキュリティの確立への取り組みが社会的責任の1つと考え、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・公開しています。

1 情報セキュリティ委員会［評価］
［ 方向付け］

2 情報セキュリティ推進室［モニタリング］

情報セキュリティリスクの低減、安全な情報活用・共

NTTデータグループの情報セキュリティ推進活動を

有の推進を目的として、NTTデータグループの情報セキュ

担う専門組織として設置。情報セキュリティ戦略に基づ

リティ戦略を定めています。

く個別の情報セキュリティ施策を実行するとともに、実

また、情報セキュリティ戦略に基づいた当該年度の情

施状況をモニタリングしています。

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し、次の情報セキュリティ
戦略の立案につなげています。
代表取締役副社長執行役員・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（2015年12月まで累計65回開催）。

すべてのステークホルダー

経営陣
CISO

報告

評価

………………

情報セキュリティ委員会

方向付け

モニタリング

情報セキュリティ委員会

情報セキュリティ推進室

監査

バックアップ

監査部

NTTDATＡ-CERT

各事業本部等（職場、プロジェクト）

1

1

3

3 監査部［監査］

2

4

4 NTTDATA-CERT［バックアップ］

NTTデータでは、監査部において情報セキュリティ

NTTデータグループのセキュリティインシデント対

に関する内部監査を実施しています。業務執行から独立

応専門チーム「CSIRT」※を、情報セキュリティ推進室に

した立場で各事業本部などに対し行います。監査結果は、

設置しています。セキュリティ事故防止のための情報収

情報セキュリティ推進室と共有し、必要に応じて制度や

集・分析、対策実施を行い、万が一のセキュリティ事故

施策の改善・見直しにつなげます。

発生時に緊急対応します。
※ 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、
脆弱性などの情報を収集・分析し、有効な対策や訓練の実施などの
活動を行います

06

INFORMATION SECURITY REPORT 2016

INFORMATION SECURITY REPORT 2016

07

情報セキュリティの取り組み
Information Security Initiatives

情報セキュリティガバナンス
監査・モニタリング体制

グローバル・ガバナンス

NTTデータグループでは、2006年度からNTTデー

セキュリティ監査については、
「基本動作の徹底」
「外

タグループセキュリティポリシー（GSP）に基づく情報

部からの不正への対応」
「内部の不正への対応」という3

州・中東・アフリカ）
、APAC（アジア・太平洋地域）
、

セキュリティを徹底しています。これに対応すべく、国

つの視点で、取り組みを進めてきました。

中国とソリューションを軸とした事業運営を2012年度

内外のグループ会社を含めた監査・モニタリングの体制
を確立しています。

今後は、基本動作の徹底を図りつつ、より不正行為へ
の対応に注力していきます。

NTTデータグループの海外拠点では、北米、EMEA（欧

基本動作の徹底

GSPに基づく組織の安全管理状況および個人情報を扱うシステムの安全管理
状況を確認しています。

2

外部からの不正への対応

高度化・複雑化するサイバー攻撃に対応するため、グループ会社のシステム的
な対策状況を確認しています。

3

内部の不正への対応

内部不正の防止に取り組んでおり、システムの対策状況を確認しています。

インシデント対応ワークショップの実施

から行っています。それに伴い、情報セキュリティにつ
いても運用体制の再構築を進めました。

グローバル・ガバナンス強化に向けて、2015年度、
特に注力しているのが、インシデント発生時の初動対応
を現場で適切に行えるようにすることです。その実現の

グローバルセキュリティを支える連携
1

います。

ためワークショップを行っています。

情報セキュリティのグローバル・ガバナンスを徹底す

国内グループ会社と海外グループ会社を対象に、世界

るために、本社、地域統括会社等、個社に配置される情

各地で初動対応ガイドラインをベースにした訓練を実施。

報セキュリティ運営組織の3層からなる情報セキュリティ

インシデント対応における初動対応の目的と、各スタッ

ガバナンス体制を整えています。

フそれぞれがやらなければならないことを理解するとと

それぞれの層に置かれる情報セキュリティ運営組織は

もに、NTTデータグループで発生しているインシデン

緊密に連携し、情報セキュリティポリシーの維持・整備、

ト事例を通して、昨今のサイバー攻撃者の狙いと手口へ

情報セキュリティ施策のモニタリング、緊急時の対応、

の知識を深めることに貢献しています。

インシデント防止のための予防措置活動の役割を担って

情報セキュリティガバナンス体制

内部監査体制
グループ会社
（個社）

GSPに基づき自社内で毎年実施
・数年に1回、監査を実施
・GSPに基づく監査に加え、
システムの
内部不正に関する監査を2015年より開始

NTTデータ
（本社）

監査部

情報セキュリティ運営組織
（情報セキュリティ推進室）

本社
・グループ会社共通の
監査項目を
モニタリング

情報共有
要請

地域
統括会社等
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報告
（重大インシデントを除く）

報告
要請
（重大インシデント）

情報セキュリティ運営組織
要請

個社

グローバル事業本部

報告
情報セキュリティ運営組織
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情報セキュリティの取り組み
Information Security Initiatives

安心・安全な商用システムの提供
商用システムのセキュリティを確保
昨今、インターネットを介した不正アクセスや、標的

と内部不正防止の徹底を図るため、①開発段階から適切

型攻撃と呼ばれるマルウェアによる内部侵入など、情報

なセキュリティ対策の作りこみ、②運用中システムの定

システムへのサイバー攻撃が激しさを増しています。こ

期的な脆弱性チェック
（セキュリティ診断）
の定着、③重

れらの攻撃に対処するには、最新情報に基づき、情報シ

大な脆弱性発見時の迅速な対応体制の構築、④重要情報

ステムの既知の脆弱性（セキュリティ上の不備）
への対処

に関わる運用管理の徹底、の4つを推進しています。

をもれなく行うとともに、攻撃手口を見据えた検知策、
被害抑止策の準備が重要となります。また一方、換金性

シンクライアント
「BizXaaS ®Office」
DaaS

社員のPC環境をクラウドで提供するサービスが「BizXaaS®Office」です。クライア
ント環境をクラウド上に集約し、PCをシンクライアントPCに置き換えることでPC
側からの情報漏えいを防ぎ、さらにオフィスの省電力化も図っています。また、テレ
ワークを推進するソリューションとして、社内向けにもデスクトップサービスの運用
を行っています。
BizXaas®
プラットフォームサービス

最新のセキュリティ技術動向に対応
WAN

リモートアクセス

の高い情報や大量個人情報等の不正な持ち出し等の内部

NTTデータグループでは、この推進に当たり、最新

不正事件も発生しており、これら重要情報に関わる運用

のセキュリティ技術動向、脆弱性情報を迅速に共有する

管理の徹底も強く求められます。

とともに、商用システムの開発、運用のプロセスに上記

支社

の対応を組み込み、常に安心・安全にご利用いただける

シンクライアントPC

NTTデータグループでは、お客様向けに構築、運用
する商用システムにおけるサイバー攻撃への対応力強化

モバイル活用基盤
「M E R M aides®
（マームエイデス）
」

ンやデータを暗号化することで、情報を強固に保護します。モバイルゲートウェイ機
能により既存の認証システムと連携し、社内のメールや業務システムとシームレスに

MERMaides®
サーバ

てWebページの改ざんを早期に検知します。サイバー

継続的に実施し、新たな脅威による情報セキュリティリ

攻撃検知システムは、ネットワーク機器・セキュリティ

スクに対してセキュリティ対策を積極的に社内 I T基盤

機器のログをリアルタイムにデータベースへ取り込み、

へ導入しています。現在、それらセキュリティ対策の要

独自に開発した検知パターンを使ってサイバー攻撃を検

となるのが「巡回監視システム」
「サイバー攻撃検知シス

知し、マルウェア感染PCを特定します。動的防御シス

テム」
「動的防御システム」を軸とする、NTTデータが開

テムは、サイバー攻撃検知システムからの情報をもとに、

発・運用する未知マルウェア対策システムです。

PCから不審サイトへの通信を遮断したり、マルウェア

セキュアストレージ

NOSiDE®
検疫システム

社員Aの領域

@

社員Aの領域

共有領域

インターネットからの脆弱性を狙ったサイバー攻撃やマルウェアによるインターネッ
トへの情報漏えいを防止する、インターネットアクセス端末を検疫するシステムです。
セキュリティ上問題のないPC からの社外サイトへのアクセスはNOSiDE®検疫システ
ムを通して行われます。また、セキュリティ上問題のあるPCを検知するとNOSiDE®検
疫システムがアクセスをブロックします。

巡回監視システム
各種ログ

自動連携

・アプリケーション配信サーバ ・認証サーバ
・業務サーバ群 ・管理者
同期

社員Bの領域

攻撃者

Proxy・Firewall・DNS・Web …

隔離

MERMaides®
アプリ
ケーション

感染PCを隔離します。

定期巡回

リアルタイム遮断

シンクライアントPC

同期を取ることで、いつでもどこでも業務を遂行することを可能にします。

NTTデータでは、社内業務システムのリスク分析を

動的防御システム

シンクライアントPC

モバイル端末内に安全なビジネス領域を確保し、そこに格納された業務アプリケーショ

リスク低減のための社内 IT 基盤

不審サイト

外出先

システムをご提供できるよう取り組んでいます。

情報セキュリティシステム基盤

巡回監視システムは、定期的にWebサイトを巡回し

本社

サイバー攻撃検知システム
リアルタイム検知

情報流通インフラ
「ETRANPOT」

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です。決
められた期間以上は保管できず、また
社外からのファイル転送は社内から招
待した相手のみ可能となっています。

マルウェア感染PC

10
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情報セキュリティの取り組み
Information Security Initiatives

組織内におけるCSIRT運営

セキュリティ人材

NTTDATA-CERT

NTT グループ全体で人材育成

NTTデータグループでは、平時の活動を通じてイン

ンター（ JPCERT/CC ）や日本シーサート協議会（NCA）

情報セキュリティに関する脅威が高度化・多様化する

シデントの発生を未然に防止するとともに、インシデン

に加盟している各社のCSIRT等、外部のセキュリティ

一方で、現在、国内企業で情報セキュリティに従事する

トを早期に検知し、緊急対応を迅速かつ正確に行うため

組織と幅広く連携しています。

技術者は約26.5万人。情報処理推進機構（IPA）の試算に

の組織内CSIRTとして「NTTDATA-CERT」
を運営して
います。

新たなセキュリティリスクに備えた活動
NTTDATA-CERTは、2000年以降、各事業部門で

これにより迅速なセキュリティ関連情報の共有が行わ

よると約8万人が不足とされています。こうした中、

マネジメント・コンサル、セキュリティ運用、セキュリ

にしています。

強化のため、2020年までに国内のセキュリティ人材を

ティ開発の3つの人材タイプに分け、さらにそれぞれの

現在の約2,500人から約1万人にすることを数値目標と

人材タイプについて上級、中級、初級の3段階のレベル

しました。

に分類しています。

OSINTを活用した活動

2010年7月に発足しました。主な活動としては、最新

発表やマスメディアによる報道、論文・技術資料など、

の攻撃手法やインシデントの発生状況など、セキュリティ

合法的に入手できる情報を積極的に活用するオープン・

に関する広範な情報収集・情報分析・情報発信をはじめ、

ソース・インテリジェンス（OSINT）のアプローチを取

通信監視、緊急対応、研究開発、外部連携が挙げられま

り 入 れ て い ま す。 日 々 収 集 し た 情 報 は NTTDATA-

す。サイバー攻撃の目的や手口が年々変化する中、最新

CERTの情報分析専門家が分析し、セキュリティの動向

のリスクに対処できるよう注力しています。

を予測して、セキュリティ関連ニュースや四半期レポー

NTTデータにおいてもセキュリティ人材の確保、並

開発テーマの選定など、NTTデータグループのセキュ
リティ戦略・対策に生かされています。

NTTグループ各社で取り組んでいます。

NTTグループ内のセキュリティ人材育成強化
人材レベル別
呼称

上級
人材レベル

また、この情報はサイバー攻撃監視の強化や次期研究

このような役割イメージに応じた人材育成施策を、

びに育成が急務であると認識し、研修や社外専門家との

トとしてNTTデータグループ各社へ配信しています。

プ内にとどまりません。JPCERTコーディネーションセ

NTTグループでは、セキュリティ人材を、セキュリティ

NTTグループは、グループ内のセキュリティ人材育成

NTTDATA-CERTの運営に当たっては、政府の公式

NTTDATA-CERTの活動範囲はNTTデータグルー

役割イメージに応じた育成施策

れ、情報セキュリティ事案の早期検知や早期対応を可能

独 自 に 実 施 さ れ て い た 社 内 の CSIRT 活 動 を 集 約 し、

内外と連携した幅広い活動

連携を推進していきます。

中級

セキュリティ
マスター
セキュリティ
プリンシパル
セキュリティ
プロフェッショナル

人材タイプ
セキュリティ
マネジメント・コンサル

セキュリティ運用

セキュリティ開発

（人）

約1万

50～100

業界屈指の実績を持つ第一人者の輩出

2,000

深い経験と判断力を備えたスペシャリストの増強
8,000

NTTDATA-CERTの目指す姿

初級

セキュリティ
エキスパート

約2,500

必須知識を持ち担当業務を遂行できる
実務者の底上げ

サイバー攻撃監視

現在

2020年

NTT データにおける資格の取得状況
オープン・ソース・
インテリジェンス

予防・発見・対処の
3つがそろった
CSIRTを目指す

インシデントレスポンス

NTTデータでは、情報セキュリティに従事する人材
育成を推進しています。2016年1月現在でIPAが認定
する情報セキュリティスペシャリストが972人、国際的

情報処理技術者 情報セキュリティスペシャリスト
CISSP（Certiﬁed Information System Security Professional）
1,200
（人）

な認定資格CISSP
（情報セキュリティ・プロフェッショ

研究開発

外部連携

ナル認証資格）取得者が34人在籍しています。

836
34

0

INFORMATION SECURITY REPORT 2016

33

600
802

12

909

2013年

876

2014年

1,006
34
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情報セキュリティソリューションの提供
Provide More Improved Information Security Solutions

ソリューション全体像
情報セキュリティの未来
標的型攻撃などへのサイバーセキュリティ対策強化や、

報セキュリティの世界でも1つの節目となります。都市

内部犯行による情報漏えいの防止、マイナンバーなど特

は人やデバイスといったフィジカル面とサイバー空間と

定個人情報の保護が、今まさに問われています。そして

が融合した環境になっていくでしょう。この環境を丸ご

この先も、情報セキュリティはますます複雑化していく

と保護する新しいコンセプトを見据え、新たな技術を

でしょう。NTTデータでは、こうした情報セキュリティ

NTTデータは創出していきます。

の未来をいち早く見据え、SIEM等によるサイバーセキュ

あまたある新技術の中でも、とりわけ未来の情報セキュ

リティ対策の自動化、さらにはIoTが自律的に自身を保

リティの鍵を握るのがAI（人工知能）でしょう。SIEMや

護するネットワーク技術に力を注いでいます。

IoTの自律保護ネットワーク技術に加え、車の自動運転、

これから先、自動車、ドローン、スマートメーター等

各社の脅威情報分析技術が連携した世界規模での防御技

の各種センサがつながるIoT分野の情報セキュリティ

術など、NTTデータが2020年を目指して開発を進めて

対策には、これまでのように情報資産を守るためだけで

いる主要な技術では、AIが中核的な役割を担います。

はなく、人の命を守るというより大きな役割が加わりま

また、インシデント対応の自動化により情報漏えい等の被

す。NTTデータでは、技術はもちろんのこと、運用の

害を最小化していくためにも、AIとの連携は欠かせません。

あり方を含めて、人々への利便性の提供と安全性の確保

ほかにも、ウェアラブルデバイスの活用や信頼性の高

をバランスよく両立する仕組みづくりに取り組んでいま

いデバイス認証、フォレンジック技術の向上など、中長

す。

期観点で研究開発に取り組んでいます。いずれの技術に

新たなセキュリティ技術への取り組み
社会動向の流れを踏まえると、2020年というのは情

位から解決できるよう、大きく分けて4つのカテゴリー

ションをラインアップ。現状を分析し、お客様に合わせ

のソリューション群を提供しています。

たソリューションの提案から運用までを、ワンストップ

SOC・セキュリティ監視
サービス

［検知］

●サイバーセキュリティ強化点検
サービス

●多要素認証技術

●標的型攻撃検知サービス

●標的型攻撃耐性強化サービス

●統合ID管理

●SOCサービス

●ネットワークセキュリティ診断
サービス

●SIEM導入・構築支援サービス

●PCI DSSトータルサービス

14
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フィジカル面
（人やデバイス）
と
サイバー空間を保護

SOCサービス、SIEM構築
CSIRT立ち上げ・運用支援サービス
標的型攻撃検知サービス
強化点検サービス
（コンサルティング）
ユーザ認証強化ソリューション
（OTP、PKIなど）

内部犯行対策、内部対策強化
特権ID管理強化
データ暗号化
統合ID管理

ビッグデータとAIを活用した
インシデント検知制御の自動化
IoTが自律的に自身を保護する
ネットワーク技術
各社の脅威情報分析技術の
世界規模での連携

直近の課題

2020年に向けた
中長期観点での取り組み

標的型攻撃などへの
サイバーセキュリティ対策強化

ウェアラブル端末活用

内部犯行による情報漏えい

検知技術の高度化
（AI等を活用）

マイナンバーをはじめとする
特定個人情報の保護

インシデント対応の高度化
（自動化技術などを活用）

で実行することを可能にしています。

4つのソリューション・カテゴリー

［特定］

サイバーセキュリティ対策強化

せん。

に
「検知」
し
「対応・復旧」
するという工程ごとのソリュー

セキュリティ対策ツール
導入・運用

2020年のあるべき姿

するセキュリティを確立したいという思いにほかなりま

NTTデータでは、お客様のセキュリティ課題を全方

現状分析・対策立案
コンサルティング

直近の取り組み

も共通しているのは、人々の安心・安全な暮らしを実現

4つのソリューション・カテゴリー

サイバー攻撃に対し、まず「特定」し「防御」する。さら

情報セキュリティの未来像

インシデントレスポンス
支援

［対応・復旧］

IoTセキュリティ

●CSIRT構築支援サービス・
運用支援サービス
●フォレンジック・ラボ
●セキュリティ・インシデント救急
サービス
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情報セキュリティソリューションの提供
Provide More Improved Information Security Solutions

ソリューション概要
◎現状分析・対策立案コンサルティング
サイバーセキュリティ
強化点検サービス

お客様のサイバーセキュリティの対策状況を可視化し、今後実施すべき対策と
その優先度を明らかにすることで、最適なサイバーセキュリティ対策計画の策
定を支援します。最短2カ月での実施が可能という迅速性に加え、既知の脅威

標的型攻撃耐性強化
サービス

PCI DSSトータルサービス

統合ID管理
「VANADIS ®Identity
Manager」

リティレベルの確立を支援します。実際に発生したセキュリティインシデント

するインターフェースを搭載するとともに、確立したフレームワークにより短

から得られたノウハウに基づく対策状況のチェックも、NTTデータのサービ

期間で構築できるのも特長です。NTTデータの自社使用ソフトウェアをベー

スならではのものです。

スとしており、10年以上の運用実績による信頼性を誇ります。

標的型攻撃を模擬した訓練と、訓練を通じた現状把握と社員への教育を繰り返
すことで、攻撃者の侵入を許してしまう確率を減らします。これに加え、一定

ネットワークセキュリティ
診断サービス

ネットワーク機器やサーバ等のお客様のネットワークシステムを多様な手法で
検査し、セキュリティの問題点がないかを明確にします。また、発見された問

の割合で攻撃が成功してしまうケースも想定して、どのように内部情報の流出

題がお客様サービスに及ぼす影響や改善策について提案し、将来セキュリティ

を防ぐかといった
「出口対策」
の検討も支援します。情報窃取を阻止する観点で

事故が起きないようなシステム改善を支援します。ツールのみではなく、高い

のシステムのチェックや、チェックの結果から、さらに耐性を強化する各種ソ

専門性を有する技術者が手動で誤検知を除きながら、網羅性と正確性の高い検

リューションやサービスの提案へとつなげることができるのも、NTTデータ

査を実施するとともに、技術者によるオリジナルの分かりやすい報告書を提供

のサービスの特長です。

できるのもNTTデータならではのサービスです。

日本国内初のQSA
（PCI SSC認定審査機関）として、PCI DSS準拠支援コンサ
ルティングをベースに、お客様のシステムに適した世界基準のセキュリティを

◎ SOC・セキュリティ監視サービス
標的型攻撃検知サービス
「PatoLogphin®
」

する前の検知・対策実施も可能になります。サービスの導入に際して、新たに

いきます。

セキュリティ製品を購入する必要がないため、すぐに利用を開始することがで
きます。

◎セキュリティ対策ツール導入・運用

認証を提供します。仮にWeb上でパスワードを盗み取られても、そのパスワー

IPSといった、既存のセキュリティ製品では検知が難しかった、オフィス環境
染前の感染準備フェーズからの検知が可能なため、情報漏えい等の実害が発生

得後も、日々の準拠状況を確認し、問題の早期発見と解決をサポートし続けて

ユーザの手元にトークンがある場合に限り認証するという、強固で確実な本人

プロキシログの分析により、ウイルス対策ソフトやファイアウォール、IDS/
に対する標的型攻撃（マルウェア感染）を検知するサービスです。マルウェア感

ションを提供します。審査・報告では、QSAとして訪問調査を実施。認証取
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プ管理機能、シングルサインオン機能など、豊富な機能をそろえているため、
お客様それぞれの組織事情に適合した運用が可能です。様々なシステムと連携

ギャップ分析やシステムのテストで洗い出された課題を解決する各種ソリュー
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細かくサポートした統合ID管理を実現します。プロビジョニング機能やグルー

だけでなく、新たな脅威への対策状況も可視化し、常に最新かつ最上のセキュ

提供します。計画段階から審査前の最終確認までをトータルサポートする中で、

多要素認証技術
「BXA
（BizXaaSAuthentication）
」

純国産ソフトウェアなので、兼務情報や組織構造など日本独自の商習慣をきめ

SOCサービス

セキュリティ総合監視サービス（Managed Security Service）では、IDS/
IPS、ファイアウォール、DBファイアウォール、Webアプリケーションファ

ドは1分後には二度と使用できなくなり、なりすましによるログインを防ぎます。

イアウォール（WAF）等を総合的に監視運用します。監視、故障対応、検知アラー

近年脅威が叫ばれているマルウェアによる不正送金攻撃にも対応しており、ロ

トのアナリストによる監視・分析、月次レポート報告等、専門スタッフが引き

グイン後のマルウェア攻撃に対応した新型のワンタイムパスワードを提供する

受けます。Webトラフィックやメールトラフィックからマルウェアを検出す

ことも可能です。これまで国内金融機関80社以上、法人企業30社以上という

るサンドボックス型の未知マルウェア対策システムや標的型攻撃検知サービス

圧倒的な導入実績を誇っています。

との組み合わせも可能です。
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情報セキュリティ施策実施状況
Implementation Status of Information Security Measures

対外コミュニケーション
SIEM導入・構築支援
サービス

SIEM（Security Information and Event Management）によるセキュ
リティ情報イベント管理ソリューションで、統合的、相関的にログを監視・分
析することで、セキュリティ機器単体による監視では把握できなかった潜在リ
スクをあぶり出します。300を超えるデータソースをサポートし、アプリケー
ションデータやプロトコル異常、データベースのアクティビティを監視。ルー
ルベース、リスクベースによる高度な相関分析を行って、脅威の可視化による
迅速な状況認識と脅威識別を可能にします。

NTTデータでは、社会全般の情報セキュリティ対策
の促進に寄与すべく、活発な社外コミュニケーションを
展開しています。

CSIRT構築支援サービス・
運用支援サービス

ンター
（NISC）が2015年3月に公開した「我が国のサイ
バーセキュリティ戦略」
（サイバーセキュリティの侵害

トの統計的な情報を提供するとともに、リスクやインシ

やリスクの情報開示に関するガイドライン）でも引用さ

デント傾向の変化に関する見解や対策の提言を行ってい

れました。

ます。

総務省が主管する自治体情報セキュリティ対策検討

また、ヒューマンエラーによる情報漏えい対策ととも

チームにも、セキュリティに関するレポートを提供して
います。

2015年のセキュリティレポート
万が一インシデントが発生してしまった際の備えとして、ダメージコントロー

No.

発行年月

タイトル
ホテルの無線LAN利用は要注意！
Darkhotel攻撃とは

No.

発行年月

タイトル
警戒レベル上昇中！
「標的型攻撃」
の最新動向と対策

ルと早期回復を目指すCSIRT
（Computer Security Incident Response

1

2015年1月

Team）の構築・運用を支援します。NTTデータの豊富なCSIRT構築運用経験

2

2015年2月

3

2015年3月

新品PCにマルウェア混入?
LenovoのSuperfishについて

10

2015年11月

Android™マルウェアの感染経路と対策

11

2015年12月

間近に迫る！
？
複雑になり過ぎたパスワードからの開放

をもとに、体制の定義・構築やセキュリティに関する情報提供など、お客様の
組織に適したCSIRTの構築と運用を実現します。また、対外的にCSIRTを公

フォレンジック・ラボ

これらの情報の一部は、内閣サイバーセキュリティセ

具体的には、企業における個人情報漏えいインシデン

に、サイバー攻撃の被害増加について注意喚起する等、

◎インシデントレスポンス支援

サイバー攻撃対策の必要性を啓発しています。

「Tor」
による犯罪、
巻き込まれないためには

表することで、外部のCSIRTとの連携を促し、有益な情報の共有が行えるよ

4

2015年4月

安全にインターネットバンキングを
利用するには

うになるといった効果もあります。

5

2015年5月

身代金を要求するランサムウェアが増加中！

6

2015年7月

車を不正に遠隔操作！
？
求められるIoTのセキュリティ

フォレンジックに関わる技術開発を推進するとともに、フォレンジックが必要
となったお客様への支援を行うのがフォレンジック・ラボです。フォレンジッ

7

2015年8月

8

2015年9月

9

2015年10月 セキュリティ分野へのAI活用、その課題は？

いつも見ているそのサイト、本当に安全で
すか？ ～お気に入りサイトで被害に遭わな
いために～

セキュリティ業界の活発化への貢献

クに関する学術的な最新動向調査をもとに、お客様の要望に応じて、ツールを

セキュリティ・インシデント
救急サービス

利用した証跡の収集・報告、マルウェアの解析、製品のログ解析などを提供し

NTTデータは、全国的な外部講演活動も積極的に行っ

ます。マルウェアに感染させて挙動を解析したり、各種セキュリティ製品が攻

ています。2014年度・2015年度は、日本全国で開催

また、経済産業省が中心となった、若年層の優秀なサ

撃に対してどのような挙動を示すかを検証するための環境（Honeynet）も保

された日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）や経

イバーセキュリティ人材の早期発掘と育成を行う
「セキュ

有しており、フォレンジック精度のさらなる向上に貢献しています。

済産業省主催のセミナー、情報セキュリティ大学院大学

リティ・キャンプ」では2004年の立ち上げから参画。

主催のワークショップ、また、インターネットの最新動

2015年には同キャンプ実行委員長を輩出するなど、そ

向などを議論するInternetWeekにおいて、人材発掘

の運営にも深く携わっています。

セキュリティ・インシデント発生時の初動対応から本格対応、被害極小化まで、
一連の流れに合わせてアドバイス等によりオンサイトで支援します。緊急受付
時には電話やメールで初期アドバイスを提供。その後、オンサイト初動対応で
発生状況の調査や被害拡大防止のための指示を行い、本格対応として原因究明
や対策計画の策定と実施、さらには被害からの回復、再発防止までをトータル
で支援します。より適切な対応を実現するためのセカンドオピニオンとしても
活用いただけます。

18
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やCSIRTなどをテーマにした講演を行いました。

目指すは安心・安全な社会の実現
NTTデータは、こうした情報提供、外部講演、対外

な取り組みを通じて、情報セキュリティの新しい考え方

活動参画などによる対外コミュニケーションにより、セ

やトレンドの創出によるセキュリティ業界全体の発展、

キュリティ対策の普及・啓発を図っています。このよう

そして安心・安全な社会の実現を目指しています。
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情報セキュリティ施策実施状況
Implementation Status of Information Security Measures

情報セキュリティ教育・啓発活動
情報セキュリティマインドの醸成に向けた教育・啓発活動
情報セキュリティの継続的な実践のためには、役員・

また、NTTデータグループ全体のセキュリティレベル

社員・協働者一人ひとりが情報を扱うプロフェッショナ

を一定以上に保つため、グループ会社が自社内でNTT

ルとしての自覚が必要です。NTTデータでは、継続的

データグループセキュリティポリシー（GSP）に基づい

な情報セキュリティ教育・啓発を通じ、ルールや行動の

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

理解と、実践に必要な情報セキュリティマインドの醸成

できるよう、必要なツールを提供し、NTTデータグルー

を実施し、プロフェッショナルの育成に努めています。

プ全体のセキュリティに対する意識向上を図っています。

世界中にいるNTTデータグループの社員が、必要な

トガル語）9パターンを用意。すでにグループ会社社員

セキュリティ知識を習得し、実際に行動できることを目

4万人以上が実施しています。教育教材は、地域統括会

的として、2014年、情報セキュリティ教育の多言語化

社等の情報セキュリティ担当役員やセキュリティ推進

に取り組みました。

者と協力して、内容のブラッシュアップと適正な翻訳を

（日本語、英語、中国語、ドイツ語、イタリア語、ポル

対象者

全社員
（必須）

全社員
（任意）

e- ラーニング拡大のための多言語化

情報セキュリティ教育はe -ラーニング形式で6言語

2014・2015年度の情報セキュリティ教育実績

実行しています。また実施後も、結果については会社単

各階層

実施形態

情報セキュリティ・
個人情報保護IBT
（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）

協働者
（新規契約時）

情報セキュリティ
教育ハンドブック

新規のN T Tデータグループの協働者に対して、N T Tデータと働く上で知っ
ておいてほ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
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）

GSPセキュリティ教育IBT
（Webインターフェース）

研修を、すべての会社を対象に実施しています。
グループ会社
社員・協働者

によるインシデントワークショップを開催しました。ワー
クショップ終了後にはテストを実施し、理解浸透を測り
ました。
中国で実施したワークショップの様子

内部監査人

20
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新入社員、3年目社員、新任課長代理・課長・部長といった各階層別に、
必要な知識、役割、責任、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）

発を積極的に進めており、GSPの浸透並びにセキュリティ

としては、APAC および中国においてNTTDATA-CERT

個別要望に応じた情報セキュリティ・個人情報に関するテーマのワーク
ショップ
※2014年度、2015年度：各1回

情報セキュリティポリシー
教育支援

海外グループ会社においてもセキュリティの教育・啓

2015年度の海外グループ会社における主な取り組み

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／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
※2014年度、2015年度の実績：社員100%

協働者
（必須）

位に分析し、弱点の強化を図っています。

海外グループ会社における教育活動の拡大

内容・狙い

N T Tデータグループセキュリティポリシー（G S P）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）
※2014年度実績：124社 37,044人

※2015年度実績：
94社 31,770人

個人情報保護IBT
（Webインターフェース）

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り扱いに
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）
※2014年度実績：65社 23,962人

GSP内部監査人研修
（オフライン研修）

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）
※2014年度実績：89社 399人、2015年度実績：86社 431人
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History

情報セキュリティ活動年表
1998
2000
2001

2月
3月
6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月期より連結決算制度導入
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

2002

9月
10月

2003

6月
7月

協働者向け教育
（CISP）
開始
NTTデータグループセキュリティ合意書
（GSA）
制定
プライバシーマークの取得
地域子会社体制構築
（地域子会社9社体制）

2005

6月
11月

リモート接続PCのP2Pソフトウェアチェック
TSF導入開始

2006

7月
9月
10月
11月

テレワークトライアル開始
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）
誓約書の取得対象を全NTTデータグループ社員に展開
誓約書の取得対象を委託先に展開

2007

4月
7月
12月

自社ビルにおいてISMS認証を取得
シンクライアント開始
メールフィルタリング開始

2008

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

2010

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

2011

4月
5月
6月
7月

2012

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）

2013
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12月 「情報セキュリティポリシー」
制定

NTTDATA-CERT FIRST
（Forum of Incident Response and Security Teams）
に加入
スマートフォン向け社内接続サービス開始
NTTデータソーシャルメディアポリシーを公開
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

Global IT Innovator

会社概要

（ 2015 年 9 月 30 日現在）

［会社名］

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
［代表者］ 代表取締役社長

岩本

敏男

［主な事業内容］ 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
［社員数］ 80,132人
（連結）
、11,378人
（単体）
［資本金］ 1,425億2千万円
［売上高］ 7,432億円
（連結）
［経常利益］ 312億円
（連結）
［連結子会社数］ 263社
［加入団体］ ・日本カード情報セキュリティ協議会
（JCDSC）
（抜粋）

・セキュリティ・キャンプ実施協議会

・新情報セキュリティ技術研究会
（IST）
・日本セキュリティ監査協会
（JASA）

・日本セキュリティオペレーション事業者協議会
（ISOG-J） ・セキュリティ対策推進協議会
（SPREAD）
・日本コンピュータセキュリティインシデント対応チーム
協議会
（NCA）

・電子商取引安全技術研究組合
（ECSEC研究組合）
・日本スマートフォンセキュリティ協会
（JSSEC）

・JASA-クラウドセキュリティ推進協議会
（JCISPA）

・タイムビジネス協議会
（TBF）

・日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA）

・日本セキュリティ・マネジメント学会
（JSSM）

・デジタル・フォレンジック研究会

・日本ISMSユーザグループ
（J-ISMS UG）
…他

［海外拠点の状況］
EMEA 81都市／17,000人

APAC 25都市／12,000人

中国 13都市／3,500人

AMERICAS 61都市／14,000人

AMERICAS
EMEA

中国

APAC

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

2014

3月 「情報セキュリティ報告書2014」
発行
5月 愛知県警からのサイバーセキュリティ研修生受け入れ開始
8月 グループ共用セキュリティ基盤の運用開始

2015

4月
8月

未知マルウェアに対するリアルタイム検知開始
マイナンバーの取り扱いルール制定
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