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情報セキュリティ 

NEC は、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、情報セキュリティを重要な経営

活動として位置づけ取り組んでいます。 

方針 

NEC は、より良い商品やサービスを提供して社会の発展に寄与するために、お客さまやお取引先からお預かりした情報資産や当社の情報資

産を守ることが責務であると考え、「情報セキュリティ基本方針」を定めています。 

 

さらに NEC グループでは、「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・システム・サービスの提供、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を実現し、お客様

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、「情報セキュリティマネジメント」「情報セキュリティ基盤」「情報セキュ

リティ人材」「情報セキュリティガバナンス」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。 
 

 
情報セキュリティ推進フレームワーク 

 

 NEC 情報セキュリティ基本方針 

 情報セキュリティ報告書 

http://jpn.nec.com/profile/governance/security.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/security/
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推進体制 

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、および各組織の情報セキュリティ管理責任者／

推進者で構成されています。「情報セキュリティ戦略会議」は、CISO（Chief Information Security Officer）が議長を務め、サイバーセキ

ュリティリスクを含む、情報セキュリティリスクに対応するために、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。また、CISO から直接指示を受け、サイバーセキュリティ

対策推進を行う CISO オフィスと、サイバー攻撃を監視し、インシデント発生時に迅速に攻撃の解析、原因分析を行い、事態の収束を行う 

インシデントレスポンス対応組織（Computer Security Incident Response Team、以下 CSIRT）を CISO の下に設置しています。下部組織

である推進会議やワーキンググループは、国内、海外、お取引先別に、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、施策進捗管理などを行います。 

 

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。 

 

 

 
情報セキュリティ推進体制 
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2016 年度の主な活動実績 

サイバー攻撃対策強化 

特定の企業・組織を狙い撃ちする標的型攻撃、ランサムウェア（ファイルが暗号化され、復号と引き換えに身代金を要求）、および不特定

多数を狙ったばらまき型メール攻撃など、日々発生するサイバー攻撃は巧妙化・高度化しています。これに対抗する手段の 1 つとして、PC・

サーバの脆弱性対策およびインシデントレスポンスの効率化を目的に、当社および国内関係会社全社に対してサイバー攻撃対策強化システム

（GCAPS*1）の導入を開始しました。 

 

GCAPS では、リスク認識に基づき対処を行う「事前防御」と、インシデント検知発生時の「事後対処」の 2 つの側面から PC・サーバ対策

の強化をはかっています。2017 年度以降、海外現地法人にも GCAPS を順次導入する予定です。 

 
*1 GCAPS：Global Cyber Attack Protection System。外販ソリューション名：NEC Cyber Security Platform（NCSP） 

 

 

 
GCAPS のコンセプト 

 

 

また、海外への展開としては、APAC 地域を対象に、サイバー攻撃対策（未知の攻撃検知、ログ統合管理・監視、CSIRT 体制確立）を実施

しました。2017 年度は、実施地域の拡大を進めていきます。 

 

さらに、NEC がサイバー攻撃を受けた場合の CSIRT を含む各関連部門の対応や部門間の連携、および経営トップの記者会見を模擬体験す

る「サイバー総合演習」や、従業員に不審なメールへの“気づき”を与える標的型攻撃訓練も実施しました。CSIRT 要員の技術力向上やセキュ

リティ人材の裾野拡大を目的とした、NEC 内のセキュリティコンテスト（Capture The Flag：CTF）である「NEC セキュリティスキルチャ

レンジ」も開催しました。 
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グローバル情報セキュリティインフラの強化 

PC の情報セキュリティ対策状況（セキュリティパッチの適用、マルウェア対策、PC の暗号化など）を“見える化”*2し、統合的な管理を 

可能にするセキュリティ対策基盤の整備を、海外現地法人においても完了しました。なお、PC のファイル暗号化ツールの導入については、

2016 年度下期から、国内と同様に、InfoCage FileShell を海外現地法人にも導入を開始し、2017 年度以降、順次導入を促進・必須化する予

定です。 

 

*2 “見える化”とは、各現地法人の情報セキュリティ対策状況（例：セキュリティパッチの適用状況、PC の暗号化対策の実施率など）を定量的に確認することが

できる仕組みのことです。経営システム本部、各地域統括会社、および現地法人の情報セキュリティ管理者がこの情報を確認し、情報セキュリティ対策をよ

り具体的に推進していくためのものです。 

 

 
 

“見える化”の例（地域別情報セキュリティ実施状況サマリ） 

（ここに掲載されているグラフは仮のデータで、実態とは無関係のものです） 
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セキュア開発・運用の推進強化 

NEC グループでは、システム開発・運用者の負担軽減を目的として、お客さまシステムの脆弱性に対する修正パッチの動作やシステムへの

影響を検証するサービスを、社内で運用しています。同サービスを各業務プロジェクトで利用することで、お客さまシステムの脆弱性対策を

確実に実施しています。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、このサービスの利用徹底をはかっています。 

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することで漏れのない確実な脆弱性対策を実現しています。 

 

また、2015 年に経済産業省と IPA（独立行政法人情報処理推進機構）から発行された「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」に基づい

た実装ガイド等、お客さまへのシステム提案を支援するコンテンツを現場の業務プロジェクトに展開し、ビジネス拡大をはかっています。 

特に、お客さまシステムにおけるセキュリティ上のリスクを早期に“見える化”し、可能な限り低減させるために、リスクアセスメントの実施

に取り組んでいます。近年では、IoT 機器や制御システムへの攻撃のリスクが増加しているため、ICT システムに加えて IoT 機器や制御シス

テムに対してもリスクアセスメントを実施し、お客さまの業務を止めないためのセキュリティ対策を提案する活動を進めています。 

 

 

 

 
脆弱性対応推進体制 
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モニタリング・改善 

情報セキュリティ点検の実施 

NEC グループでは、情報セキュリティ点検により、セキュリティ対策の実施状況を確認し、改善計画を立案・実行する活動を継続して実施

しています。 

 

2016 年度は、当社および国内関係会社 60 社において情報セキュリティ点検を実施しました。一般従業員と各施策の管理者を対象に、対策

の実施状況を確認する個人単位の役割別点検（個人点検）を実施し、実態を正しく把握することで有効性を高める改善を行いました。海外現

地法人についても 34 社で個人点検を実施し、対策状況をきめ細かく把握するとともに意識や認知度の向上をはかりました。 

 

こうした継続的な活動により、情報セキュリティ対策の実施状況は当社および国内関係会社において、着実に改善されています。しかし、

一部の対策については、依然として改善の余地があるものも散見されるので、これらの対策の実施徹底を当社および国内関係会社に注意喚起

しました。一方、海外現地法人については、国内関係会社の実施レベルには到達していないため、点検結果をもとに各社へ対策を指示すると

ともに、定期的に対策状況をフォローしました。 

 

お取引先の点検 

「NEC グループ お取引先様向け情報セキュリティ基準」や「お客様対応作業における遵守事項」などに基づき、お取引先の情報セキュリ 

ティ対策の実施状況を点検・評価（訪問点検、書類点検）し、結果をお取引先にフィードバックして改善の徹底をはかりました。 

 

2016 年度は、書類点検を約 1,450 社、訪問点検を 50 社に対して実施しました。 

 

継続的な活動により、お取引先の情報セキュリティ対策の実施状況は着実に改善されています。しかし、一部の対策については、 

他の対策に比べ、実施率が低いものが依然として存在しますので、これらの対策の実施徹底をお取引先に依頼しました。 

 

お客さまへの提供製品・システム・サービスにおけるセキュリティ対策状況の点検 

NEC グループのお客さま対応案件のセキュリティ対策推進状況を“見える化”するシステムの利用促進により、セキュア開発あるいは運用・

保守の対策が不十分な案件を特定し、問題案件の改善促進を継続して実施しました。 
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目標と成果 

中期目標(2016～2018 年度) 

 

2016 年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

目標 成果・進捗 達成度 

１．サイバー攻撃対策の強化（国内、海外） 

・巧妙化・高度化するサイバー攻撃への 

対策強化として、 GCAPS の国内展開

と、サイバー攻撃対策の海外展開拡大 

をはかる。  

・GCAPS を当社および国内関係会社へ導入開始しました。 

・APAC 地域を対象に、サイバー攻撃対策（未知の攻撃検知、ログ統合管

理・監視、CSIRT 体制確立）を実施しました。 

○ 

２．グローバルセキュリティインフラの整備 

・海外現地法人における情報セキュリティ

レベルを日本と同等に向上させる。 

・PC のファイル暗号化ツールとして、下期から InfoCage FileShell を海外

現地法人にも導入を開始しました。 

・GCAPS を海外現地法人へ導入する準備を完了しました。 

○ 

３．セキュア開発・運用の推進強化 

・セキュアな製品・システム・サービスを

お客さまへ効率的に提供するための仕組

みを現場案件に適用するとともに、現場

へ浸透させるためのリーダ育成を行い、

ビジネス拡大をはかる。 

 

・お客さまシステムの脆弱性対策の実施を品質確保の全社ルールに盛り込

み、現場プロジェクトにおいて脆弱性対策管理支援システムの利用を徹

底しました。 

・「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」に基づいた、お客さまシス

テム提案を支援するコンテンツを、現場プロジェクトに展開しました。

特に、IoT 機器や制御システムも含む、お客さまシステムのリスクの“見

える化”とリスクの低減のために、セキュリティ脅威と対策のリストを用

いたリスクアセスメントへの取り組みを推進し、このリストに基づいた

開発・運用を開始しました。 

○ 

 

2017 年度の目標 

 

１．サイバー攻撃対策の強化（国内、海外） ・GCAPS を当社および国内関係会社で運用し、海外への適用をはかります。また、 

海外におけるサイバー攻撃対策（未知の攻撃検知、ログ統合管理・監視、CSIRT 

体制確立）の導入を拡大します。 

２．グローバルセキュリティインフラの整備  ・海外現地法人における情報セキュリティレベル（従業員の意識、IT 仕組み）を、 

日本での運用と同じレベルにまで向上させます。 

３．セキュア開発・運用の推進強化 ・ガイド類の改善や IT システムの強化を行い、現場の業務プロジェクトにおける 

セキュア開発・運用を支援することにより、お客さまへ、安全・安心な製品、シス 

テム、サービスを効率的に提供し続け、ビジネス拡大に貢献します。 

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および当社の 

情報資産を守るとともに、より安全で安心な信頼される製品・サービス、ソリューションを提供することで社会に貢献する。また、 

今後ますます巧妙化・高度化が予測されるサイバー攻撃に対抗するための仕組みの構築と、人材育成のグローバル展開を加速する。 


