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と区民の双方向コミュニケーションを確立し，効率的な事

務処理の実現をめざす電子区役所の構築や，信頼される区

政運営の推進による顧客志向の区民サービスの向上などが

掲げられています。また一方で，杉並区様は住民基本台帳

ネットワークシステムで区民選択制の導入を表明するなど，

セキュリティ問題に正面から取り組み，区民の信頼確保に

努めています。

このようななか，質の高い行政運営と安心感のある区民

サービスの提供のため，杉並区様はISMS適合性評価制度

の認証取得1，2）を決断しました。

ISMS適合性評価制度は，情報セキュリティマネジメン

トシステムの構築・維持を第三者が評価・認証する制度で

す。ISMS適合性評価制度の認証を取得すれば，第三者か

らのお墨付きを受けることになり，区民の信頼度向上につ

ながります。また，業務を標準化して作業効率を向上させ

たり，リスクをアセスメントしてセキュリティ対策の優先

順位付けを行ったりすることによって，健全な区政運営を

実現できます。さらに職員のセキュリティ意識の向上やセ
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要　旨

東京都杉並区様は，2004年3月に東京23区初のISMS適

合性評価制度の認証を取得しました。NECは豊富なISMS

の専門ノウハウと地方公共団体ノウハウを活用して，杉並

区様のパートナーとしてISMS認証取得のコンサルティン

グ活動を通じて，様々なサポートをさせていただきました。

本稿では，杉並区様のISMS構築から認証取得までの過

程，認証取得後の状況を事例として紹介するとともに，NEC

のコンサルティング活動を紹介します。

Suginami City acquired the first ISMS Scheme in

Tokyo
，
s 23 Wards in March 2004. NEC utilized abundant

ISMS know-how and municipal corporation know-how,

and consulted as Suginami City’s partner.

In this paper, as the case study of constructing ISMS,

NEC’s consulting activities are introduced.

1．ISMS認証取得の背景

東京都杉並区様は，昭和7年に杉並町・和田堀町・井荻

町・高井戸町の4つの町が合併して誕生しました。東京23

区の西に位置し，現在は面積34.02平方キロメートル（東京

23区中8番目に広い），人口約52万人（東京23区中6番目

に多い）と比較的大規模でみどり豊かな，福祉と文化を持

つ地方公共団体です。

平成12年4月に特別区制度改革が実現して，杉並区様は

基礎的地方公共団体と位置付けられ，地方分権改革の実現

に向けた活動を開始しました。行政改革の一環として「杉

並区21世紀ビジョン－杉並区基本構想－」を打ち出し，新

しい時代の望ましいまち作りを積極的に推し進めています。

杉並区様ではこのビジョンを受け，具体案として「スマ

ートすぎなみ計画」を定めています。この計画では，行政
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図1 ISMS構築の波及効果
Fig.1 Effect of constructing ISMS.
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キュリティシステムの導入によってセキュリティリスクを

低減することが期待できます（図1）。

2．地方公共団体特有の事情とセキュリティ確保のバランス

ISMS適合性評価制度の認証を取得するには，通常1年間

程度の準備期間と，高度なISMS構築ノウハウが必要です。

杉並区様はコンサルタントを活用することによって，ISMS

構築ノウハウを入手し，構築期間の短縮を図りました。そ

してそのパートナーとしてNECを指名しました。NECは

1990年代からBS7799（Code of practice for information

security）3）などのセキュリティマネジメント規格を利用し

たセキュリティマネジメントコンサルティングに従事して

います。またJIS X5080原案作成委員会（JIS X5080：情

報技術－情報セキュリティマネジメントの実践のための規

範）4）や ISMS適合性評価制度推進委員会などに参画し，

ISMS適合性評価制度の発足活動や普及活動を通じて早期

からISMS構築ノウハウや認証取得ノウハウを蓄積してい

ます。これらの専門的なノウハウを使い，制度開始前から

コンサルティング活動を実施しており，豊富なコンサルテ

ィング実績を有していました。

2003年6月，東京23区初の認証取得をめざして，ISMS

の構築作業に取りかかりました。作業は情報セキュリティ

ポリシーの策定から開始し，図2の作業工程のように進め

ました。当時はまだ，地方公共団体のISMS適合性評価制

度の認証取得実績がなく，予想もしなかった様々な課題が

表面化しました。特に地方公共団体特有の事情が影響する

公共事業におけるISMS適用範囲の設定，区民に対するオ

ープンな姿勢におけるセキュリティ対策，複数部門を横断

するISMS推進は大きな課題となりました。

ISMS適合性評価制度では，ISMS適用範囲を受審組織が

任意に設定できます。ISMS適用範囲は，守るべきものが

何であるか，ISMS適用範囲が業務目的と整合しているか，

論理的にISMS適用範囲を設定しているかを中心に検討，

決定します。杉並区様が行っている業務は公共性が非常に

高く，区民に対して公平に区民業務を提供する義務があり

ます。このことを考慮し，本庁の該当部分と出先機関であ

る区民事務所などの該当部分をISMS適用範囲として設定

する必要がありました。

窓口では区民が接しやすい雰囲気作りを進めており，オ

ープンな姿勢をとっています。ローカウンターの窓口では

区民と職員が同じ目線で非常に近い距離で窓口業務を遂行

したり，カウンター内で相談したりするケースがあります。

これらは高いセキュリティリスクを含んでおり，オープン

な姿勢とセキュリティ対策はトレードオフの関係にありま

す。このトレードオフの関係をバランス良く調整し，一定

レベルのセキュリティ水準を保つことが地方公共団体の

ISMS構築では非常に重要です。

杉並区様のISMS適用範囲（図3）は，おのおので事業を

遂行している複数の部門や出先機関にまたがっていました。

この状況のなかISMS適用範囲内で一致団結してISMSを構

築していくためには，ISMS推進事務局に強い求心力を持

つことが必要不可欠です。研修受講などでISMS推進事務

局の担当者のISMS知識を向上するとともに，立場を明確

にした部署間連携の仕組みを組織内に作ることで，コンサ

ルタントを含めISMS推進事務局の求心力を高め，組織一

体のドライビングを実現しました。

3．審査対応

杉並区様では自立的な内部監査の推進をめざし，内部監

査人養成研修の実施だけでなく，OJTによる内部監査人の

養成を行いました。その結果，内部監査人は一定レベルの

監査ノウハウを身につけることができ，比較的スムーズに

初年度の内部監査を実施できました。またこの内部監査は

受審側における審査対応リハーサルを兼ねており，本審査

に向け審査を生で実感できる良い機会になりました。

本審査は図4のようにステージ1の文書審査とステージ2

の実地審査から構成されます。実地審査は，審査員が杉並

図2 ISMS構築の作業工程
Fig.2 Process of constructing ISMS.

図3 ISMS適用範囲
Fig.3 Scope of constructing ISMS.
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ISMSは構築しただけでなく，適宜状況を評価し，フィ

ードバックをかけ，PDCAサイクルを回すことで目標のセ

キュリティ水準を維持できます。杉並区様は現在，この評

価とフィードバック機能としてセキュリティ監査の充実化

に力を注いでいます。まずは内部監査人を増員し，セキュ

リティ内部監査の範囲拡大に対応できる準備を進めていま

す。監査を受けるためにはセキュリティ対策に真剣に取り

組まなければなりません。監査という外圧を上手に利用す

ることによって，質の高いISMSの効率的な実現が期待で

きます。

セキュリティ意識は自らが実践して気づかなければなり

ません。杉並区様ではセキュリティ研修に頼るだけでなく，

自分自身で学ぶ方法で職員のセキュリティ意識付けを行っ

ています。リスク分析の一環として，担当職員に業務フロ

ーを作成させ，職員自ら担当する業務のどこにリスクが存

在するのかを発見し，気づくようにしています。ISMS適

合性評価制度の認証を取得して，職員のセキュリティ意識

が変わってきています。

ISMSの構築を担当した杉並区政策経営部情報システム

課課長代理 管理担当係長である藤本氏は「ISMSは当初想

定していたものを超えていた」と語ります。単にISMS適

合性評価制度の認証を取得しただけでなく，ISMSを構築

することはセキュリティ対策全体に様々な波及効果を生み

出し始めています。これこそがNECが思い描くセキュリテ

ィマネジメントのインフラ化です。今後はその土台の上に

さらに強固なセキュリティ対策が構築され，杉並区様のセ

キュリティ水準が向上していくことを願います。

NECは杉並区様と地方公共団体のISMS構築に取り組み

ました。地方公共団体特有の様々な課題を乗り越え，ISMS

構築ノウハウを十二分に蓄積しました。今後はこれを活用

して積極的にサービスを提供していきます。
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区様を訪問し，経営陣へのインタビュー，各担当者へのイ

ンタビュー，運用状況のエビデンス確認を行いました。

ISMS適用範囲内には区民事務所などの出先機関が9ヵ所含

まれており，今回はそのすべてを実地審査しました。

ステージ1では改善指摘事項0件，ステージ2では改善指

摘事項カテゴリーB（軽微な指摘事項）が1件と非常に優

秀な審査結果となりました。また，今回の審査ではストロ

ングポイント（特に優れている事項）を2件，特にオープ

ン環境におけるセキュリティ対策の仕組み作りが高く評価

されました。本審査結果をもって，2004年3月19日，杉並

区様は正式にISMS適合性評価制度の認証登録を受けまし

た（図5）。

4．ISMS認証取得後の状況

ISMS適合性評価制度の認証を取得後，杉並区様はセキ

ュリティマネジメントシステムの全庁展開に向け，準備を

進めています。NECのWBT（Web Based Training）シス

テムを導入し，全庁的なEラーニングの仕組みを構築しま

した。セキュリティポリシー習得研修を始め，現在様々な

研修を実施し，職員の啓発に効果を発揮しています。

図4 審査工程
Fig.4 Provess of audit.

図5 杉並区様のISMS適合性評価制度に関する認証取得公開情報
Fig.5 Suginami City’s public data of ISMS scheme.
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