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本報告書に関するお問い合わせ

日本電気株式会社  経営システム本部 セキュリティ技術センター
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 NEC本社ビル  03-3798-6980

報告書の発刊にあたって

本報告書は、ステークホルダーのみなさまにNECグループの情報セキュリティに関する取り
組みをご理解いただくことを目的に発刊いたしました。本報告書では、2012年3月までの
取り組みを対象に掲載しています。

C O N T E N T S

情報セキュリティ報告書 2012

本報告書に掲載されている社名やシステム名、製品名などは、各社の商標および登録商標です。
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　近年、情報通信技術により社会が高度化し、情報やITシステムを利用する場面が多様化して
きました。それに伴い、サイバー攻撃による情報漏えいやシステム停止等、情報セキュリティに
関わる問題も増加しており、国民生活に大きな影響を及ぼしています。一方、企業内・企業間に
おける情報の効率的・効果的な利活用が企業活動の成否を左右する現在、情報セキュリティ
リスクの管理がバリューチェーンの高付加価値化を支える重要な要素となっています。
　NECグループでは、お客さまやその先の社会に貢献し、「人と地球にやさしい情報社会」を
実現するために、経営活動の全体像を「NEC Way」として体系化しました。NEC Wayの
実践は、関係法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たし、お客さま、
株主・投資家さま、お取引先、地域社会をはじめとしたステークホルダーのみなさまからの支
持を得て、社会とNECグループの持続可能な発展を追求していくことです。NECグループは、
C&Cクラウド事業の推進などを通じ、社会基盤に欠かせない情報通信技術を提供するグロー
バル企業として、お客さま、お取引先からお預かりした情報資産を守り、信頼される製品・サー
ビス、情報セキュリティソリューションを提供することで社会に貢献したいと考えています。
　誰もが安心して情報通信技術の恩恵を享受し、豊かな社会を実現していくためには、情報
セキュリティを有効な経営活動の一つとして位置付け、企業価値を高めていくことが必要で
あり、私達は、継続的に以下の活動に取り組んでまいります。

■ 「OneNEC」として、NECグループが一体となって情報セキュリティの維持・向上を推進
■ NECグループだけでなく、お取引先まで含めた施策を展開
■ 適切な情報保護と適切な情報活用・共有を両立
■ 情報セキュリティマネジメントの構築、情報セキュリティ基盤の整備、情報セキュリティ人材
　 の育成の各領域からの総合的アプローチにより、多層的に情報セキュリティを維持・向上
■ お客さまに信頼されるセキュリティソリューションを提供

　本報告書は、NECグループの情報セキュリティへの取り組みをご紹介するものです。ステーク
ホルダーのみなさまとのコミュニケーションを通して、企業活動の改善をはかり、社会から信頼
される情報セキュリティリーディングカンパニーを目指してまいります。ぜひご一読ください
ますようお願い申し上げます。

NECグループは、「社会から信頼される」
情報セキュリティリーディングカンパニーを目指します。

新野 隆
日本電気株式会社　
代表取締役　執行役員副社長
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　情報セキュリティの脅威は、日々変化しており、ITで高度化された社会において、情報セキュリティは欠
くことのできない重要な経営課題です。NECグループは、社会から信頼される企業として社会的責任を果た
すため、「情報セキュリティ推進フレームワーク」を確立し、お客さま、お取引先からお預かりした情報資産を
守り、信頼される製品・サービス、情報セキュリティソリューションの提供、ステークホルダーへの適切な
報告・情報開示を通じて、セキュアな情報社会の実現とお客さまへの価値を提供します。
　情報資産を守るための情報セキュリティの取り組みとしては、次の4つの要素を組み合わせることにより、
総合的かつ多層的に情報セキュリティの維持・向上をはかっています。

　これらは、全社的な取り組みとNECグループの各組織の取り組みに分けられます。
　全社的な取り組みとしては、情報セキュリティ基本方針・全社規程の制定、共通的な情報セキュリティ基盤の整
備、教育・意識啓発・人材育成の制度運営などの施策の立案・実施・見直し・改善を行うとともに、これらを組織全体
に効果的・効率的に浸透・徹底させる仕組みとして情報セキュリティガバナンスがあります。また、グループ内だけ
でなくお取引先と連携したセキュリティ対策の展開、信頼される製品・サービス・ソリューションを提供するための
開発プロセスの確立を推進しています。
　各組織の取り組みとしては、全社の推進を受け、各組織の事業環境や内部組織体制を考慮した各組織でのマネ
ジメントを行っています。

NECグループは、グループ全体で情報セキュリティの維持・向上をはかり、

セキュアな情報社会の実現とお客さまへの価値を提供することで、

「人と地球にやさしい情報社会」の実現に貢献します。

情報セキュリティ推進フレームワーク

情報セキュリティに関する意識向上、能力向上などの育成の仕組み

「情報セキュリティ人材」
情4

ネットワークや業務システム、PCなどを脅威から守るITの仕組み

「情報セキュリティ基盤」3

方針・規程類の整備やPDCAサイクルを回すための仕組み

「情報セキュリティマネジメント」
方2

情報セキュリティを組織全体に浸透・徹底させる仕組み

「情報セキュリティガバナンス」
情1
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● ステークホルダーへの
適切な報告、情報開示

● 信頼される製品・サービス、
　 情報セキュリティ
　 ソリューションの提供

● お客さま、お取引先から
　 お預かりした情報資産を守る
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情 報
セキュリティ
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社会的
責任

● ステークホルダーへの
適切な報告、情報開示

● 信頼される製品・サービス、
情報セキュリティ　 情報セキュリティ

　 ソリューションの提供

● お客さま、お取引先から
　 お預かりした情報資産を守る

人と地球に
やさしい情報社会

●セキュアな情報社会の実現
●お客さまへの価値提供

社会から信頼される情報セキュリティリーディングカンパニーを目指して
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情報セキュリティガバナンス

　NECでは事業部門単位、グループ会社では会社単位（会社規模
により事業部門単位）にマネジメントシステムを構築し、PDCA
サイクルのもとで情報セキュリティの維持・向上をはかっています。
　各組織の活動が、効果的かつ効率的に展開され、「OneNEC」
として全体のセキュリティレベルを向上させるためには、情報
セキュリティのガバナンスが必要です。具体的には、グループ全体
の目標を定め、目標達成に向けたグループ施策、体制構築、経営
資源の割り当てなどの方針を決定し、各組織における施策の
進捗・達成状況や情報セキュリティ事故の発生状況をモニタリング
するとともに、施策の達成状況を評価し、必要な指導や仕組みの
改善を行っています。
　また、この基本サイクルを確認する監査の実施、CSRアニュアル・
レポートや本報告書による情報セキュリティの取り組み状況の開示
を行い、透明性や事業継続性を確保しています。

　 NECグループの情報セキュリティ推進体制は、情報セキュ
リティ戦略会議とその下部組織、および各組織の推進体制で構成
されます。「情報セキュリティ戦略会議」は、NECグループにおける
情報セキュリティ事故撲滅に向けた「情報セキュリティ施策の
審議・評価・改善」、「重大事故の原因究明と再発防止策の方向
付け」、「情報セキュリティビジネスへの成果活用」などの審議を
行います。下部組織である４つの推進会議やワーキンググループ
は、国内、海外、お取引先、セキュア開発・運用に関する「推進計画、
実行施策に関する討議・調整、指示事項の徹底、施策進捗管理」等
を行います。また、事故情報の共有、各組織の状況や問題点の
把握をとおして、各種セキュリティ施策の有効性、効率性、実現性
を高めています。
　各組織の情報セキュリティ管理責任者は、主管するグループ
会社も含めて情報セキュリティに関する一義的な管理責任を
負い、組織内へのルールの周知徹底、施策の導入・運用、実施状況
の点検、見直し、改善などを継続的に実施し情報セキュリティの
維持・向上をはかっています。

 ■ 情報セキュリティガバナンス

■ 情報セキュリティ推進体制

内部監査

NEC事業部門・スタッフ部門
NECグループ会社（国内、海外）
情報セキュリティ管理責任者／推進者

（各担当組織内への施策展開、実施状況点検、改善 等）

 

推進会議・ワーキンググループ
（推進計画、施策討議／徹底 等）

情報セキュリティ戦略会議
（グループ方針の策定 等）

情報
セキュリティ
全体統括

グループ経営と一体化した情報セキュリティ推進体制

情報セキュリティガバナンスの考え方

NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

 

セキュア開発・運用推進WG

情報セキュリティ協力会社展開WG

情報セキュリティ海外展開推進会議

情報セキュリティ推進会議

内部統制推進部
（顧客情報
セキュリティ室）

経営システム本部
（セキュリティ
技術センター）

監査部門
（経営監査本部）

情報システム
委員会

社　長

各組織でのマネジメントシステム

仕組みの
確立
Plan

施策の
導入・運用
Do

点検・見直し

Check

方向付け

Direct

モニタリング

Monitor

評　価

Evaluate

仕組みの
維持・改善
Act

NECは、情報セキュリティに関する方向付け、モニタリング、評価、取り組み状況の開示・報告と
いった情報セキュリティガバナンスの仕組みを確立し、グループ全体の情報セキュリティレベルを
統制しています。
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NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

　NECグループでは、情報セキュリティや個人情報保護のポリシーに
基づき、継続的にPDCAサイクルを回し情報セキュリティの維持・
向上をはかっています。情報セキュリティ点検／監査の結果や情報
セキュリティ事故の状況などから情報セキュリティ施策の実施状況を

分析し、必要に応じてポリシーの見直しを行っています。また、第三
者認証で要求される管理水準を考慮し、ISMS認証やプライバシー
マークの取得・維持も推進しています。

　NECグループでは、情報セキュリティや個人情報保護を事業遂行
上の重要事項として位置付け、管理の強化に取り組んできました。
　情報セキュリティの取り組み姿勢は、「情報セキュリティ基本方針」と
して社会に宣言（2000年制定、2004年外部公開）しています。基本
方針を実現するための具体的な規則や基準は、情報セキュリティ基本
規程、情報管理に関する規程（企業秘密管理規程、個人情報保護規程、
技術文書管理規程）、ITセキュリティに関する規程などがあり、情報
セキュリティポリシーとして体系化されています。

　個人情報保護に関しては、NECが2000年に「NEC個人情報保護方針」
を制定後、2005年にプライバシーマークを取得し、日本工業規格「個人
情報保護マネジメントシステム要求事項（JISQ15001）」および「個人
情報保護法」に準拠したマネジメントシステムにより個人情報保護に取り
組んでいます。また、個人情報の取り扱いについては、グループ内で
共通の保護管理レベルで運用するよう推進しており、43社（2012年
3月末現在）がプライバシーマークを取得しています。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
／

個
人
情
報
保
護
ポ
リ
シ
ー

実
施
状
況
収
集
／ 

分
析

プライバシーマーク取得

情報セキュリティ
事故管理

なぜなぜなぜ分析
（事故原因分析）

事故ランク／
事故管理

緊急時対応体制
（エスカレーション管理）

情報セキュリティ点検（組織点検／個人点検）
情報セキュリティ監査

情報資産管理リスク分析

情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティマネジメントの体系

情報セキュリティ／個人情報保護ポリシー

■ NECグループ情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティ施策の遂行

改善／是正活動マネジメントレビュー

ISMS認証取得

情報セキュリティマネジメント（PDCAサイクル）

情報セキュリティの各種施策をグループ全体に展開し確実に定着化させるため、情報セキュリティ
マネジメントの体系を確立し、PDCAサイクルにより情報セキュリティの維持・向上をはかって
います。
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　「NECグループ経営ポリシー」は、グループ全体がベクトルを合
わせ、総合力を発揮するために2009年に制定されたものです。事業
遂行に関する各種ルールの共通化、制度・業務プロセス・インフラの
統一により、グローバルスタンダードな経営基盤の実現を目指して

います。NECグループ経営ポリシーには、情報セキュリティや個人
情報保護のポリシーも含まれ、国内・海外のグループ会社で共通
ポリシーとして展開されています。

■ 情報セキュリティのリスク評価
　NECグループでは、ベースライン基準との差異を分析する手法と
詳細リスクを分析する手法を使い分けてリスク評価と対策の実施を
行っています。基本的には、共通に実施すべき水準として定められた
「情報セキュリティ対策基準（ベースライン）」により、セキュリティを
維持しています。高度な管理を必要とする場合は、「詳細リスク評価
基準」に基づいた分析を行い、きめ細かな対策を実施します。

■ 情報セキュリティ事故のリスク管理
　一方、情報セキュリティ事故の報告を義務付け、その内容を分析する

ことで、情報セキュリティのリスクを管理しています。事故情報は、事故の
類型、報告形式、影響度判断、外部対応、解決手順など、グループで標準
化したルールで一元的に管理されており、情報セキュリティのPDCAサ
イクルを回す際のインプットとしています。
　マクロ的には、件数の変化、組織別（NEC、グループ会社、お取引先）
の傾向、事故の類型別の傾向などを分析し、全社的な共通施策に反映
するとともに、効果測定やKPIとしてリスク管理しています。
　また、情報セキュリティ事故の真の原因を追究するために、「なぜなぜ
なぜ分析」を実施しています。確立された分析手法に基づき、当該部門
自身が分析を行える体制を整備しています。
　重大な事故については、専門のアドバイザーが参加し分析を実施
します。結果は経営層に報告し、全社への横展開や情報セキュリティ
対策に反映することで効果を上げています。

ＮＥＣグループ経営ポリシー

情報セキュリティ点検
　NECグループでは、情報セキュリティ対策の実施状況を確認し、実施
が不十分な対策の改善計画を立案・実行する活動として、情報セキュリ
ティ点検を2005年度から毎年継続して実施しています。2011年度は、

国内グループ会社101社、海外グループ会社90社を対象に情報セキュ
リティ点検を実施しました。

情報セキュリティリスク管理

■ NECグループ経営ポリシー

NEC Way/NECブランド　経営管理・財務報告　事業遂行マネジメント　…コンプライアンス（社会的要請への適合）

情報セキュリティ 個人情報保護

企業秘密管理

【品質保証】　【輸出取引】　【環境管理】　…

情報セキュリティ基本方針 個人情報保護方針

個人情報保護ガイドライン

情報セキュリティ基本規程

内部監査規程

個人情報保護規程

不測事態対応規則

リスク管理に
関する
規程

物理的
セキュリティ
規程

IT
セキュリティ
規程

人的
セキュリティ
規程

お取引先等
セキュリティ
規程

企業秘密管理規程

技術文書管理基本規程

　情報セキュリティマネジメントが有効に機能するためには、情報
セキュリティのリスクを適切に評価し、管理する必要があります。
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　NECグループでは、事業上ISMSの認証取得が必要な組織を対象
に、ISMS認証取得支援や運用支援を行う仕組みを提供しています。
　具体的には、ISMSの規格として必要な部分を確実に満たせるよう
に設計された「標準コンテンツ」を核に、コンサルテーション、監査体
制構築、教育、効率的な審査対応（差分審査など）のサービスを提供
しています。標準コンテンツ以外にも、グループ企業の共通ポリシーや

各組織の個別のポリシーを加えることも可能となっています。また、
先行して認証取得した組織のノウハウの共有やグループ企業の
ポリシーを統一的に展開する場合などにも有効です。
　なお、この仕組みは、NECグループやお取引先（約300社）において、
多数の組織が利用してきた実績とノウハウがあり、ソリューション
（「NetSociety for ISMS」サービス）として提供しています。

■ 情報セキュリティ点検の内容
　情報漏えいに関する情報セキュリティ事故を撲滅するための重点項目
を設定し、確実な徹底をはかりました。重点項目は情報セキュリティ
事故を分析した結果、主要原因となっているものとし、具体的には、
「USBメモリなどの外部記憶媒体の安全対策」、「社外作業の安全
対策」、「重要な個人情報の管理」、「外部委託作業時の秘密情報管理」、
「メール誤送信防止」などの徹底をはかりました。2008年度からさま
ざまな情報漏えい対策を強化した結果、情報セキュリティ事故の件数は、
当時の4分の1程度まで減少しています。

■ 情報セキュリティ点検の方式
　情報セキュリティ点検の方式は、各組織の情報セキュリティ管理責任
者が組織全体の状況をチェックする「組織点検」と、個人個人が対策の
実施状況を回答する「個人点検」があります。従来は、組織点検を中心に
実施していましたが、現場の実態をきめ細かく把握し、より有効性の
高い改善をはかるため、個人点検の実施対象を拡大しています。2011
年度は、約82,000人を対象に実施しましたが、今後も対象範囲を拡大
する予定です。個人点検では、一般従業員と管理者を対象に実行面と
管理面の点検を実施しており、両者のギャップを分析することで、管理
精度の向上をはかっています。

■ 点検結果の活用による改善
　点検の結果、実施が不十分な項目については、各組織において理由
の把握および改善計画の立案を行い、組織的に問題解決に取り組み
ました。また、残課題の解決やさらなる強化が必要な内容については、
次年度の情報セキュリティ推進計画へ反映することで、継続的な改善の
取り組みを行っています。

　NECの経営監査本部が中心となって、情報セキュリティマネジメント
やプライバシーマークの監査を実施しています。監査の基準としては、
ISO/IEC27001やJISQ15001に照らし、各組織の情報セキュリティマ

ネジメントの状況を監査しています。NECグループでは、定期的に、経
営監査本部による徹底した内部監査を受ける制度を確立しています。

情報セキュリティ監査

ISMS認証取得の取り組み

■ NetSociety for ISMSを活用したグループISMS認証取得支援

■ 情報セキュリティ点検（組織点検／個人点検）

●部門長

●上位組織

　　　　等

組織点検報　告

管理者による
点検回答

一般従業員による
点検回答

ギャップ分析

NECグループ推進事務局

NECグループ組織

組 織 A

組 織 B

組 織 N

NetSociety for ISMS

個 別 審 査

事前調査　団体審査

審 査 登 録 機 関

●事業企画支援　    ●運営支援等

ビジネスアーキテクト

●コンサルティング　●教育支援

情報セキュリティマネジメントコンサルタント

●ASPサービス　     ●運用サービス

ITインフラ

情報セキュリティ点検により組織単位でPDCAサイクルを回す
● 情報セキュリティ事故を撲滅するための「重点項目」を設定
● 点検結果の活用による継続的な改善活動

組織の情報セキュリティ推進者等による点検

個人点検
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■ 認証基盤による適切なアクセス制御
　情報資産にアクセスするためには、利用者の特定とその利用者に
応じた権限の付与が重要です。そこでNECグループでは、社員だけで

なく業務上の必要性に応じてお取引先も対象として、情報を一元管理
した認証基盤を構築しています。
　認証情報は、ユーザIDに加え、組織情報、役職情報などのアクセス
制御情報があります。これらは、人事システムと連携し、異動情報（会社
／部門間異動、役職変更、退職など）が即時反映されるため、常に最新
の情報が保持できる仕組みになっています。

NECグループでは、お客さま情報や秘密情報を守るために、グローバルに利用者を管理・統制
して、PCやネットワーク、業務システムを安心・安全かつ効率的に利用できる情報セキュリティ
基盤を構築・運用しています。

情報セキュリティ基盤

情報セキュリティ基盤の特長と構成

利用者を管理・統制するIT基盤

　情報セキュリティにおける管理の基本は、個人認証の仕組みです。
人を特定する仕組みを構築することで、情報資産への適切なアクセス
コントロールや電子証明書を利用したなりすまし防止などを実現
できます。

1

　情報セキュリティ基盤は、「利用者を管理・統制するIT基盤」、「PC、
ネットワークを守るIT基盤」、「情報を守るIT基盤」の3つの基盤が

相互に連携し、補完しあいながら、NECグループの情報セキュリティ
ポリシーを実現しています。

■ 情報セキュリティ基盤の構成
● ミスによる情報漏えいを防ぐ。
● 安全に情報共有ができる。
● 第三者の手に渡っても悪用を阻止する。

● なりすましによるシステム悪用を防ぐ。
● 利用者に必要以上の権限を与えない。

利用者を
管理・統制する
IT基盤

● PCをウイルスから守る。
● PCに不正な（不適切な）ソフトをインストールさせない。
● イントラネットにウイルスを蔓延させない。
● イントラネットを不正アクセスから守る。

PC、
ネットワークを
守るIT基盤

情報を守る
IT基盤

■ NECグループ認証基盤
“アクセス制御は、最終的には一人ひとりの管理”

認証基盤業務システムへの
ログオン

業務システム・
Webコンテンツへの
アクセスコントロール

●情報は必要な人のみ開示　●アクセス制御（個人単位に認証し社内システムの利用やWebコンテンツの参照を許可）　●シングルサインオン

電子証明書発行
メールアドレス、
所属情報、
電話番号検索

NECグループ人事システム パートナー管理システム

データ項目

●ユーザID
●組織情報
●上司情報

●パスワード
●役職情報
●メールアドレス など
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■ ウイルス、ワームからPC、ネットワークを守る

【 ユーザ利用環境支援 】
　NECグループでは、NECイントラネットに接続する際は、PCの状態を
把握するソフトウェアとネットワークの状態を把握するソフトウェアの導
入を義務化し、ネットワークやPCの状態の見える化を実施することで、
すべてのPCに必要なセキュリティ対策ソフトが確実にインストールされ
るようにしています。また、パッチの配布やウイルス対策ソフトの定義
ファイルの更新を自動化し、確実に適用する仕組みとしています。

【 ネットワーク管理 】
　PCの状態を見える化するとともに、イントラネット上に侵入検知の
仕組みを設けており、セキュリティ対策が不十分なPCがイントラネッ
トに接続されたり、イントラネット上でワームが検知されたりした場
合、該当するPCやLANをイントラネットから遮断するよう制御して
います。

【 適用状況の一元管理 】
　修正プログラムの適用やウイルス対策ソフトなど、セキュリティ対策
の実施状況に関するデータは管理システムに集められ、情報セキュリ
ティの管理責任者や推進者が自部門の対応状況をタイムリーに把握
できる仕組みになっています。これにより、各種施策の円滑な推進
と徹底を容易にしています。
 
■ 脆弱性検査ツールによるチェック
　脆弱性検査ツールを使用し、NECイントラネットに接続された情報
機器の脆弱性をネットワーク経由でチェックしています。
　発見された脆弱性は、システムにより一元管理されており、各部門
の管理者は自部門の状況を閲覧して、発見された脆弱性を指示
された修正方法に従い是正します。これらの是正状況についても
システムにより一元管理され、NECグループ全体の対応状況を
フォローできるようになっています。

■ 電子メール証明書による暗号化、電子署名
　NECグループ認証基盤と第三者認証機関のシステムを連携する
ことにより、NECグループ社員に所属会社と本人を保証する電子
メール証明書を発行しています。お客さま情報など重要な情報を

メールで送信する際は、この電子メール証明書を利用してS/MIMEに
よる安全なメールのやり取りを実施しています。また、内部統制や
J-SOX法対応の確証に利用するメールには、この電子メール証明書で
電子署名を行い、メール差出人の身元を確実に証明しています。

　PC、ネットワークを守るIT基盤では、NECイントラネットに接続
される情報機器のセキュリティを維持し、ウイルスやワームからPC、
ネットワークを守ります。また、昨今、リスクが高まっている標的型攻撃
への多層的な対策が必要となってきており、セキュリティ更新プログ
ラムやウイルス対策ソフトを確実に適用することが大切です。

PC、ネットワークを守るIT基盤

2

1

2

■ ウイルス、ワームからPC、ネットワークを守る

ユーザ利用環境支援 ネットワーク管理

安心・安全なイントラネットの利用を確保

OK!

遮断

NW接続状況の収集

HW、SWライセンス情報、
パッチ情報 NW切断／

復旧の
自動化

● PCのサーバ／P のライセンス、
報、利　パッチ情報 利用状況

● 正利NWの不正利用状況の
表示　一括管理表示 不正パケットの検出 ルータ設定情報の集中管理

迅速な検知・局所化・復旧

統合DB

予　防

マネジメントの強化

NW接続機器情報把握

PC情報把握
ネットワーク監視

予防の強化

ポリシー配布 ワクチン配布 パッチ配布 ルータ管理

検　出 局所化 復　旧

侵入検知

見張り隊導入、
最新パッチ／
ワクチン適用

適用済み

未適用

運用状況の一元管理



12

【 ハードディスクの暗号化 】
　NECグループでは、業務に使用するPC全てに対してInfoCage 
PCセキュリティの導入を徹底し、ディスク内の全データを常に暗号化
した状態で保存しています。これにより、盗難・紛失が発生した場合
でも、重要な情報の漏えいを防ぎ、被害を最小限に抑えています。
【 外部記憶媒体の利用制御 】
　NECグループでは、業務に使用するUSBメモリなどの外部記憶媒体
について、記憶媒体全体が暗号化されているものを標準品として指定
しています。個人所有の市販品を利用することによる情報の持ち出しや
盗難・紛失を防止するため、標準品に限りデータ書き込みができるよう
にPCを制御しています。
【 PC操作の記録 】
　情報漏えい事故などが発生した場合、その経緯・状況を正確に把握
し、情報漏えいの影響を最小限に食い止め、再発防止対策を実施する
必要があります。そこでPCの操作ログを保存しておき、分析することに
より、情報漏えい事故の影響範囲を特定し、状況を的確に把握すること
ができます。
【 ポリシー受信クライアント 】
　外部記憶媒体の利用制御や操作ログの収集などのInfoCage PCセ
キュリティの制御ポリシーはセンターで一元的に管理しています。設定
したポリシーは全PCに強制的に適用されますので、会社や部門の管理
者が許可したPCの利用環境を容易に徹底することができます。
【 ファイルの自動暗号化 】
　NECグループでは、グループ内でやり取りするファイルを自動的に
暗号化し、認証された権限のある者しかファイルを閲覧することがで
きない「ファイル閲覧制限管理」をお取引先も含めて導入・展開して
います。
　ファイルは暗号化したまま、閲覧・編集が可能で、常に暗号化した状
態でファイルを取り扱うことから、誤って第三者にファイルが渡っても
情報が漏えいすることはありません。

情報を守るIT基盤

■ NECグループ 情報漏えい防止システム
　NECグループでは、自社製品であるInfoCageシリーズを活用した
情報漏えい防止システムを社内で構築しています。具体的には、ハード
ディスクおよびファイルの暗号化、USBメモリなどの外部記憶媒体の
利用制御、PC操作の記録・監視を実施することで、情報漏えいの防止に
大きな効果を発揮しています。

1

　情報漏えいを防止するには、情報流出につながる経路を特定し、
リスク分析を行った上で適切な対策を講じる必要があります。NEC
グループでは、グループの情報以外にも、お客さまからお預かりした
情報やお取引先に開示する情報などを管理していますので、ネット
ワーク、PC・電子媒体などのITの特徴やリスクを考慮し、各経路に対
して網羅的かつ多層的な対策を行っています。

■ 情報を守るIT基盤の全体像

■ 情報漏えい防止システム概要

NECグループ 
情報漏えい防止システム

お客さま情報・企業秘密・委託業務情報の
情報漏えいを防止

NECからの発発信メールの
誤送信を防止を防止

お客さまとの
セキュアな情報授受

クライアントPC

InfoCage PCセキュリティ

ファイル閲覧制限管理ポリシー受信クライアント

機能1 ハードディスクの暗号化
機能2 外部記憶媒体の利用制御

ポリシー設定により、特定のUSBメモリ／デバイスのみ利用可

機能3 PC操作の記録

機能5 ファイルの自動暗号化
暗号化されていないファイルを
自動巡回により発見し、暗号化する。

機能4 全社および部門の
定義した最新の
ポリシーを取得

メール誤送信
防止システム

社外セキュア環境

セキュア
情報交換サイト

用PCの持ち出し用P
ティ強化とセキュリティ

ンクライアントシンク

1

32

4
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■ 社外セキュア環境
　NECグルーブでは、情報セキュリティ事故を低減させるため、社外
でのセキュアな業務環境を独自に構築しており、多数のグループ社員
が活用しています。

■ メール誤送信防止システム
　メールアドレスの入力間違いやファイルの添付間違いなど、些細な
ミスから情報漏えい事故は発生します。
　NECグループでは、「メール誤送信防止システム」を導入し、NEC
グループ社内から社外に送信するメールは、発信前に必ず宛先や添付
ファイルの内容を確認する仕組みになっています。また、上司などの
第三者が宛先や内容を確認してからでないと社外へメールを送れない
ようにする制御も可能です。これにより、ミスの発生をさらに低減でき、
故意の転送などによる情報漏えいを防止しています。

【 持ち出し用PCのセキュリティ強化 】
　PCを社外に持ち出して利用する場合、社内での利用を比較すると
脅威が増大します。
　そこで、盗難・紛失時におけるPC内の情報保護を強化するため、
「HDD全体の強固な暗号化」、「OS起動前のプリブート認証」、「遠隔
からのデータ消去/PCのロック」の機能を搭載したセキュアな持ち
出し用PCを開発しました。このPCには「未知の脆弱性に対する攻撃
を緩和する機能」や「オートランウイルス対策機能」なども搭載して
おり、昨今のサイバー攻撃の活発化に備えています。

2 【 シンクライアント 】
　シンクライアントシステムは、運用管理の効率化と環境への配慮
から仮想PC方式を採用しています。仮想PCへのセキュリティパッチ
適用はシステム運用者が一斉に実施するため、標的型攻撃等で新たな
脆弱性を利用した攻撃が行われた場合にも、短期間で適用を完了
させることが可能です。利用者は、日々のセキュリティ対策の煩わしさ
から解消され、業務に専念することができます。
　シンクライアント端末については、Windowsの便利さを維持し
つつ、未知の脆弱性対策など高度なセキュリティ対策を実現した端末
を利用しています。また、CDで起動可能にしたタイプも開発しており、
個人が所有するPCを会社に接続可能なセキュアなシンクライアント
端末化することが可能です。これは地震等の災害対策や新型インフル
エンザ対策での利用を想定したもので、2011年3月の東日本大震災
では、社会インフラ関係業務の維持に大変役立ちました。

■ メール誤送信防止システム

返却／保留

お客さま社内メール利用者

④ファイル
　取り出し

■ セキュア情報交換サイト
　NECグループでは、お客さまやお取引先と重要な情報を安全・確実
にやり取りするため、「セキュア情報交換サイト」を運用しています。ワン
タイムURL（一回使用すると二度と使えなくなる接続先）とパスワードに
より、ファイルをセキュアに受け渡しします。これにより、USBメモリなど
の外部記憶媒体を持ち運ぶ必要がなくなり、外部記憶媒体の盗難・
紛失による情報漏えい事故のリスクを軽減しています。

4

3

お客さま NECグループ

①アップロード
　依頼

②アップロード
　依頼メール

③アップロード

「ワンタイム
 URL+PIN」

「ワンタイム
 URL+PIN」

アップロード（送信）イメージ図

セキュア情報
交換サイト

■ セキュア情報交換サイト

お客さま NECグループ

①ファイル
　格納

②ダウンロード
　依頼メール

③ダウンロード

ダウンロード（受信）イメージ図

セキュア情報
交換サイト

誤送信対策サーバ

メール送信ルールとの
整合性チェック

OKNG
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NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

情報セキュリティ人材

　NECグループでは、情報セキュリティ人材の育成として、全社員を
対象とした「情報セキュリティの知識・意識の向上」、「情報セキュリ
ティの施策を推進する人材の育成」、お客さまに価値を提供できる

「プロフェッショナルな人材の育成」の3つの観点で施策を推進して
います。

■ 情報セキュリティ／個人情報保護教育
　NECグループの全社員を対象に、情報セキュリティと個人情報保護に
関するWBT（Web Based Training）教育を実施し、情報セキュリティ
の知識やスキルの向上をはかっています。教育内容は毎年見直しを
行っており、セキュリティ施策や遵守事項をケーススタディで解説する
など、実践的な内容となっています。WBTのシステムは人事情報と連携
しており、受講対象者が変動（入社、退職など）した場合でも漏れのない
管理を実現しています。　

■ 情報セキュリティの遵守事項への誓約
　NECグループでは、お客さま情報、個人情報、企業秘密を扱う際に、

最低限遵守すべき事項として｢お客様対応作業及び企業秘密取り扱
いの遵守事項｣を定めています。遵守事項の内容を確実に理解し実
行してもらうため、NECグループ全社員から誓約を取得しています。誓
約は、「電子誓約システム」を運用することで効率的な管理と徹底をは
かっています。　

■ 情報セキュリティの意識啓発
　盗難/紛失や誤送信/誤配付などの情報セキュリティ事故に対しては、
情報セキュリティの意識を高めることが有効です。セキュリティリスクに
対する危機感を高め、自ら考え判断して、行動できるようになるために、
紛失事故と誤送信/誤配付のヒヤリハットを題材にしたビデオを活用
した意識啓発活動を実施しました。展開にあたっては、①職場懇談会、
②なぜなぜなぜ分析、③ビデオ視聴会など、職場内の対話による気
づき、分析力・判断力の向上につながる手法を提示し、各組織に適した
方法で効果的に実施しました。

情報セキュリティ人材の育成

　情報セキュリティの維持・向上をはかるためには、情報を適切に取り
扱うための知識や情報セキュリティに対する高い意識が重要であり、
そのための教育や啓発を行っています。

情報セキュリティの知識・意識の向上

1

2

3

■ 情報セキュリティ人材の育成体系

 

● 情報セキュリティ／個人情報保護教育
● 情報セキュリティの遵守事項への誓約
● 情報セキュリティの意識啓発

知識・意識の向上

● 情報セキュリティ推進者の育成
● セキュア開発・運用の人材育成
● 監査人育成

施策を推進する
人材の育成

● プロフェッショナル認定制度
● 技量認定制度

プロフェッショナルな
人材の育成

 

NECグループでは、お客さま、お取引先、社会、市場からの期待に応えるために、情報セキュリ
ティの意識やスキルの向上をはかる各種施策を継続的に実施し、情報セキュリティの人材を
育成しています。
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■ プロフェッショナル認定制度
　プロフェッショナル認定制度は、NECグループにおける高度の専門
性を有する人材を育成する制度です。事業活動を行う際に求められる、
さまざまな人材像が定められており、情報セキュリティにおいても「テク
ニカルスペシャリスト（セキュリティ）」やセキュリティスキルの保有を条
件としたITサービス管理やネットワーク構築などのスペシャリストがあ
ります。情報セキュリティに関する高度なスキル・公的資格を有している
者をセキュリティの専門家として育成・認定しており、こうしたスペシャリ
ストが核となって、製品・サービスのセキュリティ確保やお客さまへの最
適なソリューションの提供に貢献しています。　

■ 技量認定制度
　技量認定制度は、NECおよびISV（Independent Software 
Vendor）製品・サービスの技術と実務能力をコンピュータ試験により
認定する制度で、情報セキュリティに関する科目も複数用意されて
います。キャリアアップや育成の目標とすることで、高度人材を育成
し、「社員の技量アップによるお客さまからの信頼感の向上」、「事業推
進のための重点技術の習得」を実現しています。

　NECグループでは、ビジネスユニットやグループ会社の事業部門、
スタッフなどの各組織において、推進体制を構築しています。推進体
制を構成する人材は、施策展開にあたり重要な役割を担っており、必
要なスキルの養成を行っています。

施策を推進する人材の育成

　信頼される製品・サービス、情報セキュリティソリューションの提供
を通じて、お客さまに価値を提供するために、情報セキュリティの高い
専門性を発揮できるプロフェッショナルを育成しています。

プロフェッショナルな人材の育成

■ 情報セキュリティ推進者の育成
　各組織の推進者が情報セキュリティ対策を推進する上で必要な
実践的な知識やスキルを修得する教育として、「ISM（情報セキュリティ
マネジメント）リーダ養成研修」を定期的に開催しています。経験豊富な
講師が、情報セキュリティ事故のビデオを題材にした分析やケーススタ
ディを通じて、情報セキュリティマネジメントの推進手法を教育します。
また、教育受講時のディスカッションでは、さまざまな職場の実施事例
や課題を共有することができ有益な情報交換が行われています。

■ セキュア開発・運用の人材育成
　NECグループがお客さまに提供する製品・サービスのセキュリティ
品質を向上させる活動として、セキュア開発・運用の推進体制を強化
しました。これに伴い、推進者、および開発者などを対象とした「セキュア
開発教育」を実施しノウハウの習得や定着化を通じて、セキュア開発・
運用の人材を育成しました。　

■ 監査人育成
　NECグループでは、お取引先の情報セキュリティの維持・向上のため
に、お取引先に対する情報セキュリティの監査（訪問点検）を施策と
して展開しています。手法の標準化と監査人（訪問点検）の育成の
スキームを確立し、これを実施するリーダや担当者となる人材を育成
しています。これまで、数十回の研修を開催しており、約300名が監査人
として認定されています。今後もこの体制を維持・拡大していきます。

1

2

1

2

3

■ プロフェッショナルな人材育成体系

キャリア形成

高度専門性認定制度

プロフェッショナル
認定制度

業
務
遂
行

「人材像」の明示

技量認定制度

「個別スキル」の明示 ●NEC技量認定試験
●ISV認定資格
　マイクロソフト・
　オラクル・シスコシステムズ等
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　ＮＥＣグループでは海外現地法人が遵守しなければならない共通
の情報セキュリティポリシー・ルールをＮＥＣにて定義しています。
　各社の情報セキュリティポリシー・ルールについては、ＮＥＣが用意し
た雛形（The Core and Common Information Security Policy）を
利用し、ＮＥＣグループ均質のセキュリティ対策を推進しています。この
雛形はISO/IEC27001ベースになっており、グローバルで定着化が
容易なドキュメント体系となっています。各社は、所在国・地域の法規制
に準拠し、自社の組織構造に合わせた役割をマッピングして、雛形と同じ

内容、形式にて情報セキュリティポリシー・ルールを作成します。各社
での加筆・変更内容はＮＥＣにて内容を確認し承認しています。
　また、グローバルＮＥＣイントラネット共通ルール（The NEC 
Global Network Security Rules）を整備しており、イントラネットを
利用している現地法人はこれを共通ルールとして遵守しています。
本ルールには管理体制、外部インターネットとの接続、オフィス内
ネットワーク等に関するルールが含まれます。

海外現地法人の情報セキュリティ

グローバルＮＥＣイントラネット

情報セキュリティポリシー・ルール

■ グローバルＮＥＣイントラネット

　NECグループではグローバルNECイントラネットとして各地域
イントラネットを利用して海外の150拠点以上へ接続しています。

各地域のイントラネットはその地域の統括会社により管理され、地域
間の相互接続等のグローバルな運用をNECが一括管理しています。

NECグループでは、海外現地法人においても日本国内と同様の情報セキュリティレベルを
目指し、現地法人における情報セキュリティ対策（ポリシー・ルール、マネジメント、インフラ）を
実施しています。

国際GW（東京）

拠点拠点

欧州地域イントラネット
ヨーロッパ地域統括会社が管理

拠点拠点

中国地域イントラネット
中国地域統括会社が管理

拠点拠点

NECイントラネット（国内）
NECが管理

拠点拠点

北米地域イントラネット
北米地域統括会社が管理

拠点拠点

アジアパシフィック地域イントラネット
NECが管理



※情報漏えい対策基盤としては、日本国内同様にグループ内でやり取りするファイルを暗号化し、認証さ
れた権限のある者しかファイルを閲覧することができない「ファイル閲覧制限管理」を導入しています。
この仕組みにより、第三者への情報漏えいを防止しています。
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　ＮＥＣグループでは、海外現地法人においても全従業員に対して一意
となるIDを配布し、グローバルID管理基盤にて一元管理しています。こ
のIDを利用して、日本国内同様、オフィス文書の暗号化をグローバルで
実現しています。
　PC管理としては、海外現地法人の全てのPCのセキュリティ対策状況
に見える化および、ウイルス対策、セキュリティパッチ適用の仕組みを現

在導入中です。この仕組みにより、各社でのPCのセキュリティ状況を確
認することが可能となります。この状況に基づき、さらにUSBメモリ等の
アクセス制限（デバイス制御）、不許可PCのネットワーク検疫などの各
種セキュリティ施策を展開していく予定です。

情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティ基盤

■ グローバル情報セキュリティポリシー・ルール

■ グローバル情報セキュリティ基盤

　ＮＥＣでは海外現地法人の従業員向けに情報セキュリティ教育のコン
テンツを作成し、提供しています。各社ではこのコンテンツをベースとし
た情報セキュリティ教育を定期的に実施しています。
　また、各社での情報セキュリティ対策状況を把握するため、定期的
に情報セキュリティ点検を実施しています。点検結果をＮＥＣにて確認

し、各社へ対策等のフォローを随時実施しています。
　さらに、各社でのネットワークセキュリティ対策状況を確認するため、
東京本社よりグローバルNECイントラネット共通ルールをベースとし
たネットワークセキュリティ監査を実施しています。

海外現地法人が
遵守しなければならない
情報セキュリティ
ポリシー・ルール

The Core and 
Common Information 
Security Policy

ポリシー・
ドキュメント

各社の情報セキュリティポリシー・ルール

NECイントラネット共通ルール

セルフアセスメントチェックリスト

教育資料（セキュリティ啓発）

The NEC Global 
Network Security Rules

●NW運用責任者体制
●無線LAN設置、運用基準
●暗号メール取り扱い

●外部接続設置、運用基準
●外部サーバ運用基準
●ワクチン・パッチ適用、監査

① ID管理基盤
　  （個人IDによる認証基盤）

人事情報

③ 情報漏えい対策基盤

② PC管理
 （各PCのセキュリティ対策状況の見える化)

不許可PCの
NW遮断

業務システム
グローバルID管理基盤

人事データ

ポリシー適用

ウイルス対策
セキュリティパッチ

デバイス制御

ファイルの暗号化 閲覧

アクセス制御 ファイル暗号化

PC検疫データ連携

データ連携



再委託原則禁止、秘密保持義務、個人情報保護、等
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お取引先と連携した情報セキュリティ

取り組み体系

■ 契約管理
　NECグループから業務を委託するお取引先との間で、秘密保持
義務等を含む、会社間の包括契約（基本契約）が締結されています。

■ 再委託管理
　お取引先から他社への再委託は基本契約で禁止しており、再委託
の際は委託元のNECグループでの書面による事前承諾を行うことと
しています。

■ 作業従事者の管理
　NECグループからの委託業務に従事する作業者が守るべきセキュリ
ティ対策を、「お客様対応作業における遵守事項」として定め、自社に対
し遵守を誓約いただくことで、対策実施の徹底を推進しています。

■ 情報の管理
　NECグループからの委託業務で取り扱う秘密情報の管理について、

「秘密情報管理実施要領」（秘密表示、持ち出し管理、用済み後廃棄・
返還等）を定め、購入条件として実施の徹底を推進しています。

■ 技術対策の導入
　マネジメント対策をより確実に実施していただくために、技術対策
を必須の対策（可搬型電子媒体の全体暗号化等）と推奨の対策（情報
漏えい防止システムおよびセキュア情報共有基盤）に分けて導入
を依頼しています。

■ 点検の実施
　NECグループのお取引先に対する情報セキュリティの要求水準
を定義した基準書「お取引先様向け情報セキュリティ基準」（2009
年度発行）に基づき、グループ全体の標準的な仕組み（体制、手順）の
もと、毎年１回、お取引先の情報セキュリティ対策実施状況を点検
し、適宜改善指導を行っています。

　NECグループの事業活動は、お取引先と連携して遂行されます。お
取引先の技術力だけでなく、情報セキュリティも一定水準以上である
ことが非常に重要であると考えています。NECグループとしてお取引

先に要求している情報セキュリティ対策は、大きく分類して ①契約管
理、②再委託管理、③作業従事者の管理、④情報の管理、⑤技術対策の
導入、⑥点検の実施 の6項となります。

■ お取引先への情報セキュリティ対策

1

5

6

2

3

4

 

電子誓約

インストラクター

秘密情報管理
ビデオ

セキュアな
作業環境

PDCA

NECグループ
お取引先

契約管理1

やむを得ず再委託する場合は事前承認再委託管理2

「お客様対応作業における遵守事項」の徹底作業従事者の管理3

「秘密情報管理実施要領」の徹底情報の管理4

必須対策と推奨対策技術対策の導入5

「情報セキュリティ基準」の実施状況を訪問点検、書類点検点検の実施6

NECグループでは、お客さま情報を守るために、お取引先と一体となって情報セキュリティ
対策の浸透活動や点検および是正活動を推進し、お取引先における情報セキュリティのレベル
アップを図っています。
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■ 施策説明会
　お取引先がNECグループの情報セキュリティ対策を理解し実施する
ために、資材部門と情報セキュリティ部門とが連携し、全国のお取引先
を対象に、年1回（対象約2,300社、内ISMS認証取得会社約700社）、
施策説明会を各地（北海道から九州まで8拠点）で開催しています。

■ インストラクタ養成講座
　「お客様対応作業における遵守事項」の実施徹底をはかるため、お
取引先各社に社内インストラクタの設置を依頼し、その資格（有効期
限1年）の取得・更新のための講習会を年1回開催しています。2011年
度は延べ約1,700人が受講しました。

■ 意識維持向上のためのビデオ配付
　セキュリティ事故の分析結果を踏まえ、毎年、啓発ビデオを施策説明

会で上映するとともに、お取引先に提供し、社内教育に役立ててもらう
ことを推進しています。これまでのビデオの題材は、遵守事項、秘密
情報管理、Winny情報漏えい、ウイルス感染、飲酒による紛失等です。
また、2012年度からは、既存のビデオコンテンツをお取引先向け
にストリーミング配信するサービスを提供する予定です。

■ 対策ガイドの配付
　お取引先がNECグループの情報セキュリティ対策をより円滑に実施
頂けるように、対策の実施ガイドを適宜提供しています。これまで、要求
水準達成のための各種ガイド、ウイルス対策ガイド、およびWebシス
テム向けセキュア開発・運用ガイド等を発行しました。今後は、スマート
デバイス関連のセキュリティ対策ガイド等を発行予定です。

　お取引先に対する点検は主に訪問点検と書類点検から構成され

ています。

　訪問点検はNECグループとの取引が多いお取引先を対象に、毎年
100社前後を選定して順次実施しています。NECグループとして認定
した点検担当者（約300名）が直接お取引先を訪問して点検を行うた
め、お取引先自身による点検(書類点検)では気づかなかった課題を
発見することができます。
　書類点検は、NECグループと取引のある会社約2300社に対して
毎年実施されます。お取引先は情報セキュリティ事故の状況等を加味し

お取引先への対策浸透活動

お取引先に対する点検および是正活動

1

42

3

■ 点検対象会社の構成
訪問点検

書類点検

自己点検

訪問点検
対象会社

書類点検
対象会社

自己点検
対象会社

点検担当者が、お取引先を訪問。
現場でインタビューや視察を行って、
状況を調査。

多数のお取引先を対象に、Web
形式の質問項目を用意し、お取引
先が質問に回答。

「情報セキュリティ基準」別紙の
「チェックシート」を使って、お取引
先自身がセルフチェック。

■ 書類点検報告書

て毎年作成される点検項目について、自社の対策状況を自ら点検し、点
検結果をWebシステムに入力します。点検結果はNECグループで報
告書にまとめ、各社に個別にフィードバックしています。お取引先は
NECグループお取引先全体における自社のセキュリティ水準を確
認できるとともに、自社が直面している課題を把握でき、効率よく改
善を進めることができます。
　いずれの点検についても、改善が必要なお取引先に対しては、改善
計画に基づきフォローアップを行い、着実なレベルアップを図って
います。

情報セキュリティ調査報告書
（20XX年度）

報告書の利用方法

全体判定結果

内訳 適合分布

判定分布

項目別結果 判定 確認事項
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NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

セキュアな製品・サービスの提供

セキュリティを考慮した開発の推進

■ セキュア開発・運用推進体制・施策

　昨今、特定の企業や組織を狙ったサイバー攻撃が増加しており、個人
情報や企業秘密といった重要な情報資産の安全性確保が大きな関心
事となっています。
　NECグループでは、お客さまに安心・安全な製品・サービスを提供
するため、セキュア開発・運用推進WGで全社推進方針を討議し、NEC
グループ全体に配置した約300名のセキュア開発・運用推進者を通
じて事業部門へ施策を展開しています。

推進体制の構築

　具体的な施策として、開発・運用時に必要なセキュリティ対策の
ベースラインを定めた「セキュア開発・運用実施基準」を策定し、NEC
の各事業部門およびグループ会社に対して本基準への遵守を徹底

開発・運用プロセスへのセキュリティ要件組み込み

しています。また、ITセキュリティ評価基準の国際標準である
ISO/IEC15408の考え方を取り入れた開発プロセスを定義し、NEC
グループ共通の規程である品質・安全性ガイドラインや主要なビジ
ネスユニットの開発標準へセキュリティ要件を組み込んでいます。

セキュリティの観点から「ベタープロダクツ・ベターサービス」をお客さまに提供するため、
NECグループでは、製品・サービスにおける高品質なセキュリティを確保するためのさまざまな
活動に取り組んでいます。

セキュア開発・運用全社推進体制 事業部門

製品開発部門

システム構築部門

サービス提供部門

セキュア開発・運用推進WG
事業部門代表者、
品質・開発標準化・

セキュリティ部門代表者により
全社推進方針を討議

セキュア開発・運用全社推進施策
施策対象

開発・運用プロセス

製品・サービス

推進者・開発者・品質担当者

部門標準へセキュリティ要件の組み込み
（ガイド・チェックリスト）

脆弱性対策実施

可視化システムによる点検

セキュア開発・運用教育の受講

■ 開発標準への組み込み例（プラットフォームビジネスユニット）

　NECグループが提供する製品・サービスにおいてセキュアな設計／
コーディング／要塞化等を実施するため、各種ガイド／チェックリストを
整備し開発部門で活用しています。また、最新の脆弱性情報の収集や
検査ツールによる脆弱性診断の実施等、脆弱性対策についても積極的
に取り組んでいます。
　さらに、セキュリティ対策の実施状況を把握するため、NECグループ
では可視化システムを構築・運用しています。本システムでは約1,700
のプロジェクトを管理しており、状況の把握と問題プロジェクトの改善
などを実施しています。

製品・サービスのセキュア化

●セキュア開発チェック
　リストの全項目クリア

●脆弱性検査ツールで
　重大脆弱性が未検出

●工程（機能設計、詳細設計、
　コーディング）毎に用意
　されたセキュア開発
　チェックリスト適用

●セキュア開発教育の実施

出荷判定テスト設計製造開発計画

セキュア開発・
運用実施基準の適用

（診断ツール・情報管理）

施策展開

各事業部門の
推進者

●脆弱性検査ツールの
　適用計画

●ソースコード流用部分の
　脆弱性対応方針

●ソースコードを解析する
　脆弱性検査ツールの適用

●ユーザインタフェース
　経由で疑似攻撃する
　脆弱性検査ツールの適用
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■ ソフトウェアファクトリによる集中管理と脆弱性診断

　セキュア開発・運用推進者や製品・サービスの開発者／品質保証
担当者を対象に、セキュア設計、サーバ要塞化、セキュアコーディング
等の教育を実施するなど、セキュア開発・運用に関する人材育成の
強化を進めています（2011年度受講者数：延べ1,570名）。

人材育成

　NECグループは、グループ内の各種ソフトウェア開発プロジェクト
に対して、安全かつ効率的な開発をサポートするクラウド開発環境
「ソフトウェアファクトリ」を運用しています。このソフトウェアファクトリ
ではソースコードが集中管理されており、専門家チームが検査ツール
を用いて脆弱性診断を実施することで、脆弱性に対して迅速かつ適切
に対処しています。

ソフトウェアファクトリによる集中管理と脆弱性診断

日々発生する脆弱性への迅速な対応

■ 脆弱性対応推進体制　セキュリティを考慮して開発することで、セキュリティ上の欠陥で
ある脆弱性の多くを取り除くことが可能です。しかし、使用するOSや
ソフトウェア製品等にも日々新たな脆弱性が発見されていますので、
漏れなく迅速に対処する必要があります。
　そのため、NECグループでは独自の脆弱性情報管理システムを
運用し、約600名の推進体制を通じてグループ全体で脆弱性情報を
共有しています。また、脆弱性対策の実施を品質確保の全社ルールに
盛り込むことで、システム利用の徹底を図っています。
　自社製品については、脆弱性情報や対策パッチなどを迅速に公開
する管理体制を構築しています。この体制では、出荷後の製品に脆弱性
が発見された場合、脆弱性の内容が一般に公開される前に製品開発
部門へ速やかに通知されるようになっています。
　また、お客さまシステムや自社製品において、脆弱性対策を漏れなく
迅速に実施するための体制を構築しています。この体制では、脆弱性の
原因や対策方法などの詳細情報が脆弱性情報管理システムを通
じて開発部門やサービス提供部門へ速やかに通知されるようになって
います。さらに、対策状況をプロジェクトごとに管理し、対策が未実施の
場合は警告を行うことで漏れのない確実な脆弱性対策を実現して
います。 NEC製品 お客さまシステム

製品ベンダ

NECグループ推進体制

IPA,JPCERT/CC

脆弱性情報管理システム

全社脆弱性統括部門

脆弱性対策
パッチ適用

脆弱性対策
パッチ作成・公開

連携

全社
ルール

脆弱性情報脆弱性情報

脆弱性情報脆弱性情報

結果情報を分析し、
脆弱性修正レポートを作成

④ レポート確認＆脆弱性対処
③ 結果分析＆レポート

ソフトウェアファクトリ
による集中管理① 脆弱性検査依頼

開発チーム
検査専門家チーム

② 検査ツール実行

製品開発部門 サービス
提供部門

全
社
品
質
統
括
部
門

結果情報

ソースコード

脆弱性検査ツール
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NECは、お客さまの情報セキュリティの課題を解決するため、NECグループ内での構築や運用
経験に基づくノウハウを凝縮した統合セキュリティ管理ソリューション「SecureSociety」を
提供します。

お客さまに信頼されるセキュリティソリューション

　企業は、日々変化する情報セキュリティの脅威にさらされており、い
かにして安全かつ安定した環境で、事業の継続性を確保するかが重要
課題となっています。NECでは、こうした課題を解決するために、お客
さまのさまざまなセキュリティ要件に対応できるトータルソリューショ
ンとして、「SecureSociety」を提供しています。

■ SecureSociety のコンセプト
　ITやネットワークにおける脅威や脆弱性などを定量的に把握できる
「数えるマネジメント」によって、セキュリティ環境の「見える化」を可能に
します。 また、数えるマネジメントによりセキュリティのリスクや対策
の優先度を明確にすることで、さまざまなセキュリティ製品やサービス
と連携し、セキュリティの統合管理を可能にする基盤を実現します。 

■ SecureSociety の強み
　SecureSociety の強みは、①NEC自らの活用や実践にもとづくソ
リューション提供、②プランニングから実践までのトータルサービスの
提供、③全体最適化によるコスト削減、④セキュリティ対策の継続的な
向上の実現、により、お客さまを強力にサポートできることです。
　NECは、約十数万人規模に展開する社内セキュリティ基盤の構築や
運用経験の中で活用・検証した安心・安全なソリューションをお客さま
のニーズに合った形でプランニングします（セキュリティポリシーの策
定、情報セキュリティ基盤の要件定義から開発、構築までをワンストップ
で支援）。セキュリティ対策の重複や管理のムダを減らすことで、何をど
のように、どれくらいの投資で実施していくかを明確にし、全社的なセ
キュリティ環境の実現とコストの最適化を図ります。そして、数えるマネ
ジメントを実践することで、常に現状の課題と改善点を明確にし、継続
的なセキュリティレベルの向上（PDCAサイクル）や次々に生まれる新
たな脅威に対するスピーディーな対応を実現します。 

■ ソリューションのカテゴリ
　SecureSociety のソリューションは、大きく「統合管理」、「PCの
セキュリティ管理」、「サーバのセキュリティ管理」、「DMZ・メールの
セキュリティ管理」、「ネットワークのセキュリティ管理」のカテゴリで
構成されています。カテゴリ毎に、多彩な製品・サービス、関連ソリュー
ションが用意されており、「情報漏えいの防止」や「サイバーアタック
対策」を重視した体系となっています。

■ 情報セキュリティの7つの管理ポイント
　情報漏えいやサイバーアタックに対応するためには、情報が出入り
する「7つのドア」において、確実な対策を行うことが重要です。「7つの
ドア」は、NECが、実際に情報セキュリティ対策を実践する中で培った
ノウハウにより考案したものです。具体的には、①PC・USBメモリ、
②内部サーバ、③FAX・複合機、④ネットワーク機器、⑤無線LANアク
セスポイント、⑥外部サーバ、⑦リモートアクセスポイント、の7つの
管理ポイントを定義しています。IT領域、ネットワーク領域、物理領域
を広くカバーしており、お客さまの強化すべき管理ポイントに対して、
総合的、かつ最適なソリューションを的確に提案することが可能です。

NECのセキュリティソリューション

1

2

3

4

■ SecureSociety のコンセプトとソリューションカテゴリ

 
 

 

● 社外とのセキュアな情報共有交換を実現
● 外部サーバの確実なガード

● ビジネスの効率や利便性を高めるネットワークを構築
● 外部からの新しいワークスタイルを実現

● クラウド時代にふさわしい
　 セキュリティ環境を構築
● 内部／外部の
　 セキュリティリスクに対応

● 個々の利用者まで
　 管理できる仕組みを構築
● セキュアなPC環境を
　 実現し情報漏えいを防止

統合管理

ネットワークの
セキュリティ
管理

DMZ・メールの
セキュリティ
管理

サーバの
セキュリティ
管理

PCの
セキュリティ
管理

● コストの最適化も図る、
　 統合的な基盤づくりをサポート
● セキュリティの状態を
　 全社レベルで「見える化」

コンセプト
数えるマネジメントで
セキュリティの
見える化を実現

情報セキュリティの
統合管理基盤を実現
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　クラウド志向の浸透により、日々使用するPCも資産として持つので
はなくサービスとして利用したいというニーズが高まっています。
こうした状況のなか、NECは、SecureSocietyのソリューションを
最大限に活用した「PC統合管理サービス」を構築・展開しました。
　このサービスは、標準PCサービスとPCの統合管理を同時に提供
することで、PC環境の完全サービス化を実現しています。利用者の
増減やPCの故障時等にあわせて、最適なタイミングとコストでPCを

利用できるとともに、専用のポータル画面により、PCの資産管理情報
（構成管理、ラインセンス管理、ライフサイクル管理）とセキュリティ
管理情報の統合的なマネジメントが可能です。
　セキュリティについても、暗号化、ウイルス対策、デバイス制御、
ネットワーク不正接続防止、PC検疫、ID管理、ログ管理等の対策
機能を情報セキュリティレベル4相当（業界標準：FISC・COBIT）の
管理で運用しています。

数えるマネジメントと統合管理の実装事例

■ PC統合管理サービス

■ ｢７つのドア｣とソリューション体系

管理基盤から運用マネジメントまでワンストップで提供

・ ビジュアルレポート
  （ポータル形式）
・ 定期報告
  （改善提案）

・ デバイス制御
・ NW不正接続防止
・ PC検疫
・ ログ管理

・ IT資産管理
・ 構成管理
・ ライセンス管理
・ ライフサイクル管理

・ ID管理（認証）
・ 暗号化
・ ウイルス対策
・ パッチ配信

統 合 情 報 管 理

統 合 運 用 管 理

情報システム
部門

社内データ
センター 本 社 拠 点

統合マネジメント セキュリティ管理 資 産 管 理

統合DB

情報が出入りする「7つのドア」

PC・USB
メモリ

ネットワーク
機器

無線LAN
アクセス
ポイント

リモート
アクセス
ポイント

内部
サーバ

FAX・
複合機

外部
サーバ

統合管理

PCのセキュリティ
管理

サーバの
セキュリティ管理

DMZ・メールの
セキュリティ管理

ネットワークの
セキュリティ管理

情報セキュリティ整備計画策定
［SecureSociety/PS］
統合ID管理システム構築
［SecureSociety/DS］
統合ログ管理システム構築
［SecureSociety/LM］
セキュリティダッシュボード構築
［SecureSociety/IR］
セキュアPC管理システム構築
［SecureSociety/SP］
社員証ICカード発行・運用管理システム構築
［SecureSociety/IC］
データセンターセキュリティ管理システム構築
［SecureSociety/CU］
特権ID管理
［SecureSociety/IM］
Webアプリケーションセキュリティ
［SecureSociety/WA］
セキュア交換サイト構築（セキュア情報流通）
［SecureSociety/SS］
メールセキュリティ
［SecureSociety/ML］

無線LAN認証

リモートアクセス

入退場管理

運用・展開まで視野に入れた
セキュリティ計画策定を支援
スピーディーでコストパフォーマンスの
高い統合ID管理を実現
多彩なログを一元的に管理する
システムを構築
セキュリティ障害などを
リアルタイムに一元管理
あらゆるPCのネットワーク接続を
徹底管理
セキュリティと利便性を実現する
ICカード運用をトータルサポート
データセンターのセキュリティ対策を
集中管理
ID・アクセス管理を徹底し
内部統制を強化
Webなど外部サーバをさまざまな
攻撃から防御
PCやサーバのファイルを保護して、
情報の流出を防止
メールのチェックと保存により、
情報流出のリスクを低減
不正アクセスを防ぎセキュアな
ネットワーク接続を実現
社内と同じセキュリティレベルを
外部環境で実現
セキュリティの向上とともに、
業務の効率化を実現

●
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NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

■ コンプライアンス（クラウドセキュリティフレームワーク）
　多様化するお客さまのコンプライアンス要件とセキュリティ要件に
対応し、クラウドセキュリティにおけるサービスレベルの明確化と
コミュニケーション手段を提供するために、NECは、クラウドセキュリティ
の各種スタンダードに準拠した「クラウドセキュリティのフレームワーク」
をいちはやく構築しました。このフレームワークは、経済産業省のクラ
ウド関連のセキュリティガイドライン、ENISA※1のセキュリティ要求事項、
CSA※2のガイダンス、FISC※3の安全対策基準などが含まれ、NECの
マネジメントサイクルと連携し、クラウドコンピューティングの情報セ
キュリティリスクを軽減しています。

　NECは、クラウドセキュリティの確立と維持を支える要素として、
（1）コンプライアンス （2）情報セキュリティ機能 （3）可監査性・透
明性に対して、注力した取り組みを推進してまいりました。

　NECのクラウドサービスは、お客さまのITシステムが安定稼動し、
経営戦略に貢献し、ひいては株主やお客さまに対する説明責任が果
たせるよう、経営品質向上と内部統制の強化につながるＩＴサポートを

提供します。このコンセプト実現に向けてNECは、品質、情報セキュリ
ティ、コンプライアンスと可監査性・透明性に着目し、マネジメントの
高度化と不断の改善を行っています。

クラウドセキュリティの特徴

NECのクラウドサービスのコンセプト

お客さまのITガバナンス確立に貢献

お客さまのお客さまの
ご要望に応えられる
品質の提供
How Cloud Why Cloud

情報システム運用のIT統制強化

ITが安定稼動すること
IT戦略と経営戦略との整合

ITが経営戦略に貢献すること
社会的責任の達成

株主やお取引先への説明責任を果たす

提供サービスがお客さまのITガバナンス要求に
応えるためのIT統制の強化

お客さまのITガバナンス確立に寄与する
組織的ファンクショナリティの強化

■ NECのクラウドサービスのコンセプト

■ NECのクラウドセキュリティのフレームワーク
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プロジェクト品質管理基準

お客さまのお客さまの
内部統制の強化に
つながるサポート

クラウドセキュリティの取り組み

情報セキュリティの取り組み事例 1

 

※1　ENISA: European Network and Information Security Agency
※2　CSA: The Cloud Security Alliance
※3　FISC: The Center for Financial Industry Information Systems

クラウドコンピューティングによる新たな価値提供が進む中、クラウドサービスの情報セキュリ
ティが重要課題となっています。クラウドサービスにおける情報の安全性や信頼性をお客さまに
提供するための取り組みを紹介します。

品　　質可監査性・透明性情報セキュリティコンプライアンス
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■ 情報セキュリティ
　NECのクラウドサービスでは、6つのセキュリティ機能を重視して
います。具体的には、①継続的な改善と新たなリスク対策を行う組織
レベル統制、②不正と誤謬（ごびゅう）の牽制と抑止のための職務分掌と
プロセス間のチェック機構、③マルチテナント環境でのお客さまの情報
資産の保護、④発生する脅威に対応する自律的な防衛能力、⑤運用
要員による重要資産へのアクセスと操作の正当性と安全性の保証、
⑥インターネットや領域外ネットワークとの安全な相互接続と堅牢な
インフラストラクチャとネットワークトポロジーの提供、といったクラウド
セキュリティを実現するための重要な基本機能を実現しています。

■ 可監査性・透明性
　お客さまのコンプライアンス遵守とITパフォーマンスの「見える
化」のために、NECはクラウドサービスの国際的な外部保証レポート
（SOCR）を採用しています。また、クラウド基盤のプラットフォーム
セキュリティの安全性と遵守性は、日本版SOX法に対応した監査
報告書で保証しています。お客さまはこれらの外部保証レポートを
自社のSOX法準拠等に利用することが可能です。

　前述のコンセプトと特徴を具体的に実装したNECのクラウド基盤
サービスが、「RIACUBEシリーズ」です。RIACUBEシリーズには現在、
物理サーバ環境を提供する「RIACUBE」と仮想サーバ環境を提供
する「RIACUBE-V」があります。「RIACUBEシリーズ」は、国内外の
クラウドセキュリティ要件の多くに対応しています。
　例えば、アクセス管理においては、内部管理サーバの接続ログを
リアルタイムに収集し、変更管理のワークフローと連動して事前の
アクセス申請内容と自動突合せすることで、内外からの不正アクセスを
検出します。同様にお客さまの情報資産を収容する仮想環境につい
ても、操作コマンドを記録・モニタリングすることで、運用保守要員の
アクセスの正当性や操作の正当性を保証する仕組みになっています。
また、サーバ、ストレージ、ネットワークへのアクセスは、暗号化技術を
駆使したリモート保守ネットワーク環境で実現しており、そのアクセスに
用いるＩＤは、作成、配布、棚卸し、パスワード管理等を自動化したＩＤ
管理システムで効率的に管理されています。

　そして、「RIACUBE シリーズ」を擁する複数の主力データセンター
のうち、NEC川崎データセンターでは内部統制保証報告書
（SSAE16※4、ISAE3402※5）により、設備管理と物理セキュリティ統制の
実施状況と有効性を証明しています。また、同センター上の「RIACUBE」
「RIACUBE-V」は、日本版SOX法に対応した監査基準委員会報告書
第18号に準拠した内部統制保証報告書を取得しています。
　これらにより、NECのクラウド基盤サービスは、情報システム運用の
IT統制強化（ITの安定稼動）、社会的責任の達成（株主や取引先への
説明責任）を通して、お客さまの経営戦略とIT戦略を支えています。

クラウド基盤サービスへの実装

■ RIACUBEシリーズの運用管理構成
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※4　SSAE16: Statement on Standards for Attestation Engagements No.16
※5　ISAE3402: International Standard on Assurance Engagements No.3402
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統合アクセス制御技術の開発

　多数のサーバやネットワーク機器を統合運用するクラウド環境では、
一般ユーザやシステム管理者のアクセス権設定を正しく、かつ効率
よく行うことが求められます。NECでは、Web画面から簡易なアクセス
権ポリシーを入力するだけで、設定対象のサーバ・ネットワーク機器
ごとの詳細な設定情報を自動生成し、一括して配付する統合アクセス
制御技術を世界で初めて開発しました。本技術により、システム管理者の

負担を軽減すると共に、設定不備にともなうセキュリティ脆弱性を防止
できるため、企業・団体でのクラウド活用時に求められる強固なネット
ワークセキュリティ環境を迅速かつ低コストで実現します。
　さらに、本技術をOpenFlowネットワークへの設定に対応させた
ことで、クラウド環境における仮想化サーバおよびネットワークに対
するアクセス権管理の一元化を実現しています。

　OpenFlowとは、米国Stanford大学が中心となって、2008年に設立
された「OpenFlowコンソーシアム」が提唱している技術およびインタ
フェース仕様の総称であり、OpenFlowスイッチを中央のコントローラ
サーバから集中制御する新しい技術です。
　NECではOpenFlowの普及に向けた積極的な取り組みを行って
おり、2011年3月には世界で初めてOpenFlowに対応したスイッチを
製品化しました。国内外のデータセンター事業者や企業のプライベート
ネットワークなどでは、本格的な活用が始まっています。

　OpenFlowが導入されたシステムでは、OpenFlowコントローラ
がアクセス制御設定情報に基づいて多数のOpenFlowスイッチを一括
制御することで、ユーザIDやロール（組織・職掌など）に応じた柔軟な
ネットワークアクセス制御を実現します。本システムの実用化により、
通常１週間程度を要するクラウド環境におけるネットワークアクセス
制御の設定作業を数分で完了することができるため、セキュリティ運用
管理コストの大幅な削減とネットワークセキュリティ強化を同時に実現
することが可能となります。

OpenFlowによるネットワークアクセス制御

■ OpenFlowに対応した統合アクセス制御技術

クラウド環境を支えるセキュリティ技術の研究開発

情報セキュリティの取り組み事例 2

O S O S D B

O S仮想化ソフトウェア

ネットワーク機器（OpenFlowコントロール／スイッチ）

A P A P A P

仮想化サーバ 仮想化サーバ 物理サーバ

アクセス権ポリシー

アクセス権設定

ユーザIDロール

リソース情報

ID管理

クラウド環境

システム
管理者

自動生成・一括配付

Web
画面

総合アクセス制御管理サーバ

多数のサーバやネットワーク機器を統合運用するクラウド環境においてセキュリティ強化と
運用コスト削減を実現するため、OpenFlowと連携したセキュリティ技術の研究開発とその
実用化に取り組んでいます。
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標準化活動

　こうした技術の普及には、様々なベンダのソフトウェアやネット
ワーク機器との相互接続性が大変重要となります。そのためNEC
では、DMTF（Distr ibuted Management Task Force）や
ONF（Open Network Foundation）といった国際標準化団体
に参画して、統合アクセス制御技術およびOpenFlow技術の標準
化活動に積極的に取り組んでいます。

■ 統合アクセス制御技術・OpenFlow技術の標準化活動

（a） DMTF（Distributed Management Task Force）
　DMTFは、分散マルチベンダシステムの運用管理に関する標準化を
行う国際団体であり、主要な仮想化ソフトウェア・OS・DBベンダが参画
しています。
　NECは、DMTFにおいて、アクセス制御設定情報の自動設定ソフ
トウェア（アダプタ）に関する仕様を提案し、2011年9月に正式採択
されました（DSP-1106,“Integrated Access Control Policy 
Management”）。 

（b） ONF（Open Network Foundation）
　ONFは、OpenFlow仕様の標準化を行う国際団体であり、主要な
インターネットサービス事業者・ネットワーク機器ベンダが参画して
います。
　NECは、OpenFlowコンソーシアム設立メンバの一つとして、ネット
ワークスイッチの制御プロトコル策定に参画しており、今後のネット
ワークアクセス制御情報の設定に関する提案も検討中です。

　今後も本技術の改良・国際標準化の推進を継続し、クラウドプラット
フォーム事業やクラウドサービス事業などの分野における実用化を
目指して研究開発を進めてまいります。

アダプタ アダプタ アダプタ

アクセス権設定ソフトウェア

アダプタ

D B

OpenFlow
スイッチ

OpenFlow
コントローラ

管理対象ネットワーク管理対象サーバ

OpenFlow
スイッチ

WindowsLinux仮想化サーバ

アダプタ

DMTFでの標準化を完了
各ソフトウェアベンダーは自社ソフト用のプロバイダを容易に開発

ONFにて標準化中

通 信

統合アクセス制御管理サーバ

アクセス権設定

通 信通 信
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NECソフトの情報セキュリティ方針

■ プロジェクトにおけるセキュリティマネジメント
　全てのプロジェクトは、社内規程や各種ガイドによって定められた
プロセスを基本に管理されていますが、プロジェクトの特性を考慮し
たリスクマネジメントや定められた管理プロセスの実行状況の確認
が必要となります。NECソフトでは、「脅威分析」と「プロジェクトセキュ
リティ監査」の仕組みを構築し、プロジェクトにおけるセキュリティ品
質の確保に取り組んでいます。
　「脅威分析」は、お客さまの要望を明確にしつつ、提案段階でサービス
やシステムの概要を元に考えられる脅威を抽出し、対応策を導き出
します。重要なポイントを３０程度の確認事項に絞り込んだワークシート
を活用し、設計の初期段階から組み込みに必要なセキュリティ機能を
認識することで、有効性の高い機能の組み込みを実現しています。
　「プロジェクトセキュリティ監査」は、プロジェクトにおけるセキュリティ
の実施状況をモニタリングします。書類監査と現地監査を組み合わせる
ことで、現場の負荷を抑えつつ、改善施策を的確かつ速やかに展開して
います。本活動は、2006年に開始し、年間100件を超える監査を実施し
ています。監査を実施したプロジェクトが増えるにつれ、事業部門ごと
の改善ポイントの特性、全社的な問題点、ベストプラクティスが明らか
になるなど、モニタリングの成果が、個別のプロジェクトにとどまること
なく、全社で現れています。

　NECソフトは、NECグループのITサービス事業における中核会社
として、SI革新活動に取組み、 お客さまに信頼性の高いITサービスや
システム、ソリューションを提供しています。
　お客さまに安心してお使いいただける優れたシステムやサービス
を提供するためには、開発技術はもちろんのこと、事業特性を考慮した
セキュリティレベルや開発過程の安全性確保が重要です。そのため、

NECグループの情報セキュリティ方針に基づき、ISMSや個人情報
管理を全社の情報セキュリティ管理体制のもと、組織的な統制を行う
一方で、ITサービスやシステムの開発・構築については、プロジェクト
を単位として、徹底した情報セキュリティ管理を行っています。

　情報セキュリティを支える主な対策としては、①プロジェクトにおける
セキュリティマネジメント、②セキュア開発/脆弱性対応、③情報セキュリ
ティ教育/要員育成、があります。

NECソフトの情報セキュリティ対策

 

1

ＮＥＣソフトは、ＮＥＣグループにおけるITサービス事業の中核を担う企業として、お客さまの
満足、信頼できる価値を提供いたします。特に情報セキュリティには、高い優先度で積極的に
取り組んでいます。

NECソフトにおける情報セキュリティの取り組み

情報セキュリティの取り組み事例 3

■ NECソフトの情報セキュリティ対策

● お客様対応作業における遵守事項
● 情報セキュリティ事例勉強会
● ヒューマンエラー研修
● 情報セキュリティの専門家を育成

● Webアプリケーション脆弱性検査
● サーバ脆弱性検査
● ソースコード脆弱性検査

● 脅威分析
● プロジェクトセキュリティ監査

プロジェクトに
おけるセキュリティ
マネジメント

情報セキュリティ
教育／要員育成

セキュア開発／
脆弱性対応
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■ セキュア開発／脆弱性対応
　昨今、外部に公開されているサービスやシステムが攻撃を受け、多大
な損失や責任問題に発展する情報セキュリティ事故が発生しています。
扱う情報の重要性や攻撃手法の進化により、影響の範囲も拡大して
います。
　NECソフトは、NECグループのお客さまに安心してサービスやシス
テムを利用いただけるよう、セキュア開発の取り組みとして、推進体制や
ガイドライン（設定、プログラミング等）の整備を進め、社内に展開して
います。
　特に、開発したシステムや製品の脆弱性検査については、2007年
から「Webアプリケーション脆弱性検査」を開始し、現在、「サーバ
脆弱性検査」、「ソースコード脆弱性検査」を加え、3種の検査環境
（検査用ハードウェアおよびソフトウェア）と検査要員を配置しています。
2011年度、出荷したシステムや製品の検査件数は、130件を超えて
おり、人手によるレビューや機能評価での検出が難しい脆弱性の排除、
開発担当者の誤った知識の修正、開発担当者が必要とする知識・経験
の早期獲得など、高品質確保と開発効率向上に有効に機能しています。
また、ここで得られた多くの知識と経験は、ノウハウとして蓄積され全社
に教育展開しています。

2 ■ 情報セキュリティ教育／要員育成
　NECソフトでは、情報セキュリティの各種施策の効果をあげるため
に、年間計画に基づき、教育と人材の育成を行っています。
　情報セキュリティ事故をなくす教育としては、NECグループで展開し
ている「お客様対応作業における遵守事項」により、行動面の基本的な
考え方を浸透させています。この教育は、プロジェクトへの参加要件と
して位置づけ、常に受講できるよう年間を通して毎月6回以上開催して
います。
　また、全事業部門で各期の始めに「情報セキュリティ事例勉強会
（対面教育）」を開催し、情報セキュリティ事故の事例を共有し、部門
内で相互に注意を喚起するなど、社員自らが置かれている状況や
責任の理解の促進を図っています。
　さらに、情報セキュリティの事故原因の多くがヒューマンエラーであ
ることを鑑み、2010年度から「ヒューマンエラー研修」を実施していま
す。この研修では、14に分類されたヒューマンエラーの中から自分が起
こし易いエラーを特定し、これを少なくするためのポイントを学びます。
既に2600名を超える者が受講し、効果が確認されています。
　そして、プロジェクトセキュリティ監査や脆弱性検査にあたる者等に
は、資格の取得を奨励しており、資格制度を運営する各種法人（IPA※1、
JASA※2、SAAJ※3等）により認定された知識や経験をNECグループの
セキュリティレベル向上に活かせるよう情報セキュリティの専門家を育
成しています。

3

■ 製品・システム・サービスの脆弱性検査

Web攻撃パケット

攻撃パケット

インポート
ソースプログラムコピー

ストレージWeb
アプリケーション
脆弱性検査

サーバ
脆弱性検査

ソースコード
脆弱性検査

※1　 I P A : 独立行政法人 情報処理推進機構
※2　JASA: 特定非営利活動法人 日本セキュリティ監査協会
※3　SAAJ: 特定非営利活動法人 日本システム監査人協会
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情報セキュリティ管理体制

　現在、中国地域においてもSIビジネスやオフショア開発等における
情報セキュリティへの対応が重要になってきており、その確実な対策
が求められています。
　こうした状況に基づき、日電（中国）有限公司（以下、日電（中国））で
は情報セキュリティ委員会を整備しています。本委員会は、中国総代
表から任命された情報セキュリティ委員長、および情報セキュリティ
事務局（IT推進室）、各事業本部の委員と常務委員により構成されて

います。この委員会を定期的に開催し、情報セキュリティポリシー・
ルールの従業員への浸透、施策の展開、および技術施策等を決定し、
情報セキュリティ事故の撲滅にむけ活動しています。
　また、日電（中国）は中国国内のNECグループ会社約20社に対し、
中華圏での統括会社として情報セキュリティ対策の推進、状況確認を
行っています。　

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

　日電（中国）では、ポリシー・ルール、管理施策、技術施策の三つの要
素を組み合わせて管理をしています。この活動では情報セキュリティ
ポリシー・ルールの定着化・見直し、全従業員への教育、入社時の教育
（新人および中途採用）を実施しています。技術施策としてNECグロー
バル標準のセキュリティ基盤である、ID管理基盤、文書の暗号化、および

PC管理を導入しています。
　また、情報セキュリティ点検を定期的に実施し、各セキュリティ施策の
対策状況を確認し、改善・是正活動をおこない、PDCAサイクルを回し
ながらセキュリティ対策を実施しています。

■ 日電（中国）情報セキュリティ管理体制

 

日電（中国）有限公司ではNECグローバル標準に基づき、情報セキュリティポリシーを制定、
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を構築し、統合的に情報セキュリティ施策を
実施しています。

日電（中国）有限公司の取り組み

情報セキュリティの取り組み事例 4  

指 示 報 告

中国国内
グループ会社
約20社

情報
セキュリティ
推進・実施

情報セキュリティ委員会

各事業部／スタッフ部門

報告／フィードバック指 示

情報セキュリティ委員長

中国総代表 兼 NEC（中国）総裁

情報セキュリティ事務局（IT推進室）

情報セキュリティ責任者：各事業本部長・スタッフ部門長（委員）

推進管理者：各部門指定マネジャー以上管理者（常務委員）

各部門情報セキュリティ推進チーム：各部門（作業）管理者・担当者
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■ 施策説明会

■ 日電（中国）におけるISMS運用

お取引先における情報セキュリティ対策

　日電（中国）では、ソフト開発やＳＩ等の委託が多い中国のお取引先に
対して、NEC、NECグループ国内会社、および中国主要現地法人４社
（日電卓越軟件科技(北京)有限公司、日電信息系統(中国)有限公司、
NEC軟件(済南)有限公司、NEC軟件系統科技(杭州)有限公司）と
連携し、日本国内と同等の情報セキュリティ対策の展開および推進を
行っています。
　対象となるのは、NECおよびNECグループ国内会社から直接オフ
ショア委託するお取引先と、日電（中国）、中国主要現地法人4社のお取引
先をあわせ、合計約150社となっています。これらのお取引先に対して、
日本国内と同様、（1）契約管理、（2）再委託管理、（3）作業従事者の管
理、（4）情報の管理、（5）技術対策の導入を展開しています。
　特に（2）の再委託管理においては、日本から中国のお取引先へオフ
ショア開発を委託する場合には、一次再委託のみを許可しています。
この場合、再委託先情報を原則年１回、お取引先からご提出頂き、委託
元で再委託先の事前承諾を行います。また、中国主要現地法人からお
取引先へ委託する場合は、再委託を禁止しています。

　日電（中国）が中心となり、2010年度から中国主要拠点にて、お取引
先向けの情報セキュリティ施策説明会を開催しています。

　説明会では情報セキュリティ対策と合わせて、情報セキュリティ事故の
定義と発生時の報告義務について周知徹底しています。また、お取引
先社内で情報セキュリティ教育を行うインストラクタに対して研修会を
行い、ＮＥＣ独自の情報セキュリティ意識啓発ビデオや教育ツールを配
付し、お取引先従業員の教育支援、意識向上を図っています。

　お取引先におけるセキュリティ対策の実施状況の点検を2011年度
から開始しています。点検項目は、情報の管理や遵守事項を中心に約
50項目からなり、受託業務やプロジェクトにおけるセルフチェックを
実施しています。さらに、重要なお取引先に対しては日電（中国）が現場
訪問を行い、状況確認と改善指導を行っています。なお、新規取引先
選定時においても、お取引先候補会社を現場訪問し、情報セキュリティ
管理状況の事前チェックを行っています。

施策の展開・推進

お取引先への教育支援・周知徹底

お取引先に対する点検および是正活動

第三者評価・認証（ISO/IEC27001：2005）

　2007年7月に日電卓越軟件科技（北京）有限公司※1が中国国内と
しては、いち早くISO/IEC27001：2005の認証を取得しました。これ
をベースとして、日電（中国）が2011年7月に認証を取得しています。
　これらの認証取得においては、中国国内の分散した拠点間での
セキュリティ対策状況の確認やリスク分析に関する調整等、難しい
状況がありましたが、TV会議やeラーニング等を活用し、タイムリーな
情報共有により、これらの課題を解決しました。さらに、リスクレベルを

三段階に分類することで、リスク受容基準を設定し，リスクの受容可能
レベルを特定し、リスク分析を実施しました。認証取得後も継続して、
リスク分析、情報セキュリティ教育、内部審査、マネジメントレビュー
など一連の定着化活動を展開しています。

※1 日電卓越軟件科技（北京）有限公司：サーバおよびストレージ関係のプラットフォームソフトウェア群を
　　中心とした開発、販売事業を展開

情報セキュリティ
マネジメントシステム
PDCAサイクルでの運用

情報資産管理
リスク分析

情報セキュリティ
施策の遂行

情報セキュリティ点検
情報セキュリティ監査

改善／是正活動
マネジメントレビュー● ID管理・認証

● ウイルス対策とパッチ自動適用、可視化
● 情報セキュリティ教育、点検・監査
● 情報セキュリティインシデント管理

● 情報セキュリティマネジメントシステムの構築
● 情報セキュリティポリシーおよびルールの整備

ポリシー・ルール
（ISMS確立）

技術施策
（技術的・物理的な対策）

管理施策
（運用、点検・監査）



32

日本電気株式会社

NECアクセステクニカ株式会社

アビームコンサルティング株式会社

アビームシステムズ株式会社

NECインフロンティア株式会社

株式会社N&J金融ソリューションズ

NECエンジニアリング株式会社

株式会社オーラライン

NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社

NECキャピタルソリューション株式会社

九州日本電気ソフトウェア株式会社

株式会社KIS

日本電気航空宇宙システム株式会社

NECコンピュータテクノ株式会社

埼玉日本電気株式会社

静岡日電ビジネス株式会社

NECシステムテクノロジー株式会社

株式会社NEC情報システムズ

昭和オプトロニクス株式会社

NECソフト株式会社

NECソフトウェア東北株式会社

NECソフト沖縄株式会社

株式会社中国サンネット

中部日本電気ソフトウェア株式会社

日本電気通信システム株式会社

NECデザイン&プロモーション株式会社

NEC東芝スペースシステム株式会社

NECトーキン株式会社

長野日本電気株式会社

日本アビオニクス株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社

株式会社ネットコムセック

NECネットワーク・センサ株式会社

NECネットワークプロダクツ株式会社

NECパーチェシングサービス株式会社

NECビジネスプロセッシング株式会社

NECビッグローブ株式会社

NECフィールディング株式会社

フォワード・インテグレーション・システム・サービス株式会社

北陸日本電気ソフトウェア株式会社

北海道日本電気ソフトウェア株式会社

NECロジスティクス株式会社

ISMS認証取得組織を持つグループ会社

情報セキュリティマネジメントシステム国際規格ISMS（ISO/IEC27001）認証を取得した組織を持つ会社は、以下のとおりです。

ISMS認証の取得状況

NEC’s Initiatives to Build a Secure Information Society

第三者評価・認証
NECグループでは、情報セキュリティに関連する第三者評価・認証の取得に積極的に取り組んで
います。
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プライバシーマーク取得

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）からのプライバシーマーク使用許諾状況は、以下のとおりです。

ITセキュリティ評価の国際標準であるISO/IEC15408の認証を取得した主な製品・システムは、以下のとおりです。

日本電気株式会社

NECアクセステクニカ株式会社

アビームコンサルティング株式会社

NECインフロンティア株式会社

株式会社N&J金融ソリューションズ

NECエンジニアリング株式会社

九州日本電気ソフトウェア株式会社

株式会社KIS

NECコントロールシステム株式会社

NECコンピュータテクノ株式会社

株式会社サイバーウィング

ジー・プラン株式会社

静岡日電ビジネス株式会社

NECシステムテクノロジー株式会社

株式会社NEC情報システムズ

NECソフト株式会社

NECソフト沖縄株式会社

NECソフトウェア東北株式会社

株式会社中国サンネット

中部日本電気ソフトウェア株式会社

NECディスプレイソリューションズ株式会社

NECデザイン＆プロモーション株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社

ネッツエスアイ東洋株式会社

NECネットイノベーション株式会社

NECパーソナルコンピュータ株式会社

VALWAY121ネット株式会社

NECビジネスプロセッシング株式会社

NECビッグローブ株式会社

NECファシリティーズ株式会社

NECフィールディング株式会社

NECフィールディングシステムテクノロジー株式会社

フォワード・インテグレーション・システム・サービス株式会社

NECプロサポート株式会社

北陸日本電気ソフトウェア株式会社

北海道日本電気ソフトウェア株式会社

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社

NECモバイリング株式会社

株式会社NECライベックス

NECラーニング株式会社

リバンスネット株式会社

NECロジスティクス株式会社

株式会社ワイイーシーソリューションズ

ISO/IEC15408認証取得製品・システム

StarOffice X（グループウェア）

WebSAM SystemManager（サーバ管理）

InfoCage PCセキュリティ（情報漏洩防止ソフトウェア）

WebOTX Application Server（アプリケーションサーバ）

NECグループセキュア情報交換サイト（セキュア情報交換システム）

NECグループ情報漏洩防止システム（情報漏洩防止ソフトウェア）

NEC ファイアウォール SG コアユニット（ファイアウォール）

PROCENTER（文書管理ソフトウェア）

プライバシーマークの取得状況

ITセキュリティ評価認証の取得状況
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商 号

本 社

創 立

資 本 金

連結従業員数

連結子会社数

日本電気株式会社

NEC Corporation

東京都港区
芝五丁目7番1号

1899年（明治32年）
7月17日

3,972億円※

109,102名※

265社※

2012年3月31日に終了した事業年度※2012年3月31日現在

会 社 概 要

事 業 紹 介

官公庁や企業向けに、システム構築やクラ
ウドサービスなどのITサービスと、ITシス
テムや企業ネットワークシステムを構築す
るために必要なプラットフォーム製品群を
提供しています。

ITソリューション事業

通信事業者向けネットワーク機器や、ネット
ワーク制御のための基盤システム、運用
サービスなどを提供しています。豊富な実
績と高い技術力によって信頼性の高い通信
基盤の実現に貢献します。

キャリアネットワーク事業
ICT（情報通信技術）によって、放送映像シス
テムから交通・公共、消防・防災、航空宇宙・
防衛までさまざまな社会インフラの高度な
運用を可能にし、安心・安全で、快適な社会
の実現に貢献します。

社会インフラ事業

リチウムイオン二次電池、自動車向け電極、
家庭用蓄電システムによって低炭素社会の
実現に貢献するほか、快適で美しい住空間を
実現する照明器具を提供しています。

その他
スマートフォンや携帯電話機、インターネッ
ト・サービス、企業向けパソコン、ディスプレ
イソリューションなどの提供のほか、クラウド
と利用者との接点となる商品創出に取り組
んでいます。

パーソナルソリューション事業

中華圏 7.1%
2.9%
APAC

（アジア・パシフィック） 

EMEA 
（欧州、中東、アフリカ）

6.5%

日本 79.3%中南米 1.7%
北米 2.5%

連結売上高・連結当期純損益 地域別連結従業員数割合

連結当期純損益
（右軸）

連結売上高
（左軸）

（億円） （億円）

0

2011（年度）2010

40,000

30,000

20,000

10,000

–125
−1,103

30,36831,154

–2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

国内 84.1%

国外 15.9%

地域別連結売上高構成比

IT ソリューション事業
1 兆 1,892 億円（39%）

キャリア
ネットワーク事業
6,027 億円（20%）

その他
2,535 億円（8%）

パーソナル
ソリューション事業
6,610 億円（22%）

社会インフラ事業
3,304 億円（11%）

2011年度
売上高

3兆368億円

セグメント別売上高（構成比）

NECグループの概要
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1990年制定

NECグループ ビジョン2017

人と地球にやさしい情報社会を

イノベーションで実現する

グローバルリーディングカンパニー

企業理念に基づいて、NECグループが10年後に実現したい社会

像・企業像をまとめました。「2017」には、C&C宣言40周年にあたる

2017年に向けたビジョンという意味をこめました。

「NEC Way」は、企業理念、ビジョン、バリュー、企業行動憲章、

行動規範を含むNECグループの経営活動の仕組みを体系化した

ものです。私たちはNEC Wayの実践を通してお客さまやその先の

社会に貢献し、人と地球にやさしい情報社会を実現していきます。

NECグループ 企業理念

NECはC&Cをとおして、

世界の人々が相互に理解を深め、

人間性を十分に発揮する

豊かな社会の実現に貢献します。

NECグループバリュー
企業理念とNECグループビジョン2017の

実現に向けて、NECグループ社員の

価値観と行動原理をまとめました。

私たちが、100年を超える

歴史の中で受け継ぎ、

将来にわたってお客さまや

社会に役立ち続けるための

源泉となるものです。

［ 行動の原動力 ］

価値観 重要な行動原理

イノベーションへの情熱

［ 個人一人ひとりとして ］

［ チームの一員として ］
共 創

［ お客さまに対して ］

●物事の本質を追究する
●従来の常識を創造的に破壊する
●世界中の知恵を新結合する

●スピードを持って動く
●最後までやり抜く
●枠を超えて挑戦する

●個性を尊重する
●オープンに聴き学ぶ
●枠を超えて恊働する

●生活者視点で考える
●お客さまの喜びを創造する
●世界のベストを追求するベタープロダクツ・ベターサービス

自 助

NEC Way
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