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セキュリティ・ガバナンスとリスクマネジメント
（平成 23 年度）

平成 24 年 2 月

財団法人 防衛調達基盤整備協会

発刊にあたって
セキュリティ･ガバナンス（SG）とは、我が国に広く普及している情報セキュリティ・マ
ネジメント・システム（ISMS）機能の強化や確実化を図るものです。ISMS は、情報シス
テムに焦点を当て、情報及び情報システムの機密性、完全性及び可用性の維持を目的にし
ています。SG の場合は、企業の任務やビジネス業務の完遂に焦点を当て、そのための情報
セキュリティの維持を確実にすることを目的にしています。両者とも一見同じように見え
ますが、情報システムに対する企業の取締役会と経営陣の責任事項、及びセキュリティ要
求事項とその実現のための予算配分の観点からは大きく異なります。ISMS では、予算はコ
ストとして取り扱われ、活動は経営陣以下の従業員となります。SG の場合、予算はビジネ
スの目標達成のために不可欠な投資として取り扱われ、活動は取締役会による経営層統治
と ISMS と同様の経営陣以下による企業内統治から構成されます。つまり、最終的な情報
システムに係るセキュリティの維持について言えることは、全社的なものとして積極的に
取り組むのが SG であり、情報システム管理部門による限られたコストの中で悪戦苦闘して
取り組むのが ISMS ということです。この結果は明らかであり、昨今の企業におけるビジ
ネス・プロセスへの情報通信技術（ITC）の取り込み拡大やそれに対する脅威の進化を考慮
すると、
ISMS 機能の強化や確実化を図る SG が不可欠なものと思われます。
ついでながら、
この SG、我が国で 2006 年に制定されたコーポレート・ガバナンスの手段としての内部統
制と密接な係りを持ち、SG は CG の部分集合であるとの解釈が一般的になりつつあります。
とはいえ、残念ながら、この SG を積極的に採用しようとする企業があったとしても、我が
国には参考とすべき適切な SG 導入ガイダンスは存在しないのです。
このようなことから、本調査研究報告書は、企業における SG の導入に何らかの参考とな
ることを目的として、SG に係る全般的な説明、米国における SG 活動のベストプラクティ
スを反映した SG 導入ガイダンス及び昨年米国の国家標準技術院が公表した SG ガイダンス
の解説を行うとともに、我が国の政府、会社及び SG ガイダンスのあり方について提言を行
ったものです
当協会は、協会寄付行為の目的にもあります「防衛装備品の生産及び調査に関する技術
管理向上」という観点から、情報セキュリティに関する調査研究に取り組んでまいりまし
た。本調査報告書の内容が、我が国の企業における効果的な SG 活動にご活用いただければ
幸いと存じます。
平成 24 年 2 月
財団法人 防衛調達基盤整備協会
理 事 長

宇田川 新一
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はじめに
セキュリティ・ガバナンス（SG）の定義は様々であるが、「セキュリティ文化を確立・
維持し、情報に対するビジネス目的とステークホルダの要求事項が継続的に満足されるこ
とを保証するもの」とするオーストラリアの定義は、SG に対する基本的要求事項を含ん
だ最も妥当なものと思われる。
この SG の歴史は浅い。米国でさえ、最初の SG 導入ガイダンスとしてビジネス・ソフ
トウェア・アライアンス（BSA）が公表した「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のた
めの枠組みに向けて」は、2003 年であった。今から見ると、内容的には極めて基本的なも
のであり、会社経営陣、事業部長、上級管理者及び最高情報責任者（CIO）/最高情報セキ
ュリティ責任者（CISO）の役割と責任を、SG 枠組みとして示しただけのものであった。
実はこの SG、コーポレート・ガバナンス（CG）と極めて密接な関係にある。CG は、
企業の不正行為防止や競争力・収益力の向上を目的とし、米国が 2002 年に制定した SOX
法に基づくものであるが、グローバル経済社会を拡大させたビジネス・プロセスへの情報
技術（IT）の積極的取り込みは、SG をこの CG に不可欠な部分集合として位置付けたの
である。我が国においても、2006 年の金融商品取引法（JSOX 法）の制定に伴い、企業に
おいて CG が実施されるようになり、次いで経済産業省は 2009 年「情報セキュリティ・
ガバナンス導入ガイダンス」を公表した。
SG 導入ガイダンスの目覚しい進展は、前述の BSA 以降の様々な SG 導入ガイダンスや
企業の SG 慣行を反映し、2007 年にカーネギーメロン大学（CMU）が公表した「エンタ
ープライズ・セキュリティ・ガバナンス導入ガイド」に見ることができる。また、2009
年に制定された「ISO 31000（リスクマネジメント）
」は、組織のリスクを網羅的かつタイ
ムリーに運用管理するための原則、
枠組み及びプロセスを提供するものであるが、
この ISO
との整合を図った「情報セキュリティ・リスクマネジメント」
（SG に同じ）を国家標準技
術院（NIST）が 2011 年に公表した。これら両文書は、企業が SG 活動をするに当たって
参考となる極めて実践的な優れたガイドを提供するものである。
本調査報告書は、上記の両ガイドを主要参考文献にするとともに、その他 SG に関連す
る様々な資料に基づき、SG に密接に関連する CG や IT ガバナンス（ITG）などの定義や
SG との関連付け、効果的な SG 活動のためのガバナンス構造や役割と責任、最新のリス
クマネジメントなどを調査・検討し、我が国の企業が今後 SG 活動を効果的に行うに当た
っての、政府の政策、企業の取り組み方及び新たな SG 導入ガイダンスに対するあるべき
姿を提言としてまとめたものである。

a

本調査研究報告書の構成及び記述概要は、次表のとおりである。
章

表

題

記

述

概

要

本章は、SG とは何かに対する導入として、SG の定義、
CG や ITG などとの関係、SG の必要性と利点、SG と情
1

全般

報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）との
関係、SG 活動概要、及び SG の欠落がもたらしたインシ
デントを述べ、SG の全体像を明らかにする。
本章は、先ず効果的な SG とはどのようなものかについ
て述べる。次いで、そのような SG を行うための SG 構造

2

セキュリティ・ガバナンス

の概要（必要性と具体例）
、及び CMU が発表した SG 導
入ガイダンスを参考文献として、SG 活動（エンタープラ
イズ・セキュリティ・プログラム、SG 組織、役割と責任、
活動）について述べる。
本章は、リスクマネジメント（RM）の枠組みを主体と
した SG 活動を述べる。
最初に RM の概要として、SG と RM の関係、ガバナ

3

リスクマネジメント

ンス活動を求める RM、及び最新の RM 関連ガイダンス
との関係について述べる。次いで ISO 31000 を採用した
国家標準技術院(NIST)の RM ガイダンスを参考文献とし
て、SG の目的を果たす RM を主体とした枠組みのアプロ
ーチとプロセスについて解説する。
本章は、先ず SG のあるべき姿を述べる。これは、第 1
章～第 3 章に述べた内容から、SG の実効性の確保に必要
不可欠な基本的事項をまとめたものである。次いで我が

4

提言

国の SG 実施状況について確認する。これには経済産業省
の SG 導入ガイダンスに対するコメントや、我が国の SG
政策が含まれる。そして最後に、前記のあるべき姿と我
が国の実施状況とを比較検討し、我が国の企業に焦点を
当て、政府、企業及びガイダンスに対する提言を述べる。

b

1 全般
本章は、セキュリティ・ガバナンス（SG）の定義、SG の必要性と利点、SG と情報セ
キュリティ・マネジメント・システム（ISMS）との関係、SG の活動概要、及び SG の欠
落がもたらしたインシデントを述べることにより、SG の全体像を明らかにする。
セキュリティ・ガバナンスとは

1.1

本節は、先ず「ガバナンス」の定義を明らかにする。次いで、SG に関連する様々なガ
バナンスの定義を行った後に SG を定義し、それら SG 関連のガバナンスと SG との関係
を明らかにする。この関係は、SG の位置付けを確認する上で極めて重要なものとなる。

1.1.1

ガバナンスとは

本項は、ガバナンスの定義及びガバナンスとマネジメントの違いについて述べる。
1.1.1.1

ガバナンスの定義

「ガバナンス（governance）
」は、統治、管理、支配などと訳されているが、より具体
的には、統治する行為、統治するプロセスや権限、何かを運営する目的で組織を構成する
人々・委員会・部門、又は統治されている状態を意味する。ガバナンスをより簡潔に定義
するならば、
「ガバナンスとは、すべての関連組織の権利と義務を規制するもの」となる。
これらの定義から容易に想像されるのは、統治する側と統治される側の存在であり、ガバ
ナンスは統治する側に位置するということである。
このガバナンスの用語が利用され始めたのは、1960 年代の米国であるとされている。ベ
トナム反戦運動におけるナパーム弾製造に対する批判、公民権運動における黒人雇用差別
に対する批判、さらには全米各地での公害問題に対する批判が巻き起こり、政府の介入に
よって企業の非倫理的行動や非人道的行動を抑止するべきとの観点から、ガバナンスの用
語が用いられたとされている1。
米国の CERT が 2005 年に出版した「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス」
2は、ガバナンスを次のように定義している。

ガバナンスとは、統治される実体の行為（行動及び活動）に明確な期待を示し、そして
それら期待を達成するために、実体に対して指令、統制及び強い影響力を及ぼすことをい

1

「コーポレート・ガバナンス－歴史－アメリカにおける発見」
、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3
%83%88%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9
2 「CMU/SEI-2005-TN-023、エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス( Governing for Enterprise
Security (GES)」)」
、Carnegie Mellon /Software Engineering Institute（CMU/SEI）
、2005.6、
http://www.cert.org/governance/ges.html
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う。
ガバナンスは、割り当てられた決定権と説明責任を持つ意思決定のための枠組みの特定
を含め、首尾一貫して所望の行動と活動を創造する意図を持っている。ガバナンス活動は、
原則、ポリシー、プロセス、手続き、人及び業績間の結合の創造と維持を行う。
ガバナンスは、簡単に要約すると「組織が正しい物事を正しくそして適時に行うことを
確実にすること」と言える。我々は、「正しい物事」及び「物事を正しく行う」は、相対
的な概念であって絶対的な概念ではなく、それらは組織の目標の変化につれ変化するもの
と認識している。
効果的なガバナンスに係るもう一つの側面は、公正なリーダーが適切な成果と結果を目
標に定め、正確な決定を下すことを確実にすることである。ガバナンスは、十分な情報に
基づく意思決定、及びこのような決定が意図したとおりきちんと行われるという保証に依
存している。
1.1.1.2

ガバナンスとマネジメントの違い

ガバナンスと同じような用語に「マネジメント（management）
」があり、経営、管理、
運営、運用管理、経営陣、経営者側、経営部門などと訳されているが、そこには取締役や
取締役会の用語はない。本報告書においては、コーポレート・ガバナンス（CG。企業統治）
やセキュリティ・ガバナンス（SG。セキュリティ統治）などのガバナンスだけでなく、企
業のマネジメント（経営・運営・管理）やセキュリティのマネジメント（例：情報セキュ
リティ・マネジメント・システム（ISMS）
）についても論ずることから、このガバナンス
とマネジメントの違いについて明らかにしておく必要がある。この違いに関して様々な見
解がインターネット上に展開されているが、会社の経営に関して端的に言うならば、
「ガバ
ナンスを行うのが取締役会であり、マネジメントを行うのが経営陣」となる。
第 2 章以降において SG 活動に係る取締役会や経営陣について述べるが、ガバナンスと
マネジメントの違いを十分に把握することが本報告書の内容を理解するに当たっての出発
点となる。とりわけ、SG について論ずる際、現行の ISMS との関係（違い）が明らかに
なると思われる。
米国のガバナンス・コンサルティング会社は 2008 年、機関誌「Great Boards」に「マ
ネジメントとガバナンスの関係」と題した小論文3を掲載した。その中で、取締役会（ガバ
ナンス）と経営陣（マネジメント）の関係（違い）を、表 1.1-1 のように明確にまとめて
いる。もちろん同表は、SG に限定したものでなく、CG や IT ガバナンス（ITG）を含む
一般的なガバナンスとマネジメントを対象にしたものである。とはいえ、ガバナンスの観
3

「マネジメントとガバナンスの区別（FALL 2008, VOL.Ⅷ, NO.3, GREAT BOARDS, Distinguishing
Governance from Management）」
、2008 年秋, Bader & Associates、
http://www.greatboards.org/newsletter/reprints/Great-Boards-fall-2008-reprint-distinguishing-gover
nance-and-management.pdf
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点からは、SG にも当てはまる内容となっている。
表 1.1-1：ガバナンスとマネジメントの関係（違い）
ガバナンス（取締役会の役割）

マネジメント（経営陣の役割）

 最高経営責任者（CEO）の選任、評

 取締役会の方針事項に基づき組織を管理する。

価及び支援を行う。

 取締役会への教育と情報提供を行う。
 取締役会からの助言について追求する。

 組織のハイレベル目標とポリシー

 参考資料を添えた目標とポリシーを推奨する。

を承認する。
 主要事項の決定を行う。

 ミッションと戦略的ビジョンの環境下で、決定
事項の立案を行うとともに、文書化された詳細
な推奨事項を取締役会に提供する。

 組織の経営とその成果を監督する。  取締役会に適時、簡潔かつ状況を明らかにした
又は比較可能な情報を提供する。
 率直かつ透明性のある情報の伝達を行う。
 追加情報の要求に対して責任を持つ。
 公序良俗、募金、及びステークホル  取締役会への情報提供を維持し、推奨事項を提
ダ/地域住民への広報活動において、

供するとともに、組織を支援するため、指導者

対外的代弁者及び外交家として行

の動員による外部接触のてこ入れを行う。

動する。
上表から明らかなように、ガバナンスとマネジメントは、誰が、何を、何故するかを問
うことにより明らかとなる。ガバナンス行為は取締役会によって行われ、ガイドライン、
原則、方針などの戦略を確立することによって、経営陣を長期の目標に向けて進める。マ
ネジメント行為は経営陣によって行われ、取締役会が示した長期目標、指導方針及び概括
的方針を具体化し、経営陣の下部組織に対する戦術及び経営タスクと目標に変換する。後
述の「1.3 セキュリティ・ガバナンスと ISMS との関係」において SG とセキュリティ・
マネジメントの違いについて述べるが、本項のガバナンスとマネジメントの違いは、セキ
ュリティ分野においても完全に当てはまる概念である。

1.1.2

セキュリティ・ガバナンス関連の様々なガバナンスなどの定義

セキュリティ・ガバナンス（SG）は、コーポレート・ガバナンス（CG）
、IT ガバナン
ス（ITG）
、内部統制（IC）
、エンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）及びリスク
マネジメント（RM）と密接な係りがある。また、SG は、その対象範囲により、エンター
プライズ・セキュリティ・ガバナンス（ESG）又は情報セキュリティ・ガバナンス（ISG）
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と呼称されることもある。これら SG に関連する様々なガバナンスを理解することが、SG
の位置付けや SG の必要性・重要性を明らかにすることになる。以下にこれら様々なガバ
ナンスの定義を明らかにするが、これらガバナンス相互間の関係については「1.1.4 セキ
ュリティ・ガバナンスとその他のガバナンスなどとの関係」で述べる。
1.1.2.1

コーポレート・ガバナンス

「コーポレート・ガバナンス（CG）
」とは、企業の経営を監視・規律すること又はその
仕組みをいう。我が国では、これを翻訳した「企業統治」という用語もあるが、CG の呼
称が一般的である。昨今では、企業が何らかの不祥事を起こすたびに、この CG を耳にす
るようになってきた。CG の目的は、このような不祥事を抑制する企業倫理問題対処とし
て企業の不正行為を防止するとともに、企業政策問題として企業の競争力と収益力の向上
を図るものとされている。そして、その取り組みの方法は、企業の執行役員の活動を統治
するための取締役と執行役の分離、社外取締役の導入、監査役と内部監査の権限強化など
のいずれか又は組み合わせが必要とされている。

• 定義
– 企業の経営を監視・規律すること、又はその仕組
みをいう。

• 目的
– 企業の不正行為の防止（企業倫理の問題）
– 企業の競争力・収益力の向上（企業政策の問題）

• 方法
– 取締役と執行役の分離
– 社外取締役の導入
– 監査役・内部監査の権限強化など

図 1.1-1：コーポレート・ガバナンスの定義・目的・方法
CG のあり方については様々な議論がなされているが、経団連、経済産業省、その他の
CG 研究機関などは、グローバル経済や IT 社会を考慮しつつ、我が国の組織風土や会社組
織形態にあったあり方を提案している。以下に示すのは様々な CG の定義であるが、CG
の手段としての内部統制については「1.1.2.2 内部統制」で述べる。
(1) OECD の定義
経済協力開発機構(OECD)4の「OECD コーポレート・ガバナンス原則」5は、その前文
において CG を次のように定義している。この定義で特に留意すべきは、
「取締役会と経営

4

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
「OECD コーポレート・ガバナンス原則(OECD Principles of Corporate Governance, 2004.4.22,
OECD)」、http://www.oecdtokyo.org/theme/corp-g/2004/20040422revised.html
5
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陣が主役となって CG を演ずる」としていることである。
CG は、経済効率性を改善し、成長を促進し、投資家の信頼を高める上での一つの重要
な要素である。CG は、会社経営陣、取締役会、株主及びステークホルダ（利害関係者）
間の一連の関係に係るものである。CG は、会社の目標を設定し、その目標を達成するた
めの手段や会社業績を監視するための手段を決定する仕組みを提供するものである。優れ
た CG は、取締役会や経営陣に会社や株主の利益となる目標を追求するためのインセンテ
ィブを与え、有効な監視を促進するものであるべきである。
(2) 株式会社証券取引所の定義
株式会社東京証券取引所の「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」6は、その本編の
冒頭で、次のように定義している。前(1)項と同様に、ここでも経営者と取締役会の関係が
強調されている。
CGは、企業統治と訳され、一般に企業活動を律する枠組みのことを意味する。
およそ上場会社の企業活動は、収益を上げ、株主にとっての企業価値を高めることを主
要な目的として行われるが、上場会社がそうした成果を継続的に挙げ続けることを期待す
るためには、企業活動を律する枠組み、即ちCGを通じて経営をそのように動機付け、あ
るいは監視することが欠かせない。すなわち、上場会社にとってCGが有効に機能するこ
とは、継続的に企業価値を高めていくための極めて基本的な要請であり、そのような環境
を整えることがCGの基本的な目的である。
(中略)
株主は通常、会社の価値の最大化を目的として経営者を選任し監督し動機付けるための
権限を、自ら選任する取締役又は監査役に大きく委ねている。経営者は、取締役会によっ
て選任されて日常的な業務執行の権限を委ねられ、取締役会・監査役（会）の監督下にあ
ることを前提として広大な執行権限を正当に行使し得る。取締役会・監査役（会）は株主
によって選任され、以上のような役割について、忠実に果たす義務、善良なる管理者とし
ての注意義務を会社と株主に対して負っている。
これらはいずれも株主と経営者との関係を律するための枠組みであり、これらをいかに
して有効に機能させるかということが、CGの中核的な問題である。
(3) 会社法の規定
我が国の「会社法（2005.7 制定・公布、2006.5 施行）
」の第三百六十二条の第 4 項の第
六号及び同条の第 5 項は、会社に CG 確保の措置を講じさせるため、次のように規定して
6

「上場会社コーポレート・ガバナンス原則、2009.12.22 改訂版、株式会社東京証券取引所」
、
http://www.tse.or.jp/rules/cg/principles/b7gje60000002yj4-att/governance_091222.pdf
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いる。
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
4

取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任するこ

とができない。
六

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
の整備
5

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲ずる事項

を決定しなければならない。
この会社法が規定する「業務の適正を確保するための必要な体制」とは、
「会社の違法行
為や不正、判断ミスやエラーなどが行われることなく、その組織が健全かつ有効・効率的
に運営されるよう、各業務で所定の基準や手続きを定め、それに基づいて管理・監視・保
証を行うこと」を意味する。実際には、情報管理や危機管理なども含まれており、対象範
囲は狭義のコンプライアンス体制よりも広くなっている。また、この体制を「内部統制シ
ステム」と呼称している文献も多々ある。
また、内部統制報告書に関しては「金融商品取引法（旧証券取引法等の一部を改正する
法律（2006.6 成立、2007.9 施行）
）
」の法 24 条の 4 の 4 においても、「財務報告に係る内
部統制の強化等に関する制度の整備」が謳われ、次のように規定されている。
当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の
適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定
めるところにより報告した報告書
なお、いわゆる「日本版 SOX 法」又は「JSOX 法」と呼称されているのは、新たに義
務付けられたこの「内部統制報告書の提出」の箇所だけに該当するものであって、金融商
品取引法全体を示すものではない。会社法及び金融商品取引法の両者とも内部統制の用語
を用いているが、法的には一応別概念として取り扱われるものとされている。
(4) CERT の定義（解説）
CERT7が 2005 年に出版した「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス(Governing
for Enterprise Security)」8の付録では、CG を次のように解説している。

7

CERT：略号でなく固有名詞である。米連邦政府からの資金提供を受ける研究開発センターであり、カ
ーネギー・メロン大学のソフトウェア・エンジニアリング研究所に属している。
8 「エンタープライズ・セキュリティ統治
（CMU/SEI-2005-TN-023、Governing for Enterprise Security、
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CG の定義には、一般的に、財務説明責任、明確な責任及び正確な報告を確実なものと
するための取締役会(又は同等)、上級執行役員、株主及び利害関係者間における関係と奨
励策が含まれる。用語の定義の中には、誠実（完全で確認された完全性）、然るべき注意
及び注意義務水準を含めるものもある。取締役会は注意義務を持ち、組織を統治するため
の適時かつ信頼性のある情報を要求し受け取る。例えば、取締役会のメンバーは、十分な
セキュリティ資源が適切かつ効果的に展開されているか否かを、監査委員会及び彼らの内
部監査人に訊ねるべきである。
また、上記文書に基づいて 2007 年に出版された「エンタープライズ・セキュリティ・
ガバナンス実装ガイド（Governing for Enterprise Security (GES) Implementation
Guide）
」9では、国際会計士連盟(International Federation of Accountant: IFAC)及び情報
システム監査・管理協会(Information Systems Audit and Control Association: ISACA)
が規定したエンタープライズ・ガバナンス（CG と同義）を次のように定義している。
エンタープライズ・ガバナンスは、取締役会と経営陣によって実施される責任事項と慣
行であって、戦略的行動方針を示すこと、目標達成を確実にすること、リスクが適切に管
理されていることを確認すること、及び組織の資源が責任を持って利用されていることを
確認することを目標とする。
CG に係る米国の定義や解説は、明らかに、統治する側の取締役会（非執行取締役）と
統治される側の経営陣（執行取締役）とを区別している。これは、後述する我が国の「委
員会設置会社」に相当するものであり、我が国においてはグローバル市場を相手にする企
業に多く見られるが、我が国の全東証上場会社に占める割合は数パーセント（2011.5 現在
で 91 社）10であるとされている。
(5) コーポレート・ガバナンス制定の経緯
上記(1)～(4)は様々な CG の定義を紹介したものであるが、その目的は企業における不正
行為防止と競争力・収益力の向上である。図 1.1-2 及び図 1.1-3 は、このような目的を達
成するため、それぞれ米国及び我が国の CG 制定の経緯を示すものである。実は、このよ
うな経緯と並行して情報技術（IT）の進展があることに注意したい。とりわけ、1980 年
代後半からのインターネット普及と企業における IT の利用がますます盛んとなり、1990
年代後半からは情報セキュリティ・マネジメント概念が台頭し、企業における情報管理の
2005.6）
」
、http://www.cert.org/governance/
9 「エンタープライズ・セキュリティ実装ガイド（CMU/SEI-2007-TN-020, Governing for Enterprise
Security (GES) Implementation Guide）, 2007.8」
、http://www.cert.org/governance/
10 「委員会設置会社リスト、日本監査役協会」
、http://www.kansa.or.jp/PDF/iinkai_list.pdf
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あり方が注目されるようになってきた。そして、この CG の部分集合、すなわち CG に不
可欠なものとして登場したのが SG なのである。

1999：OECD（CG原則）
2004：同上改訂版

「ガバナンス」
ベトナム反戦運動
公民権運動
消費者主権運動
公害問題批判
政府介入による企
業の非倫理的行
為・非人道的行為
の抑止⇒ガバナ
ンス

1960

投資家がガバナンス
の必要性を問う
大統領への違法献金
企業の贈賄
企業の不正献金
ペン・セントラル鉄道の倒産
ロッキード・エアクラフト社の
経営危機
粉飾決算
インサイダー取引

（SOX: Sarbanes
Oxley）

機関投資家による企業の
議決権行使
投資家の後押しを受けた
社外取締役によるCEOの
交代
機関投資家（カルパース）
の問題企業名の公表（経
営刷新の未実施）

CGに対す
る不信感の
高まり
2001：エンロン社
倒産
2002：ワールドコ
ム社倒産

1980

1970

2002：SOX法

機関投資家と社外
取締役の活動によ
るCG体制整備

1990

2000

2010

図 1.1-2：米国のコーポレート・ガバナンス制定の経緯

・1998：CG原則（日本CGフォーラム）
・2003：内閣府令（CGの状況）

失われた10年

企業の経営環境の変化
金融界の規制緩和
世界経済のグローバル化
IT革命の進行

日本的経営
（株式持ち合い、メインバンク制、企業グループ形成）

日本的雇用環境
（終身雇用、年功序列、企業別労働組合）

緩い企業会計原則
限定された企業情報公開

1970

・2006：東京証券取引所
（CGに関する報告書）

総会屋への利益供与
不正配当
不正経理

（官僚統制、官民協調、業界団体内調整）

1960

・2006：証券取引法等
の一部改正（2007：金
融商品取引法となる）

銀行による企業監視力の低下
行政当局による競争制限の継続
（OBの天下り受け入れ企業との癒着）
緩い企業会計原則
限定された企業情報公開

競争排除的市場

1980

1990

・2005：経済産業省
（CGなどに関する指針）
・2005：会社法制定

粉飾決算の温床

相互依存的企業関係

・2004：東京証券取引所
（上場会社CG原則）

2004：西武鉄道
2005：カネボウ
2006：ライブドア

2000

2010

図 1.1-3：我が国のコーポレート・ガバナンス制定の経緯
1.1.2.2

内部統制

会社法が規定する「業務の適正を確保するための必要な体制」及び金融証券取引法が規
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定する
「財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度の整備」は JSOX 法とも呼称され、
一般的には「内部統制（IC）
」として知られている。そして、この IC は、CG 確保のため
の手段、つまり CG の機能・役割を担う位置づけ付けにある。このような IC の原点は、
米国のトレッドウェイ委員会組織委員会（COSO11）が 1992~1994 年に公表した報告書「内
部統制－統合された枠組み（Internal Control—Integrated Framework）
」において提唱
した IC の枠組み「COSO フレームワーク」であるとされている。
我が国の IC は、この COSO フレームワークを基礎として制定されたものであり、以下
にその定義、4 つの目的、6 つの基本的要素及び取締役や経営者などの役割と責任を記述
する。注目すべきは、これらの目的や基本的要素に情報セキュリティが滲み出ていること
であり、そこに CG の部分集合・不可欠なものとしての SG の重要性がある。
(1) 内部統制の定義
我が国の内部統制（IC）の定義12は次のとおりである。
ICとは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法
令等の遵守並びに資産の保全の４つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るた
めに、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制
環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監視活動）及びIT（情
報技術）への対応の６つの基本的要素から構成される。
なお、具体的に IC をどのように整備し､運用するかについては、個々の組織が置かれた
環境や事業の特性等によって異なるものであり、一律に示すことはできないが、経営者を
はじめとする組織内のすべての者が､ここに示した IC の機能と役割を効果的に達成し得る
よう工夫していくべきものである｡
(2) 4 つの目的と 6 つの基本的要素
IC は、前述の定義で明らかなように、4 つの目的及び同目的を達成するための 6 つの基
本的要素から構成されており、それら目的と基本的要素の関係は図 1.1-4 に示すような三
次元の直方体として表すことができる。
4 つの目的
1.

業務の有効性及び効率性：事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効
率性を高めることをいう。

2.

財務報告の信頼性：財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある

11

COSO: Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について（意見書）、2007.2.l5、企業会計審議会」、
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20070215.pdf
12
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情報の信頼性を確保することをいう。
3.

事業活動に関わる法令等の順守：事業活動に関わる法令その他の規範の順守を
促進することをいう。

4.

資産の保全：資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われる
よう、資産の保全を図ることをいう。

6 つの基本的要素
1.

統制環境：組織の気風を決定し、組織内のすべての者の統制に対する意識に影
響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、リスクの評価と対応、統
制活動、情報と伝達、モニタリング及び IT への対応に影響を及ぼす基盤をい
う。

2.

リスクの評価と対応：組織目標の達成に影響を与える事象について、組織目標
の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの
適切な対応を行う一連のプロセスをいう。
リスクの評価とは、組織目標の達成に影響を与える事象について、組織目標
の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価するプロセスをいう。
リスク対応とは、リスクの評価を受けて、当該リスクへの適切な対応を選択
するプロセスをいう。
ここで対象とするリスクは、組織に負の影響、すなわち損失を与える影響だ
けであり、組織に正の影響、すなわち利益をもたらす可能性のあるリスクは含
まれない。

3.

統制活動：経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定
める方針及び手続きをいう。
統制活動には、権限及び職責の付与、職務の分掌等の広範な方針及び手続き
が含まれる。このような方針及び手続きは、業務プロセスに組み込まれるべき
ものであり、組織内のすべての者において遂行されることにより機能するもの
である。

4.

情報と伝達：必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互
に正しく伝えられることを確保することをいう。
組織内のすべての者が各々の職務の遂行に必要とする情報は、適時かつ適切
に識別、把握、処理及び伝達されなければならない。また、必要な情報が伝達
されるだけでなく、それが受け手に正しく理解され、その情報を必要とする組
織内のすべての者に共有されることが重要である。
一般に、情報の識別、把握、処理及び伝達は、人的及び機械化された情報シ
ステムを通して行われる。

5.

モニタリング：内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセ
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スをいう。
モニタリングにより、内部統制は常に監視、評価及び是正されることになる。
モニタリングには、業務に組み込まれて行われる日常的モニタリング及び業務
から独立した視点から実施される独立的評価がある。両者は個別に又は組み合
わせて行われる場合がある。
6.

IT への対応：組織目標を達成するために予め適切な方針及び手続きを定め、
それを踏まえて、業務の実施において組織の内外の IT に対して適切に対応す
ることをいう。
IT への対応は、内部統制の他の基本的要素と必ずしも独立に存在するもの
ではないが、組織の業務内容が IT に大きく依存している場合や組織の情報シ
ステムが IT を高度に取り入れている場合等には、内部統制の目的を達成する
ために不可欠の要素として、内部統制の有効性に係る判断の基準となる。
IT への対応は、IT 環境への対応と IT の利用及び統制からなる。
IT 環境とは、組織が活動する上で必然的に関わる内外の IT の利用状況のこ
とであり、社会及び市場のおける IT の浸透度、組織が行う取引等における IT
の利用状況、及び組織が選択的に依拠している一連の情報システムの状況等を
いう。
IT の利用及び統制とは、組織内において、内部統制の他の基本的要素の有
効性を確保するために IT を有効かつ効率的に利用すること、並びに組織内に
おいて業務に体系的に組み込まれてさまざまな形で利用されている IT に対し
て、組織目標を達成するために、予め適切な方針及び手続きを定め、内部統制
の他の基本的要素をより有効に機能させることをいう。
IT の利用及び統制は、内部統制の他の基本的要素と密接不可分の関係を有
しており、これらと一体となって評価される。また、IT の利用及び統制は、
導入されている IT の利便性とともにその脆弱性及び業務に与える影響の重要
性等を十分に勘案した上で、評価されることになる。
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事業の有効性
及び効率性

財務報告の信頼性
事業活動に関わる法令等の順守
資産の保全

統制環境
組織レベル

ﾘｽｸの評価と対応

事業部レベル

統制活動
情報と伝達
モニタリング

実体レベル

ITへの対応
図 1.1-4：我が国の内部統制のフレームワーク
(3) 役割と責任
IC における、取締役会、経営者、監査役又は監査委員会、内部監査人及び組織内のその
他の者の役割及び責任は次のとおりであり、その法的根拠については前第(2)項の脚注に示
した文書「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準－4 内部統制に関係
を有する者の役割と責任」に示されている。
ここで注目したいのは、取締役会、経営者及び監査役等の役割と責任である。その理由
は、この示されている内容が後述する SG における役割と責任にもそのまま当てはまるか
らである。
 取締役会：


内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。



経営者の業務執行を監督することから、経営者による内部統制の整備及び運用
を監督する。



「全社的な内部統制」の重要な一部であるとともに、「業務プロセスに係る内
部統制」における統制環境の一部である。

 経営者：


組織のすべての活動について最終的責任を持つ。



取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制の整備及び運用を行う。



その責任を果たすため、社内組織を通じて内部統制の整備及び運用（モニタリ
ングを含む）を行う。
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組織内のいずれの者よりも、統制環境に係る諸要因及びその他の内部統制の基
本的要素に影響を与える組織の気風の決定に大きな影響力を持つ。

 監査役又は監査委員会：


取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環として、独立した立場から
の内部統制の整備及び運用状況の監視及び検証を行う。

 内部監査人：


内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整
備及び運用状況の検討、評価を行い、必要に応じて、その改善勧告を行う。

 組織内のその他の者


内部統制は、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであることか
ら、自らの業務との関連において、有効な内部統制の整備及び運用に一定の役
割を担う。

1.1.2.3

エンタープライズ・リスクマネジメント

ここではエンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）の定義、利点、及び目的と構
成要素について述べる。
なお、ERM は会社の全てのリスクを統合的に管理するものであり、情報セキュリティ
に係るリスクはその一分野を占める。したがって、ERM は、SG に対する戦略的取り組み
方針を示すものとして、SG の上位に位置付けられることになる。
(1) エンタープライズ・リスクマネジメントの定義
ERM は「全社的リスクマネジメント」や「統合リスクマネジメント」と呼称されるこ
ともあるが、一般的には ERM の用語が利用されている。この ERM の考え方は 1990 年代
半ば頃から利用されてきたが、広く認識されるようになったのは米国の SOX 法の実施基
準の一つとして「COSO ERM フレームワーク」13が指定されたことによる。COSO ERM
フレームワークは、事業活動にともなう不確実性とそれに付随するリスクや事業機会への
対応力を強化することにより、経営者に事業目的の達成に関する合理的な保証を与えるこ
とを目的として作成されたものである。そして、ERM は、内部統制（IC）よりも広範な
領域をカバーするとともに、その枠組みを発展させ、よりリスクに焦点を当て作り上げら
れている。COSO ERM フレームワークは、1994 年出版の「COSO フレームワーク」に示
された IC フレームワークを拡張したものであり、そのことは、後述の第（3）項に示す目
的と構成要素が初版 COSO フレームワークに比べ、目的に一つ、構成要素に三つそれぞれ
追加されていることからも明らかである。このようなことから今日、COSO ERM フレー
ムワークは、CG、経営管理（業績管理）
、IC、コンプライアンス、CSR（企業の社会的責
13

「Enterprise Risk Management ― Integrated Framework」 COSO：Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission／2004 年 9 月 6 日
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任）
、セキュリティ対策などを統合的にマネジメントする概念として注目されている。
COSO ERM フレームワークによる ERM の定義は、次のとおりである。
ERM は、事業体の目的達成に係る合理的な保証を提供するためのプロセスであり、事
業体の取締役会、経営陣、その他のスタッフによって遂行され、戦略策定とエンタープラ
イズ全般に適用され、事業体に影響を及ぼす可能性のある事象を明らかにし、リスクを管
理して事業体のリスク選好度(risk appetite)14内に納めることをいう。
この ERM の定義は、次に示す一定の基本概念を反映したものである。


事業体において現在進行中及び貫流するプロセスである。



組織のすべてのレベルの社員によって遂行される。



戦略策定に適用される。



エンタープライズ中のすべてのレベルと部門に適用されるとともに、事業体
レベル・ポートフォリオ・ビュー15に係るリスクの採用を含む。



可能性のある事象を明らかにする。その事象とは、それが発生すると事業体
に影響を及ぼすもので、事業体のリスク選好度内に納めるよう管理するもので
ある。



事業体の経営陣及び取締役会に対し、合理的な保証を提供することができる。



分離されているが重複するカテゴリの一つ又はそれ以上の目的の達成を調
整する。

(2) COSO ERM フレームワークの利点
COSO ERM フレームワークの利点は、取締役会、経営陣、事業部門、管理者、スタッ
フなど、全組織及び全従業員の参加を前提として実施されるものであることから、次の利
点が期待できる。


全社的リスクマネジメント気風の浸透



全従業員のリスクマネジメント意識の向上



経営トップによる迅速なリスク対応



重要性の高いリスクへの優先的対応



リスク対応資源の効果的割り当て

14

リスク選好度：投資家がどの程度のリスクを取りたがっているかを示す。一般に景気が上向くとリス
ク選好度が高まり、株式市場や商品市場などのリスクが大きい代わりに高いリターンがねらえる金融商品
への投資が活発化する。
15 ポートフォリオ(portfolio)：企業の各事業部門をあたかも運用資産かのように見て、組み合わせの全体
という視点からとらえた言い方。
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企業価値の増大

(3) 4 つの目的と 8 つの構成要素
COSO ERM フレームワークは、次に示す 4 つの目的と 8 つの構成要素から示され、そ
れらの相互関係は図 1.1-5 のとおりである。
4 つの目的
1.

戦略的：ハイレベル目標を示すものであり、企業のミッション達成支援との
整合が図られている。

2.

運用：企業の資源の効果的・効率的利用

3.

報告：報告の信頼性

4.

コンプライアンス：関連する法規類の順守

8 つの構成要素
1.

内部環境：内部環境は、組織の気風に係るものであり、組織内の人々がリス
クをどのように考え、
そして取り組むかについての基礎を整えるものである。
これには、リスクマネジメント方針とリスク選好度、完全性と倫理的価値、
及び運用環境が含まれる。

2.

目的の設定：目的は、経営陣が企業の達成に影響を及ぼす可能性のある事象
を特定する前に設定されねばならない。ERM には経営陣が目的を設定する
ためのプロセスがあり、
選定された目的が企業のミッションに整合し、かつ、
リスク選好度に一致するものであることを確実にする。

3.

事象の特定：実体の目的達成に影響を及ぼす内外部の事象が特定され、リス
ク（悪影響）と機会（好影響）の区別がなされねばならない。機会は、経営
陣による戦略又は目的設定プロセスにフィードバックされる。

4.

リスクアセスメント：リスクは、その発生確率や影響を考慮の上、そのある
べき管理方法を決定するために分析される。

5.

リスク対応：経営陣は、実体の許容リスク及びリスク選好度との整合を図っ
た一連の活動を設定の上、リスクの回避、保有、低減又は分担のリスク対応
を選定する。

6.

統制活動：リスク対応が効果的に実施されることを確実にするため、ポリシ
ーと手続きを確立・維持する。

7.

情報と伝達：関連する情報の特定及び把握を行い、組織の構成員が付与され
た責任事項を容易に果たすことができる形式とタイムフレームで伝達を行う。
また、広い意味での効果的な伝達は、実体の上から下まで、かつ、横断的に
行われることで達成される。

1-15

8.

モニタリング：ERM の完全さがモニタされ、必要に応じ改善される。モニ
タリングは、現在進行中のマネジメント活動、別個の評価、又は両者によっ
て達成される。

組織がその達成に努力する 4 つの目的とそれらの達成に必要な 8 つの構成要素の間には、
図 1.1-5 に示すように、三次元構成の直接的な関係が存在する。戦略的、運用、報告及び
コンプライアンスの 4 つの目的は垂直の柱で、内部環境、目的の設定、事象の特定、リス
クアセスメント、リスク対応、統制活動、情報と伝達及びモニタリングの 8 つの構成要素
は水平のボックスで、そして子会社、事業部、部門及び実体レベルの 4 つこれらを横断す
るように示される。

戦略的

運用

報告

コンプライアンス
子会社
事業部

内部環境

部門

目的の設定
実体レベル

事象の特定
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
リスク対応
統制活動
情報と伝達
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

図 1.1-5：COSO ERM フレームワーク
図 1.1-5 から明らかなように、組織の ERM が「効果的」であるか否かの決定は、8 つの
構成要素が存在し、かつ、効果的に機能しているか否かの評価結果からの判断による。し
たがって、構成要素は効果的な ERM の判断基準となり得る。4 つの目的の各々において
ERM が効果的であると決定されるのは、取締役会と経営陣が、実体の戦略的目的と運用
目的がどの程度達成されたかを理解すること、実体の報告に信頼性があること、及び関連
する法規類が順守されていることを判断する合理的な保証を手にした場合である。
1.1.2.4

IT ガバナンス

以下に様々な IT ガバナンス（ITG）の定義を示す。これらの定義に共通なのは、ビジネ
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ス目標との整合を図ること、CG に不可欠であること、及び取締役会と経営陣の責任であ
ることの 3 つの基本的属性であり、それらは「1.1.3 セキュリティ・ガバナンスの定義」
に示す基本的属性とも一致する。
(1) Gartner の定義
米国の IT アドバイザリ企業であり、世界に 85 の拠点を持つ Gartner 社は、ITG を次
のように定義している16。
ITG は、IT の利用に係る所望の行動を促進するための意思決定権限と説明責任を規定
するものである。ITG は、IT 問題に係る意思決定がエンタープライズの全ビジネス戦略
及び文化と整合して行われるためのフレームワークを提供する。ガバナンスそれ自体は、
意思決定に係るものであり、その決定の実施に伴う行動方法に係るものではない。ガバナ
ンスは方針の設定、標準と原則の確立、及び投資の優先順位付けに係るものであり、マネ
ジメントは実施に係るものである。
(2) ITGI の定義
IT ガバナンス研究所（IT Governance Institute: ITGI）は、非営利・独立の研究組織で
あり、グローバルなビジネス・コミュニティ向けの IT 資産のガバナンスに係るガイダン
スにおいて、ITG を次のように定義している17。
ITG は、エンタープライズ・ガバナンスに必須のものであるか、又は必須のものとすべ
きである。ITG は、IT がエンタープライズに価値をもたらす重要な投資への確実な支援
を行うための指令と統制を行う。IT の資源は、責任を持って利用され、そのリスクは低減
される。IT のビジネス成功への潜在的な貢献を考慮するなら、上級執行役員が強力な意見
を持つと決めてかかるのは合理的であると思われる。
ITG とは、エンタープライズ IT がエンタープライズの戦略と目的の持続及び伸展を確
実なものとするためのリーダーシップ、組織構造及びプロセスをいう。
(3) KPMG の定義
監査、税務及びアドバイザリー・サービスを提供するプロフェッショナル・ファームの
グローバル・ネットワークとしての KPMG は、狭義の ITG である「情報システム・ガバ

16

「ITガバナンスの必要性：これまでになく（Dallas, Susan & Bell, Michael. “The Need for IT
Governance: Now More Than Ever (AV-21-4823).”）」、Gartner社、2004.1.20
17 「IT ガバナンスに対する経営者の視点(An Executive View of IT Governance)」
、ITGI、2009、
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/An-Executive-View-of-IT-Gov-Research
.pdf
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ナンス」を次のように定義している18。
情報システム・ガバナンスとは、次をいう。


コーポレート・ガバナンスになくてはならない部分である。



取締役会と経営陣の責任である。



価値提供、業績管理及びリスク低減の仕組みである。



意思決定と業績に対する説明責任を割り当てる手法である。



ビジネス目標に動的に整合させる。



ポリシー、手順、マネジメント委員会、性能測定基準及び関連するマネジメ
ント技術から構成され、共通のビジネス目標に向かって結束して作用する。

すなわち、情報システム・ガバナンスとは、組織内の情報供給に係る意思決定を統治す
ることを目的とした、一連のルールと合意事項である。
(4) Appel の定義
Willie Appel は「IT ガバナンスの ABC」19において、ITG を次のように定義している。
ITG は、情報と技術の利用に際して所望の行動を促進するため、意思決定権の割り当て
を行うとともに、説明責任フレームワークを組み立てることである。ITG は、原則、人、
プロセス及び性能測定基準であり、エンタープライズを部分最適化するものではなく、全
エンタープライズに対して、行動/決定の自由を確実なものとする手段の提供を可能にする
ものである。
(5) COBIT の定義
COBIT(Control Objectives for Information and related Technology)は、組織における
ITG についてのガイダンスとして、米国の情報システム・コントロール協会（ISACA）な
どが提唱する実践規範（ベストプラクティス集）である。現在の COBIT 4.1 バージョン
は、4 つのドメイン、34 の高レベル目標及び 318 の詳細目標から構成されている。
COBIT は、ITG の最上位レベルで利用されるのが一般的であり、ITIL（Information
Technology Infrastructure Library）20、情報セキュリティ・マネジメント・システムに

18

「情報時代における株主価値の創造：情報システム・ガバナンスの場合（Creating Stakeholder Value
in the Information Age: The Case for Information Systems Governance)」、KPMG、2004、
http://www.kpmg.co.uk/services/ras/irm/isg.cfm.
19 「ITガバナンスのABC：慣行2273（Appel, Willie. The ABC’s of IT Governance: Practice 2273）、
Meta Group、2004、http://www.metagroup.com/us /displayArticle.do?oid=49863.
20 ITIL：英国商務局（OGC）が IT サービス管理・運輸規則に関するベストプラクティスを調和的かつ
包括的にまとめた一連のガイドブックであり、IT サービス管理を実行する上での業務プロセスと手法を
体系的に標準化し、IT に係る社内規則や手順などの設定・見直しを行う際のガイドラインとして活用さ
れる。http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/itil.html
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係る ISO/IEC 27001 や ISO/IEC 27002、PMBOK21などの慣行や標準と調和させることに
より、ビジネス・ニーズとの整合の改善、及び IT 関連活動のすべての面を覆うものであ
る。
(6) IT 統制
1.1.2.2 項に述べた我が国の内部統制の 6 つの基本的要素の一つである「IT への対応」
は、図 1.1-6 に示す構造となっており、同図に示す「IT の統制」を「IT 統制」と呼称して
いる。

ITへの対応

IT環境への対応
ITの利用及び統制

ITの利用
ITの統制

全般統制
業務処理

図 1.1-6：内部統制における IT 統制
IT 統制は、内部統制の実現における IT の利用や IT を活用した情報システムに対する内
部統制を行うものとするのが一般的であり、アクセス制御機能による情報システムへのア
クセス制限や、
それを機能させるための ID、パスワードの管理などが IT 統制に該当する。
経済産業省の「システム管理基準 追補版（財務統制に係る IT 統制ガイダンス）
」22は、
IT 統制が次の 3 つの統制から構成されるとしている。


IT全社的統制：企業の統制が全体として有効に機能する環境を保証するためのIT に
関連する方針と手続等、情報システムを含む内部統制をいう。連結グループ全体として
の統制を前提とするが、各社、事業拠点ごとの全体的な内部統制を指す場合もある。



IT全般統制：業務処理統制が有効に機能する環境を保証するための統制活動を意味し
ており、通常、複数の業務処理に関係する方針と手続のうち、IT基盤を単位として構
築する内部統制をいう。



IT 業務処理統制：業務を管理するシステムにおいて、承認された業務がすべて正確
に処理、記録されることを担保するために業務プロセスに組み込まれた IT に係る内部

21

PMBOK：Project Management Body Of Knowledge の略。米国の非営利団体 PMI(プロジェクト・マ
ネジメント研究所)が策定したモダン・プロジェクト・マネジメントの知識体系をいう。
http://e-words.jp/w/PMBOK.html
22 「システム管理基準 追補版（財務統制に係る IT 統制ガイダンス）
」
、2007.3.30、経済産業省、
http://www.meti.go.jp/press/20070330002/systemkijun-tsuiho.pdf
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統制をいう。
ただし、この IT 統制は、IT コントロールであって、IT ガバナンスではない。前述のシ
ステム管理基準・追補版には、次のように明示されている。
システム管理基準は、情報システムをめぐるリスクへの対応のため、組織体が IT ガバ
ナンスの確立を図り、情報システムの企画･開発･運用･保守にいたるサイクルの中で情報
システムが健全に機能するように管理･統制するための基準である。

1.1.3

セキュリティ・ガバナンスの定義

ここでは、セキュリティ・ガバナンス（SG）関連の様々な定義を紹介するが、結論とし
て、経済産業省の定義を除き、その定義にほとんど差異はない。
なお、SG の他に、エンタプライズ・セキュリティ・ガバナンスや情報セキュリティ・
ガバナンスの用語が出てくるが、セキュリティに係るガバナンスの本質に差異はない。
1.1.3.1

セキュリティ・ガバナンス

オーストラリアの IT セキュリティ専門家諮問グループ(IT Security Expert Advisory
Group: ITSEAG)が出版した「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンスに対する主
要慣行とガイドライン」23は、SG を次のように定義している。その特徴は、明示的な定義
を避け、SG に見られる様々な属性を示し、それらを採用することが望ましいとしている
ことである。
SG は、組織及び外部の影響力により様々な形態になり得るものである。この件につい
ての研究や専門家会議は、広く受け入れられる SG の定義はないとしている。しかしなが
ら、多くの定義に見られる共通の属性がある。以下にそれらの属性を示すが、それらはビ
ジネスとの結びつきを明確に示している。SG の定義に係る属性には、アカウンタビリテ
ィ、ビジネスとの整合、権限、ビジネス・コスト、文化、優れたビジネス・センス、非交
渉性（譲渡禁止）、現在進行中、持続可能、プロセス、ポリシー、保護、リスク、規則・
法律及び株主ニーズへの適合がある。これらの属性を考慮し、これまでに出版された様々
な定義を評価の上導出したのが、次に示す重要インフラ組織のすべてに適用できる SG の
定義である。
「SG は、セキュリティ文化を確立・維持し、情報に対するビジネス目的とステーク
ホルダの要求事項が継続的に満足されることを保証するものである」
23

「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンスに対する主要慣行とガイドライン(Leading Practices
and Guidelines for Enterprise Security Governance)」
、2007.8、オーストラリア連邦、
http://www.ag.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(930C12A9101F61D43493D44C70E84EAA)~IT+
Security+&+Governance.pdf/$file/IT+Security+&+Governance.pdf

1-20

官民両組織が SG の実施に当たりこの定義を採用する場合、グローバルな先進の慣行と
整合がとれている上記 SG 属性のすべてを組み入れることが望ましい。
1.1.3.2

エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス

米国のカーネギーメロン大学ソフトウェア・エンジニアリング研究所（CMU/SEI）が
出版した「エンタープライズ・セキュリティの統治」24は、エンタープライズ25・セキュリ
ティ・ガバナンスを次のように定義している。
組織に対して指示を与え、統制し、組織の行為（信念、行動、能力、活動）におけるセ
キュリティ文化を確立・維持させること。
エンタープライズ・セキュリティを統治することは、適切なセキュリティをビジネスに
存在する譲渡禁止の（交渉できない）要求事項として見ることである。
組織の重要な資産とビジネス・プロセスに対する保護戦略が、組織のリスク選好度(risk
appetite)26及び許容リスクにつりあった状態をいう。
次項に述べる情報セキュリティ・ガバナンスとの違いは、SG の対象とする範囲が広い
こと、及び情報をセキュアにすることに関してもエンタープライズ・レベルで戦略的及び
戦術的に取り扱うことである。
1.1.3.3

情報セキュリティ・ガバナンス

米国の IT ガバナンス研究所（ITGI）が出版した「情報セキュリティ・ガバナンス：取
締役会と上級執行役員向けガイダンス」27は、情報セキュリティ・ガバナンス（ISG）を
次のように定義している。この ISG の特徴は、ISG が取締役会と執行役員の責任であるこ
と、及び IT ガバナンス（ITG）と ISG の密接な連携を求めていることである。

24

「エンタープライズ・セキュリティ統治(CMU/SEI-2005-TN-023, Governing for Enterprise
Security)」、2005.6、CMU/SEI、http://www.cert.org/governance/
25 エンタープライズとは：エンタープライズとは、組織形態をとる企業である。形態は、物理的（特定
の地理的場所の建物）又は実質上（物理的場所が重要でない場合、ネットワーク接続を介して）でも良い。
エンタープライズの用語は、一つ又はそれ以上の固定場所の建物を持つ通常のエンタープライズ、及び拡
張された又は実質上のエンタープライズの両者として利用される。実質上のエンタープライズは、組織の
ネットワークに電子的アクセスするすべての実体、及び組織がアクセスする他の実体のネットワークから
構成される。例としては、一つの組織とそのサプライチェーン・パートナー(及びそれらのパートナー)
のすべて、及び組織と組織のビジネス・プロセスの一部若しくはすべてのアウトソース部分を持っている
実体のすべて、又は組織を支援する IT インフラのすべて若しくは一部を持っている実体のすべてが含ま
れる。
26 リスク選好度とは、投資家がどの程度のリスクを取りたがっているかを表す。
27 「情報セキュリティ・ガバナンス：取締役会と上級執行役員向けガイダンス、第 2 版（Information
Security Governance: Guidance for Boards of Directors and Executive Management, 2nd Edition）」
、
2006、ITGI、
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/InfoSecGuidanceDirectorsExecMgt.pdf
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ISG は、取締役会と上級執行役員の責任である。ISG は、エンタープライズ・ガバナン
スの一部かつ透過的な部分であり、ITG のフレームワークと連携されねばならない。上級
執行役員は情報セキュリティがもたらす懸念事項や保護の必要性への考慮と対応に責任
を持つが、取締役会は情報セキュリティを本来備わるべきガバナンスの一部として実施す
ることがますます期待されている。すなわち、重要な資源を統治する目的で既に備わって
いる他のガバナンス活動のプロセスに、情報セキュリティを統合して実施することであ
る。
1.1.3.4

経済産業省の情報セキュリティ・ガバナンス

経済産業省が出版した「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス」28は、情報セ
キュリティ・ガバナンスを次のように定義している。この定義で注目すべきは、取締役会
について何ら言及されてなく、経営陣だけを対象にしていることである。このことは、同
ガイダンスにおいて「現 ISMS における経営陣のコミットメントに係る行動方針や必要な
仕組みについて明確化したもので、ISO/IEC 27001:2005 を補完する位置付けとなる」と
明言していることからも明らかである。
経営陣においては、自らの経営課題の一つとして、情報資産に係る機密性、完全性、可
用性の観点からのリスク管理を捉え直すことが重要である。すなわち、様々なリスクのう
ち、情報資産に係るリスクの管理を狙いとして、情報セキュリティに関わる意識、取組及
びそれらに基づく業務活動を組織内に徹底させるための仕組み（経営者が方針を決定し、
組織内の状況をモニタリングする仕組み及び利害関係者に対する開示と利害関係者によ
る評価の仕組み）を構築・運用すべきである。産業構造審議会情報セキュリティ基本問題
委員会では、この取り組みを「情報セキュリティ・ガバナンス」と定義している。
1.1.3.5

ISO/IEC 27014

ISO は現在、ISO/IEC 27000 ファミリー規格開発の一環として、
「ISO/IEC 27014、情
報技術－セキュリティ技法－情報セキュリティのガバナンス(Information Technology –
Security Techniques － Governance of Information Security)」を策定中である。この規
格は、情報セキュリティ・ガバナンス（ISG）の策定や適用に係るガイダンスの提供を目
的としており、次に示す事項を考慮するとしている29。その内容からは、現 ISMS が行っ
ている情報セキュリティの確立・維持に係るマネジメントとの区別を明確にし、ガバナン

28

「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス」
、2009.6、経済産業省、
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2009_JohoSecurityGovernanceDonyuGuidance.p
df
29 「ISO/IEC 27014 情報セキュリティ・ガバナンス・フレームワーク（ドラフト）
（ISO/IEC 27014
Information technology –Security techniques -- Information security governance framework
(DRAFT)）」、ISO、http://www.iso27001security.com/html/27014.html
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スの役割に力点が注がれていることが理解できる。
なお、ISO/IEC 27014 の発行時期は、2011 年 10 月現在で委員会ドラフト（Committee
Draft:CD）段階にあることから、2012 年末と思われる。


組織のビジネス戦略、ポリシー及び目的（情報セキュリティ、リスク及び管理策関連）



ガバナンス関連の適用法規類に対するコンプライアンス（情報セキュリティ義務関
連）



契約上のコンプライアンス（情報セキュリティ義務関連）



リスクマネジメント：情報セキュリティ・リスクのマネジメント



マネジメント管理策：ISMS は首尾一貫した情報セキュリティ管理策である



コンプライアンス及び保証活動：ISMS に係る認証、内部監査、マネジメント・レビ
ューなど



ISG、ITG、可能性として情報ガバナンス、及びコーポレート・ガバナンスとの関係



「ガバナンス」と「マネジメント」の区別



ISG フレームワークの明確化



ISG による ISMS の評価、指令及びモニタリング方法

1.1.4

セキュリティ・ガバナンスとその他のガバナンスなどとの関係

ここでは、セキュリティ・ガバナンス（SG）とコーポレート・ガバナンス（CG）、IT
ガバナンス（ITG）
、情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）
、内部統制（IC）
、
エンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）/ COSO ERM、COBIT などとの関係に
ついて簡単に述べる。
1.1.4.1

コーポレート・ガバナンスが中核

コーポレート・ガバナンス（CG）は、国際的に見ても各国間の定義に大きな差異はなく、
その目的が企業の不正防止及び企業価値の増大の 2 点であるとされている。実際、これら
を達成するための具体化された枠組みが、前述の COSO ERM フレームワーク、COBIT、
我が国の内部統制（IC）などに示される目的とその達成に必要な要素（構成要素又は基本
的要素）であり、それらの要素には情報セキュリティ、リスク、IT、品質、IT サービスな
どのサブ要素が含まれている。実は、これらサブ要素を対象にしたガバナンスやマネジメ
ント・システムについては、コーポレート・ガバナンスの登場に相前後し、必ずしも CG
との関連付けや支援を前提として誕生したものではないが、それらの機能は CG の目的達
成に利用可能な位置付けにある。ただし、それらの利用範囲は、当該サブ要素のすべてや
一部、又は考え方だけの導入など、企業の規模や、業界の別、組織構造などにより様々で
ある。例えば、我が国の IC の履行に際しての情報セキュリティについては、情報セキュ
リティ・マネジメント・システム（ISMS。JIS Q 27001）が規定する管理策の一部を適用
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することで要求を満足させることも可能である。その適用をさらに拡大して ISMS を全面
的に採用するか、又は経営陣以下のマネジメントだけではなく取締役会をも含めたガバナ
ンスにまで拡大するかは、企業のセキュリティ・リスクへの対応方針による。とはいえ、
昨今のビジネスにおける IT の利用状況は、セキュリティと IT 利用に関して組織全体とし
ての対応、つまり SG や ITG による対応を求めている。
このように、現在は「企業の任務やビジネス目標の達成を目的とした CG を中核に、様々
なガバナンスが組みこまれて行く」というのが昨今の IT 社会、グローバル経済社会の趨
勢となっていることは否めない。
1.1.4.2

セキュリティ・ガバナンスとその他のガバナンスなどとの関係

ここでは、上記に示した CG を中核とした様々なガバナンスなどとの関係について簡単
に紹介する。
(1) コーポレート、IT 及びセキュリティの各ガバナンス間の関係
CG、ITG 及び SG 間の関係について、ほとんどの参考文献が「ITG 及び SG が CG に
なくてはならないガバナンス、つまり CG の部分集合としての位置付けにある」としてお
り、この関係はグローバルに定着していると考えられる。ただし、ITG と SG との関係に
ついては、下記に示す A 及び B の 2 通りの考え方が存在している。とはいえ、ほとんどの
参考文献は、B の関係を明示している。
A

SG は、ITG の部分集合である。つまり SG が ITG になくてはならないガバ
ナンスである30：組織のビジネスが完全に IT 化されている場合は、これに該
当するものと思われる。

B

SG と ITG とは、セキュリティに関してお互いに密接にリンクするが、完全
に重複又は SG が ITG の部分集合の関係にはない：SG が IT 資産以外も対象
とするなど、SG 活動の範囲の違いによる。

(2) ガバナンスを支援するベストプラクティス、ガイダンス等
CG、ITG 及び SG を支援するベストプラクティス、ガイダンス、ISO などは、次のと
おりである。これらの細部については、前項「1.1.2 セキュリティ・ガバナンス関連の様々
なガバナンスなどの定義」を参照されたい。

30

例えば、
「The Relationship between Corporate Governance, Information Technology (IT)
Governance and Information Security Governance and An ICT Risk Management System to support
Information Security Governance」
、2009、University of Johannesburg、
http://www.lse.ac.uk/collections/informationSystems/newsAndEvents/2009events/vonsolms.pdf#searc
h='The Relationship between Corporate Governance, Information Technology (IT) Governance and
Information Security Governance'
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CG：COSO ERM、内部統制（IC）



ITG：COBIT（ITIL、PMBOK、ISO/IEC 27001/27002 との調和による）



SG：SG 導入ガイダンス、ISO/IEC 27014

(3) セキュリティ・ガバナンスと他のガバナンスなどとの関係のまとめ
上記(1)項及び(2)項に基づく SG と他のガバナンス及びそれらガバナンスを支援するベ
ストプラクティスやガイダンスなどとの関係を図 1.1-6 に示す。これら各々の関係につい
ては前項「1.1.2 セキュリティ・ガバナンス関連の様々なガバナンスなどの定義」におい
て、各ガバナンスなどの項ごとに述べた内容をまとめたものであり、それら関係の細部に
ついては前項の関連箇所を参照されたい。
なお、図に示す「SG ガイダンス」の内容については、第 2 章及び第 3 章で述べる。

COSO
ISO/IEC 27014
COSO ERM
内部統制

CG

SG

ITG

SGｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

CMU/SEI：SG導入ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

COBIT

経済産業省：ISG導入ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
NIST：ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ITIL
PMBOK
ISO/IEC 27001

COSO：Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
COSO ERM：COSO Enterprise Risk Management
COBIT：Control Objectives for Information and related Technology
ITIL：Information Technology Infrastructure Library
PMBOK：Project Management Body Of Knowledge
CMU/SEI：Carnegie Melon University / Software Engineering Institute
NIST：National Institute for Standards and Technology

図 1.1-6：CG、ITG 及び SG 間の関係とそれらを支援するガイダンスなどの関係
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1.2

セキュリティ・ガバナンスの必要性と利点

本節は、セキュリティ・ガバナンスの必要性と利点について述べる。

1.2.1

セキュリティ・ガバナンスの必要性

ここでは、先ずセキュリティ・ガバナンス（SG）を必要とする最大の要因がコーポレー
ト・ガバナンス（CG）であるとする歴史的考察を行い、次いでそれらを含めた昨今の情報
化社会を反映した様々な SG の必要性について考察する。
1.2.1.1

セキュリティ・ガバナンス誕生の歴史的考察

SG の必要性を考察するに当たっては CG との関係を知る必要があるが、この関係につ
いては既に「1.1.4 セキュリティ・ガバナンスとその他のガバナンスなどとの関係」にお
いて述べたとおりであり、SG は CG の部分集合の位置付けにある。つまり、CG の目的達
成に SG が不可欠な存在となっている。
この CG は、
「1.1.2.1-(5) コーポレート・ガバナンス制定の経緯」で述べた米国や我が
国における CG の制定経緯からも明らかなように、すべては会社の不正防止と企業価値の
増大に端を発したものである。このような CG の要求、及びグローバル経済社会進展の駆
動力となっている IT のユビキタスな展開が、情報セキュリティをそれまでのマネジメン
ト・レベル（経営陣以下のレベル）から取締役会による統治機能を取り入れたガバナンス・
レベルへと、その格上げを必須のものとしたのである。これは、IT システムの進展と同シ
ステムに対する脅威の進展に対応する組織の取り組みであるともいえる。
図 1.2-1 は、このような SG 誕生の歴史的経緯を示すものである。同図は、OECD の CG
原則及び ISO の情報セキュリティ・ガバナンス（ISO/IEC 27014。未制定）に併せ、米国
や我が国における CG 関連の法律（SOX 法、JSOX 法）
、CG の実施基準（COSO、COSO
ERM、内部統制基準）
、及び SG 導入ガイダンス（BSA、CGTF、ITGI、SEI、NIST、経
済産業省）の制定時期を示したものである。この図から明らかなように、米国及び我が国
とも、CG の実施基準公表に続いて SG 導入ガイダンスが公表されている。つまり、CG に
SG が不可欠となっていることを物語っている。米国における SG 導入ガイダンスは、2003
年に出版されたビジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）の「情報セキュリティ・
ガバナンス活動のための枠組みに向けて」を皮切りに次々と進化し続け、最近では NIST
（国家標準技術院）が 2011 年に出版した「NIST SP 800-39、情報セュリティ・リスクの
運用管理」がある。この文書は、ISO が 2009 年に制定した「ISO/IEC 31000、リスクマ
ネジメント－原則とガイドライン」との整合を図ったものであり、エンタープライズ・リ
スクマネジメント（ERM）を情報セキュリティの分野において補完する位置付けにある。
また、図 1.2-2 は、情報セキュリティをマネジメントからガバナンス・レベルへと格上
げする歴史的推移（情報セキュリティの進化）を示すものである。1980 年代中期のワーム
の出現とともに、ファイアウォールに代表されるセキュリティ技術（IT セキュリティ）が
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世の中に広く知られるようになった。さらに、1990 年代中期以降、組織としての情報セキ
ュリティ管理の必要性から情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）
（BS 7799、
ISO/IEC 17799、ISO/IEC 27001）が次々と制定された。そして SOX 法や JSOX 法の制
定に伴う CG の実施により、ISMS は SG へと進化した。ISO は現在「1.1.3.5 ISO/IEC
27014」で述べたように、SG の規格を策定中である。

ISO
1999 、OECD（CG原則） OECD（CG原則改）

OECD

COSO ERM

1992、COSO

米 国

SOX法
BSA

ITGI

CGTF

ISO/IEC 27014 ○

SEI

NIST

会社法 金融商品取引法（JSOX）

～

2002

2003

2004

2005

同左改訂

内部統制実施基準

我が国

経済産業省

2006

CG：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
SG：ｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
ISO/IEC 27014：情報ｾｷｭﾘﾃｨのｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
COSO：ﾄﾚｯﾄﾞｳｪｲ委員会支援委員会
ERM：ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
NIST：国家標準技術院

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BSA：Business Software Alliance
CGTF：Corporate Governance Task Force
ITGI：Information Technology Governance Institute
SEI：Software Engineering Institute, CMU
：情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（SG）関連のｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（CG）関連の法律
：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（CG）実施基準

図 1.2-1：セキュリティ・ガバナンス誕生の歴史的経緯

2010

参加者

△ISO/IEC 27014

▲ISO/IEC 27001

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

取締役

▲JSOX法
▲ SOX法

2000

▲ISO/IEC 17799

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

経営陣

▲BS 7799

ITｾｷｭﾘﾃｨ

1990

IT部門

▲ﾜｰﾑの出現

文書保全

保全係

1980
情報ｾｷｭﾘﾃｨの進化

図 1.2-2：情報セキュリティの進化（レベル格上げ）の推移
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1.2.1.2

ISO/IEC 27001 の限界

CG の部分集合としての SG の必要性を促すものに、
ISO/IEC 27001（JIS Q 27001-2006）
の限界がある。つまり、ISO/IEC 27001 は、経営陣（CEO）の役割や責任についての規定
はあるが、取締役会、及び CEO 以外の他の経営陣の役割と責任については一切述べられ
ていない。このことは、情報システムのセキュリティが全社的リスクアセスメント結果及
びビジネス・ニーズとの整合が図られたセキュリティ・プログラムの一環であるとする視
点から、本来的に外れる可能性を示唆するものである。
実際、ISO/IEC 27001 の「5.2.4 組織の取組み全般の監視・改善など」では次のように
述べているが、
「経営陣」の用語があるものの、取締役会だけでなく最高情報責任者（CIO）
、
最高情報セキュリティ責任者（CISO）
、最高財務責任者（CFO）などの役割と責任事項に
は一切触れられていない。確かに、
「経営陣を構成する各最高責任者の役割と責任について
は、ISO/IEC 27001 を適用する組織が定めるべきもの」とする解釈も当然のことながら考
えられるが、経営層のセキュリティ・マネジメントを統制する取締役会の役割と責任につ
いては一切規定されていない。
情報セキュリティ要求事項をどのレベルにおいて満たす管理策を選択・運用していく
か、またそのためにどれほどの経営資源を確保・投入するかは、その組織の事業目的・戦
略などと密接な関係があり、経営判断の一つである。そして、このような点に対する組織
の取組み全般が経営陣から発する統制の下にあり、組織内・外の様々な環境変化に対応し
て有効であり続けることは、このような点について利害関係者から理解・信認を得るため
に必須なことであり、これは、製品の品質に対する取組みや環境に対する取組みについて
組織に求められることと変わる点はない。
したがって、この規格は、本体の 4.2.1 で経営陣の承認のもとで ISMS 基本方針を定義
すること、5.1 で経営陣の ISMS の確立・運用・改善などに対するコミットメントの証拠
があることを規定し、4.2.4（ISMS の維持及び改善）から最後の箇条である 8.3（予防処
置）までにおいて、文書化と文書管理・内部監査・マネジメント・レビュー・是正処置・
予防処置・といった組織の様々な活動に対する要求事項を、JIS Q 9001 が規定している
ものと類似した内容・表現で規定している。
1.2.1.3

セキュリティ・ガバナンスの必要性

ここでは、CG の集合要素としての SG の必要性だけでなく、昨今のグローバル経済、
IT 社会、IT の進化、そして情報セキュリティ脅威の進化に伴い、企業に対しては、情報
セキュリティについて IT 部門は無論のこと、経営陣を含めたマネジメント・システムを
越えた SG が求められことについて、その要素を様々な角度から考察する。
表 1.2-1 は、SG を必要とする様々な要素の考察結果をまとめたものである。
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表 1.2-1：セキュリティ・ガバナンスを必要とする要素と考察結果
要

素

① IT の進展とセキュ

考


リティ脅威

察

結

果

IT の進展は、企業のビジネス・ニーズを満足させ、企業利
益の増大は無論のこと、グローバル経済の発展に大いに貢献
しており、IT は企業に不可欠な存在となっている。その一方
で今日、ますます巧緻化するセキュリティ脅威攻撃による企
業の IT システムの危殆化は、企業の信頼や評判を損なわせ、
顧客やビジネス・パートナーを離れさせるだけなく、最悪の
場合は業界からの撤退をも余儀なくさせる場合もあり得る。
ビジネス目標達成戦略としての IT の活用の増大は、IT の危殆
化による影響をますます大きなものとすることにもつながる
のである。



このような状況は、企業が情報セキュリティを重大な関心
事として取り組むべきことを求めるものであり、取締役会と
経営陣がトップダウン･アプローチで取り組むべきとの警鐘
を鳴らすものである。

② 情報資源の変容(重



要性の増大)

「高度情報化社会」の用語に代表されるように、情報通信
技術(ICT)の進展とともに、情報関連産業･技術の顕著な成長、
ICT の経済的繁栄への活用、政治･文化・日常生活などの利便
性のための ICT の浸透など、今日の社会は情報依存社会とも
言えるようになっている。とりわけ、企業にとっての情報と
ICT の利用は、正に生命線とも言うべき位置付けにあり、
「情
報経済」の用語さえ利用されている。十数年前に経営学者･社
会学者の Peter Drucker は、企業における情報の価値と情報
への依存の高まりを予測し、「技術の普及と情報の商品化は、
情報の役割をこれまでの土地、労働力や資本の資源の重要性
と同等の資源に変容させる」と明言している。この明言どお
り、情報の価値と情報への依存は、劇的に増加した。この加
速的増加現象が、予測し得る未来において変わることなく持
続するとする指標は十分にある。また、ICT 分野の調査や助
言を行う企業は、
「組織はここ十年以内に現在の 30 倍以上の
情報を取り扱う」とした Gartner の見積を引用している。



このように、情報システムが取り扱う情報は、高度情報化
社会の企業にあって、その質・量の両側面において拡大傾向
を示していることから、企業は最優先事項として情報の取扱
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要

素

考

察

結

果

に注意を払う必要がある。
③ 情報セキュリティに



経済産業省が出版した「情報セキュリティ関連法令の要求

係る法的要求/コンプラ

事項集」31は、企業が情報セキュリティ対策を進める上で有用

イアンス

となるいくつかの法的論点について検討を行い、それぞれの
基本的考え方と解説を行ったものであり、企業における効率
的・効果的な情報セキュリティ対策・法令順守の促進を図る
ことを目的としている。その中で、会社法上の内部統制、個
人情報保護法上の安全措置管理義務、知的財産権法、金融商
品取引法の内部統制、刑事法、電子署名法、労働法、労働者
派遣法など、様々な法律に関して情報セキュリティとの関係
が記述されている。


この要求事項集が強調しているのは、企業の情報セキュリ
ティ対策を講ずる管理部門に対して、法令対応を行う法令部
門との連携対応を求めていること、及び情報セキュリティに
係る企業の役員の役割と責任を重大視していることである。

④ コーポレート・ガバ



CG とは企業の不正行為の防止と企業価値の増大を目的と

ナンス及び IT ガバナン

した企業の経営を監視･規律すること又はその仕組みをいい、

スとの関係

その手段となるのが内部統制である。我が国の内部統制は、4
つの目的とその達成のための 6 つの基本的要素から構成され
ている。この 6 つの基本的要素すべてに係るのが IT 統制（こ
れを拡大したものが ITG）であり、必要最小限の情報セキュ
リティに係る側面についてもこの中に含まれている。とはい
え昨今では、情報セキュリティ・リスクの企業に及ぼす影響
の大きさを考慮した SG 活動が求められ、結果として ITG と
連携した SG が CG の目的達成の両輪となることを求めてい
る。


このように、SG は、比較的最近の要求ではあるが、企業の
情報の危殆化がもたらす影響を考慮すると、CG と ITG の目
的を効果的に達成するための必須活動と言える。

⑤ 情報セキュリティの
見方のシフト(格上げ)

情報セキュリティに対する考え方は、以下に示される実態を反
映した言葉によって、その重要性を確認することができる。


組織の最大関心事：今日の複雑で相互接続された世界にお

31

「情報セキュリティ関連法令の要求事項集」
、2009.6、経済産業省、
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2009_JohoSecurityKanrenHoreiRequirements.p
df
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いて情報セキュリティの有効性と持続性を達成するには、情
報セキュリティが組織の最上位レベル（取締役会）で取り組
まれねばならない。


全社的取り組みの必要性：情報セキュリティは、組織的及
び運用的文脈の中で生息しており、分離された独立の分野で
はない。つまり、情報セキュリティは、IT 部門に付託された
技術的専門知識として、組織内の特定の職務又は部門に限定
又は委譲することはできないのである。組織内の多くの職務
や部門は、技術的、組織的、法規的、経済的及び社会的側面
を含む効果的なセキュリティ解決策の策定と維持のため、一
緒になって行動する必要がある。



ガバナンスとしての挑戦事項：情報セキュリティは、単な
る技術的な問題ではなく、適切なリスクマネジメント、報告、
及び説明責任を含むビジネスとガバナンスの挑戦事項であ
る。経営陣は、情報セキュリティに対する彼らの視点を、情
報技術ベース、セキュリティ中心及び技術的解決策から、エ
ンタープライズ・ベース、リスクマネジメント、組織の継続、
及び弾力性へとシフトしなければならない。

⑥ 取締役会と経営陣の
役割と責任

情報セキュリティに対する取締役会と経営陣（企業責任者）の
役割と責任は、今日の高度情報化社会において極めて重大な位置
付けにある。


組織のリスクには、投資リスク、予算上のリスク、法的義
務リスク、安全リスク、サプライチェーン・リスク、セキュ
リティ・リスクなど多くの種類のリスクを含めることができ
る。情報システムの運用と利用に係るセキュリティ・リスク
は多々ある組織のリスクの一コンポーネントであり、それら
リスクのすべては企業責任者が彼らの現行リスクマネジメン
ト責任事項の一部として対処すべきものである。



情報セキュリティに係る法的要求事項は、企業責任者に向
けられたものであり、情報セキュリティの問題により注意を
払うこと、すなわち情報セキュリティ又はより広範な SG に
注意を払うよう仕向けている。



組織内のセキュリティ文化の浸透は、ビジネス価値の保護･
強化及び市場での優勢を確保する機会を与えるものである。
したがって、企業責任者は、セキュリティに対する気風の設
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定、及びセキュリティ要求事項を貫き通す動機付けを持った
セキュリティ意識文化の創造という困難なタスクを果たさね
ばならない。


企業責任者は、監査及びコンプライアンスの責任事項の様
に、SG を如何に実行に移すかについても完全に理解する必要
がある。



組織の情報セキュリティ目的を達成することは、適切なセ
キュリティ対策をビジネスにおける交渉の余地のない要求事
項として組織の企業責任者が見ることを意味する。仮に、企
業責任者が効果的な情報セキュリティに対するビジネス・ニ
ーズを確立・強化しなければ、組織が望むセキュリティの状
態を明瞭に表現、達成又は維持することはできない。組織が
持続性のある能力を達成するためには、情報セキュリティを
ガバナンス・レベルのリーダーの責任としなければならない。
それらの活動やコンプライアンス順守のための権限、説明責
任及び資源は、組織が企業責任者に割り当てた役割と責任で
ある。

⑦ その他



国家の経済安全保障及び国家の安全保障の確保に重要イン
フラ防護が重要視されているが、その目的の達成と維持には、
企業の取締役会、経営陣などが最優先課題とした SG による
情報セキュリティの確保･維持が必要不可欠となっている。



また、企業における ERM の普及及びそれを支援する ISO
31000 の制定に伴い、SG 導入のためのガイダンスが進化しつ
つある。

図 1.2-3 は、表 1.2-1 が示す SG を必要とする様々な要素の考察結果に基づいたものであ
る。
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個人情報保護法等法規制

ITの進展
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾆｰｽﾞ

ITG

④

IT利用の拡大

②

CG

③
ERMの普及

情報資源の変容

⑦

ISO 31000の制定

⑥

脅威の拡大

①

取締役会と経営陣
の役割と責任

ITｾｷｭﾘﾃｨ・ﾘｽｸの増加
ｾｷｭﾘﾃｨの
格上げ
ISMSの曖昧な経営陣要求規定

⑤

SG

SG：ｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
CG：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
ERM：ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ISO 31000：ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ－原則及び指針
ISMS：情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ
ITG：ITｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

経営陣のｾｷｭﾘﾃｨ認識不足

図 1.2-3：セキュリティ・ガバナンスを必要とする様々な要素

1.2.2

セキュリティ・ガバナンスの利点

IT ガバナンス研究所(IT Governance Institute)が 2006 年 3 月に出版した「情報セキュ
リティ・ガバナンス：取締役会と経営陣へのガイダンス（第 2 版）
」32は、情報セキュリテ
ィ・ガバナンス（ISG）の利点を次のように述べている。そのほとんどは現行の ISO 27001
に代表される情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）によって対応可能の
ように思えるが、その可能性の実現化は取締役会と経営陣が積極的に活動し、全社的なリ
スクマネジメントの一環としてそれなりの資源配分を行った場合であり、そのためにはセ
キュリティ統治構造の確立維持、すなわち取締役会と経営陣に役割と責任を付与した SG
が必要となる。
なお、ISMS と SG との違いや関係については「1.3 セキュリティ・ガバナンスと ISMS
との関係」で述べる。
ISG は、下記を含む相当な利点をもたらす。


優れたガバナンスを実践するとした組織にとって価値のある分担の高まり



情報セキュリティ関連のリスクを確定可能で受け入れ可能なレベルに低下させる
ことによる、ビジネス運用の予測可能性の増大及び不確実性の減少



情報の不正確性又は注意不足の結果として、ますますその可能性を高める民事責任

32

「情報セキュリティ・ガバナンス：取締役会と経営陣へのガイダンス（第 2 版）
（Information Security
Guidance: Guidance for Boards of Directors and Executive Management, 2 nd Edition）
」
、IT
Governance Institute、
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/InfoSecGuidanceDirectorsExecMgt.pdf
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又は法的責任からの防衛


限られたセキュリティ資源の最適割り当てのための構造とフレームワークの確立



効果的な情報セキュリティ・ポリシーとポリシー順守の保証



情報のセキュア化に係る効果的かつ効率的なリスクマネジメント、プロセス改善、
及び迅速なインシデント対応に対する確固たる土台の確立



重要な決定が誤った情報に基づかないとする保証レベルの向上



合併や買収、ビジネス・プロセス復旧、規制対応などの重要なビジネス活動におけ
る情報保護の説明責任

次による、組織にとっての利点と重大な価値


顧客との信頼関係の高まり



組織の評判の保護



プライバシー違反のおそれの低下



取引パートナーとの対話の際のさらなる信頼の提供



電子取引プロセスに対する新たな、より優れた方法の可能化



予測可能な成果、すなわちプロセス中断のおそれをもたらすリスク要素低減成果に
よる運用コストの削減
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1.3

セキュリティ・ガバナンスと ISMS との関係

内外のセキュリティ・ガバナンス（SG）の必要性を求める出版物のほとんどが、SG と
情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）に係る ISO 標準（ISO/IEC 27001）
との関係について、ISMS がトップレベル（経営陣など）の役割と責任について曖昧な規
定となっていることを指摘し、SG はその曖昧さを是正するもの、つまり現 ISO 標準を補
完する位置付けにあるとしている。このような SG の位置付けは、現行の ISMS の不備を
指摘しているのではない。情報セキュリティのマネジメント・レベルから見る限り、ISMS
は優れた情報セキュリティ慣行としての位置付けにある。このことは、最も優れた情報セ
キュリティ慣行とされている米国の国家標準技術院（NIST）が連邦政府省庁・機関の情
報システム用に規定している情報セキュリティ管理策（NIST SP 800-53）でも同様である。
SG の必要性を求める多くの出版物は「企業にとって情報セキュリティをより効果的・効
率的に達成・維持するには、マネジメント・レベルの上位に位置するガバナンス・レベル
の役割と責任が必要であり、現在の ISO 標準や各国の優れたセキュリティ慣行には、その
ための枠組みが欠けている」と指摘しているのである。
確かに、セキュリティにおけるガバナンス（SG）とマネジメント（SM）の区別は、と
りわけ関係者の役割と責任に対して大きな影響を及ぼす。この区別は明確でなければなら
ないが、組織の構成や規模を考慮すると、一意的に定めるのは困難であろう。とはいえ、
前述の ISMS に対する指摘事項を含め、以下の項（1.3.1～1.3.3）に示す SG と SM に関
する様々な見解から、次の原則は普遍的なものと考えられる。


SG と SM は、相互に密接に関係するものの、同じではない。



SG の主体は取締役会（又は同等の役割と責任を担う実体）であり、SM の主体
は経営陣以下の従業員である。



最近の取締役会は、十分な情報に基づく法的義務を果たすのは無論のこと、マ
ネジメントに対する助言を行うようになっている。



SG は、すべての SM 機能が設計され、実装され、効果的に運用されることを確
実にすることである。



SG は、トップにおいて気風を設定し、効果的な SM が実施されるよう説明責任
の文化を実現するものである。



ISMS は、効果的な SM を支援する。

なお、
「1.1.1.2 ガバナンスとマネジメントの違い」においても、取締役会及び経営陣の
関係について、それぞれがガバナンス及びマネジメントの主役となることを述べたが、そ
のような関係・役割分担は、SG と SM の関係についても言えることである。
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1.3.1

オーストラリアのセキュリティ・ガバナンス・ガイドライン

オーストラリアの「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンスに対する主要慣行と
ガイドライン」は、オーストラリア連邦の重要インフラ防護のための官民セクターからな
る「信頼された情報共有ネットワーク（Trusted Information Sharing Network: TISN）
」
が出版したものであるが、SG と SM の関係について、次のように両者間の違いと関係を
明示している33。
SG と SM とは、相互関係にあるものの、同じではない。簡単に言うならば「SG は、す
べての SM 機能が効果的に策定、適用及び運用されることを確実にする」ということにな
る。
SG は、効果的な SM が実施されるよう、説明責任の文化を導入するための気風をトッ
プ（最高経営責任者(CEO)、最高情報責任者(CIO)）において設定する。そして、SM は、
情報セキュリティのマネジメントのためのポリシー、原則及びプロセスを確立し、その主
たる焦点をセキュリティ運用管理者に当てる。

1.3.2

ビジネス・ソフトウェア・アライアンスの勧告

ビジネス・ソフトウェア産業の継続的な成長と安全で信頼できるデジタル社会の実現を
目的 として設 立された ビジ ネス・ソ フトウェア・ アライア ンス (Business Software
Alliance: BSA)は、米国のワシントン DC に本部を設置し、世界 80 ヶ所以上の国や地域で
政策提言・教育啓発・権利保護支援などの活動を実施している。BSA は 2003 年、
「情報
セキュリティ・ガバナンス：活動のためのフレームワークに向けて」34を出版し、その中
で、現行の ISO 標準による ISMS と SG の関係について次のように述べている。
ISO 標準は、国際的に認知された基準であり、IT セキュリティの有効性を明らかにする
ため、金融界から保険医療に至る多様な企業において利用されている。とはいえ、運用レ
ベルについては極めて詳細に述べられているが、経営上層部の活動については曖昧模糊と
している。

33

「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンスに対する主要慣行とガイドライン(Leading Practices
and Guidelines for Enterprise Security Governance」
、2006.6、TISN、
http://www.ag.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(930C12A9101F61D43493D44C70E84EAA)~IT+
Security+&+Governance.pdf/$file/IT+Security+&+Governance.pdf
34 「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のためのフレームワークに向けて(Information Security
Governance: Toward a framework for action)」
、2004、BSA、
http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/~/media/BD05BC8FF0F04CBD9D76460B
4BED0E67.ashx
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1.3.3

経済産業省の出版物

経済産業省が 2009 年に出版した「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス」35は、
「1.3.2. 情報セキュリティ・マネジメント・システムと情報セキュリティ・ガバナンス」
の項において次のように述べている。
企業の情報セキュリティ管理手法としては、ISO/IEC 27001:2005 において ISMS とし
て体系化されており、その中で「経営陣のコミットメント」が求められている。情報セキ
ュリティ・ガバナンスは、「経営者が方針を決定し、組織内の状況をモニタリングする仕
組み及び利害関係者に対する開示と利害関係者による評価の仕組みを構築・運用するこ
と」であり、経営陣が ISMS における「コミットメント」を行う上での活動に該当する。
したがって、情報セキュリティ・ガバナンスのフレームワークは、企業において情報セ
キュリティ・マネジメント活動を進める上での、経営陣の観点から見た行動指針やそのた
めに必要な仕組みについて明確化したものと位置付けられる。
この導入ガイダンスにおける ISG の定義に取締役会について述べられていないことに
関して不十分さがあるが、少なくとも現状の SM を SG がより強化するものであるとする
解釈に異論はない。

35

「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス」
、2009.6、経済産業省、
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2009_JohoSecurityGovernanceDonyuGuidance.p
df
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1.4

セキュリティ・ガバナンスの活動概要

ここでは、第 2 章で詳細に述べるセキュリティ・ガバナンス（SG）活動の予備知識とし
て、1.1 節～1.3 節の記述内容を基に、SG 活動の概要（基本的事項）を述べる。


SG は、コーポレート・ガバナンス（CG）の部分集合であることから、その構
成要素であるガバナンス構造も、その役割や責任は別として、同一となる。つま
り、取締役会が SG に係る基本方針や資源配分を示し、経営者による SG 活動の
執行を監督する（経営層統治）
。経営者は、取締役会の基本方針に従い、企業内に
おける SG 活動（企業内統治）を行うとともに、活動状況について取締役会に報
告する。



SG は情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的とした情報セ
キュリティ・マネジメントを包含するものの、その目的は CG の目的である企業
の不正行為の防止及び企業の競争力・収益力の向上にあり、ビジネス・プロセス
に焦点を当て、それを支援するためのセキュリティ維持を確実にする。



したがって、SG は、企業全体のリスクマネジメント（エンタープライズ・リス
クマネジメント（ERM）
）の一環として、セキュリティ分野を担うものである。



SG に参加する要員は、取締役会、経営層及び管理者層の中の SG 活動に係る人
物から構成されるが、それらは IT やセキュリティ及びビジネス部門関係者だけで
なく、財務、人事、法律、プライバシー、渉外など広範多岐に及ぶ。



SG 活動には、
ERM 及び取締役会の基本方針などの SG 上位文書は無論のこと、
それらに基づく下位の SG 活動関連文書が必要となる。それらの文書は、取締役
会の監督下で経営者・管理者が策定し、取締役会の承認を得ることになる。



経営者は、企業内統治の活動状況（モニタリング結果）を継続的に取締役会に
報告する。取締役会は、企業内統治の監督及び報告結果に基づき、SG 基本方針や
その他の上位決定事項の見直し・改訂を行う。

上記の SG 活動の概要を図 1.4-1 に示す。
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＜経 営 層 統 治＞
（SG活動報告）

取締役会

（SG文書策定）

（SG関係者）

ERM

（監督/承認） （基本方針）

経営陣
（SG関係者）
管理者層
（ｾｷｭﾘﾃｨ関係者）

一般従業員
＜企業内統治＞
図 1.4-1：セキュリティ・ガバナンス活動の概要
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1.5

セキュリティ・ガバナンスの欠落がもたらしたインシデント

情報セキュリティ・インシデントの事例に対し、それを単にセキュリティ・マネジメン
ト（SM）態勢の脆弱性と見るか、又はセキュリティ・ガバナンス（SG）態勢の欠落若し
くは不十分さと見るかの見極めは、一般的に困難である。とはいえ、「SG は、すべての
SM 機能が効果的に策定、適用及び運用されることを確実にする」としているオーストラ
リア連邦の重要インフラ防護のための官民セクターからなる TISN の定義36からは、すべ
ての情報セキュリティ・インシデントの発生要因を SG の欠落又は不十分さに結びつける
こともできる。
以下に示すのは、インターネット上に示された SG の欠落/不十分さが原因とされる 2 件
のインシデント事例であり、表形式で「インシデントの概要」、「会社の対応」及び筆者の
所見を述べる。両者とも明確に「ガバナンス」の用語を用いていることに注目されたい。
これら 2 件のインシデント事例は、SG 態勢の確保が企業における喫緊の課題であること
を物語っている。

1.5.1

個人情報流出

表 1.5-1 に示すのは、ソニーの大規模個人情報流出に係る報道内容をまとめるとともに、
筆者の所見を述べるものである。
表 1.5-1：ソニーの個人情報流出インシデント
項 目

内

容

ソニーは 2011.5.1、同社の PlayStation Netowork と Quriocity への不正アク
セスがあり、世界中のユーザー約 7,700 万人のアカウント情報が流出したことを
同社の会議場において説明した。
概 要

同社の最高情報責任者（CIO）によれば「攻撃者はウェブサーバの後ろにある
アプリケーション・サーバ上の既知脆弱性をエクスプロイトし、正常な通信に紛
れて侵入経路を確立の上データベース・サーバへの攻撃を行い、アクセス権限を
入手して不正アクセス行為に及んだようだ」としている。

対 応

今後の対応措置として次の説明があった37。


よりセキュリティ・レベルの高いデータセンターへの前倒し移管

36

詳細については、
「1.3.1 オーストラリアのセキュリティ・ガバナンス・ガイドライン」を参照された
い。
37 「PlayStation®Network および QriocityTM（キュリオシティ）への不正アクセスに関する現状と今後
の対応について システム・セキュリティを更に高度化し個人情報保護を強化、段階的にサービスを再開」
、
2011.5.1、ソニー株式会社ソニー・コンピュータエンターテイメント、
http://www.scei.co.jp/corporate/release/110501.html。
「不正アクセスと個人情報流出について調査結果と対応策が発表・PSN 不正アクセス説明会」
、2011.5.1、
ファミ通.com、http://www.famitsu.com/news/201105/01043244.html
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項 目

内


容

新たな不正アクセスに対するソフトウェアの自動的プロセス監視・管理
機能の強化



データ保護と暗号化のレベル強化



Playstation Network への不明なソフトウェアの侵入、不正アクセス、
不正行為などに対する検知能力の向上



新たなファイアウォールの増設



ネットワーク部門を担当する SNEI (Sony Network Entertainment
Integrational) に 最 高 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者 （ CISO ） 職 を 設 置 。
PlayStation Netowork と Quriocity の情報セキュリティ全般を管轄し、個
人情報管理体制を強化。CISO から CIO への直接報告



今後の経営方針として、ネットワーク戦略を今後もソニー・グループの
最重要戦略として強化するため、情報管理体制を強化

ガバナンス上の問題であると指摘した次の報道もある38（「データ・ガバナン
ス」とあるが SG に包含されるものであり、SG と読み替えてもよい）
。


ソニーをはじめとする多くの企業は、セキュリティとデータの使用を技
術的な問題として捉えているが、データ・ガバナンスは実際にはマネジメ
ントの問題である。最近頻発している情報漏洩は、技術的な問題ではなく
マネジメント上の怠慢の結果と言ってもよい。多くの業界ではビジネス活
動にデータが不可欠であり、そのデータを管理するのは現場のスタッフで
なく、最高経営責任者（CEO）に直接報告を行う、いわゆる「C レベル」
のエグゼクティブ及び取締役クラスの役員であるべきだ。



データに依存する業界がデータ・ガバナンスを怠るのは、物理的な世界
で欠陥製品を世に送り出すのと何ら変わらない。



テクノロジーに疎い CEO は、IT の役割が物事を実現可能にすることか
ら製品へとシフトしたことの意味をきちんと把握できていず、データなら
エンジニアに任せておけばよいと、いまだに勘違いしている。これは大き
な誤りだ。



有効なデータ・ガバナンスがないために会社の評判が失墜するといった
リスクを避けるには、データが自社の製品やサービス又はフランチャイズ
にとって如何に重要であるか、CEO と CIO が協力しながら評価する必要
がある。

所 見

上記の 2 件の報道内容から、SM と SG の両者に問題があることは明らかであ
る。

38

「ソニーの情報漏洩事件は技術ではなくマネジメントの問題」
、2011.06.28、CIO、
http://www.ciojp.com/common/print/news/7322
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項 目

内


容

CISO が不在であったことは驚きである。おそらく CIO が兼務していた
か又は IT エンジニアに任せていたかのいずれかであろう。



CIO の下に CISO を位置付けているが、セキュリティ上の弱体化につな
がるものであり、CISO の格上げ（CIO と同格）をすべきである。


本来的に、IT 活用を促進する CIO とセキュリティの維持を任務と
する CISO の業務内容は対立するものであり、CISO からの要求が
CIO に却下されるおそれがある。



米連邦政府の情報セキュリティ管理法（FISMA）は「CIO が CISO
を任命する」としているが、これについては「CIO と CISO を同
格にすべし」との改訂案が論じられている。



技術的・運用的・管理的セキュリティに疎い CEO の存在は、SM だけの
セキュリティ強化を遅延させる。SM の機能を確実なものとするには、SG
機能が必要である。


取締役会のセキュリティ担当者が CEO と共同の上、企業のセキュ
リティ方針事項を定め、これに基づき CEO 以下による SM 実施の
監督を行う必要がある。これによりセキュリティに疎い CEO にそ
の重要性を認識させることができる。

1.5.2

顧客情報流出

表 1.5-2 に示すのは、
三菱 UFJ 証券の顧客情報流出に係る報道内容をまとめるとともに、
筆者の所見を述べるものである。
表 1.5-2：三菱 UFJ 証券の顧客情報流出インシデント
項 目

内

容

三菱 UFJ 証券は 2009.4.8、「お客さま情報の流出について」と題するプレス
リリースを行った。
概 要

この流出はインサイダー（システム部員）によるものであり、約 150 万人分
の顧客情報が不正取得され、うち約 5 万人分が名簿業者に売却された（回収済み）
39。

対 応

39

三菱 UFJ 証券は 2009.7.2、
「業務改善報告書」40を金融庁に提出し、受理され
た。その中の「3 再発防止策」において、次の経営管理態勢の改善を行うことが

「お客さま情報の流出について」
、2009.4.8、三菱 UFJ 証券株式会社、

http://www.sc.mufg.jp/company/inform/apology/press0408.html
40

「業務改善報告書の提出について」、2009.7.2、三菱 UFJ 証券株式会社、
http://www.sc.mufg.jp/company/inform/apology/press0702.html
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項 目

内

容

示された。


経営管理態勢の改善


システム・リスク評価への対応強化（取締役会に準ずるリスク管理
会議の諮問機関として、事務リスク・情報セキュリティ委員会を設
置）



情報セキュリティ・ガバナンスの強化（情報システムのセキュリテ
ィ管理をシステム部から情報セキュリティ管理部に移管し、情報セ
キュリティ管理の統括機能を一元化）




システム部署への監査機能強化

情報セキュリティ管理態勢の充実・強化


部門間の牽制機能の確保



外部委託先を含めた各種手続きの運用実態の検証とその実効性の
確保



不正行為を可能とする一連の権限等の特定職員への集中状況の検
証、及び当該権限等の分断又は幅広い権限等を有する職員への管
理・牽制の強化




人事管理等の改善




不正行為の隠蔽防止
職員に対する教育・訓練・研修の実施や徹底

情報セキュリティ管理等のあり方に関する検証


内部監査部システム監査室のシステム部署への監査強化



再発防止策のモニタリングの実施

上記の報道内容からは、SG の欠落は無論のこと、SM 機能も不十分であるこ
とが明らかである。


職務の分離、監査機能の強化、教育訓練の充実などは SM の常識であり、
それらの実施について異論の余地はない。

所 見



取締役会に準ずるリスク管理会議の諮問機関として、事務リスク・情報
セキュリティ委員会を設置することは、SG の観点から望ましい。



ただし、情報セキュリティ・ガバナンスの強化については、単に SM の
強化に止まるにすぎない。上記の事務リスク・情報セキュリティ委員会に
よる諮問事項の取締役会での取り扱いを含め、SG に関わる取締役会の役割
と責任が明らかにされていない。
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2 セキュリティ・ガバナンス
本章では、先ず効果的なセキュリティ・ガバナンス（SG）とはどのようなものかについ
て述べる。次いで、そのような SG を行うための SG 構造（必要性と具体例）、及び SG 活
動（エンタープライズ・セキュリティ・プログラム、SG 組織、役割と責任、活動）につ
いて述べる。
本章の記述に当たっての主な参考資料は下記のとおりであるが、①の文書は②以下の文
書を参考資料としており、SG 導入ガイダンスとしての集大成を図ったものとも言える。
とりわけ、②の文書には米国の企業における SG 活動のベストプラクティスが記述されて
おり、その成果が①の文書に反映されている。
① 「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス導入ガイド
（CMU/SEI-2007-TN-020、Governing for Enterprise Security (GES) : An
Implementation Guide）
」
、2007, CMU/SEI、
http://www.cert.org/governance/ges.html
② 「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス（CMU/SEI-2005-TN-023、
Governing for Enterprise Security）
」、2005.6、CMU/.SEI、
http://www.cert.org/governance/ges.html
③ 「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のためのフレームワークに向けて
(Information Security Governance: Toward a Framework for Action)」
、
BSA（Business Software Alliance）
、2003.10、
http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/~/media/BD05
BC8FF0F04CBD9D76460B4BED0E67.ashx
④ 「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のための注意喚起(Information
Security Governance: A Call to Attention)」
、2004.4、Corporate Governance
Task Force、
http://www.cyber.st.dhs.gov/docs/Information%20Security%20Governance
-%20A%20Call%20to%20Action%20(2004).pdf
⑤ 「情報セキュリティ・ガバナンス：取締役会と経営陣へのガイダンス（第 2
版）
（Information Security Guidance: Guidance for Boards of Directors and
Executive Management, 2nd Edition）
」、IT Governance Institute、
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/InfoSecGui
danceDirectorsExecMgt.pdf
なお、第 3 章においては、リスクマネジメントを主体とした SG 活動について述べる。
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2.1

効果的なセキュリティ・ガバナンス

効果的なセキュリティ・ガバナンス（SG）が行われているとする状況は、組織内の SG
関係者の様々な活動や行動に見ることができる。したがって、それらの特徴を抽出するこ
とにより、望ましい SG 構造や活動を知ることができる。
ここでは、効果的又は望ましいとされている SG について、冒頭に述べた参考文献①、
②及び⑤に示されている内容を統合し、その特徴を抽出することを試みた。その結果、効
果的な SG は次の 11 項目に集約されることが明らかとなった。
(1)

セキュリティに対する見方のシフト

(2)

全社的取り組み

(3)

全社的リスクマネジメント（ERM）

(4)

取締役会及び経営陣による対応

(5)

役割と責任の明確化

(6)

適切な資源配分

(7)

エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）の策定・維持

(8)

SG の効果測定の実施

(9)

レビュー及び監査の実施

(10) 意識向上・訓練の実施
(11) 情報システム開発ライフサイクルに対する考慮
以下に、上記の項目ごと効果的な SG としての特徴を述べるが、ある項目の特徴は他の
項目の特徴にも密接に関連するものであり、それらが相互に係りあって効果的な SG に結
びつくことに留意されたい。
なお、記述の中での主な用語の意味は次のとおりである。


トップリーダー：取締役会及び経営陣（執行取締役）のうち、SG 活動に係る
最高経営責任者（CEO）などのトップのリーダーをいう。



リスク委員会：取締役会の中に設置される SG を対象とした委員会をいう。
委員会設置型会社の場合は、現行の各種委員会に新たに追加される委員会とな
る。監査役会設置型会社の場合は、取締役会の中又はそれに順ずる位置付けで
新たに設置されるリスク委員会をいう。



監査委員会：委員会設置型会社の場合は、既存の監査委員会をいう。監査役
設置型会社の場合は、監査役会をいう。



ERM：全社的/統合リスクマネジメント（Enterprise Risk Management）で
あり、会社の全てのリスクを統合的に運用管理することをいう。



ESP：エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（Enterprise Security
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Program）であり、SG の活動に係る基本方針、戦略や計画などの文書をいう。
2.1.1

セキュリティに対する見方のシフト

偏った見方をすれば、これまでの情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）
は、情報システムのセキュリティ（すなわち、情報システムの機密性、完全性及び可用性）
に焦点を当てていた。一方、コーポレート・ガバナンス（CG）の部分集合としての SG は、
ビジネスに焦点を当て、その目的達成のためのセキュリティに焦点を当てる。このため、
SG が効果的であるとするには、組織、全社的リスクマネジメント、トップリーダー、資
源配分、セキュリティ・プログラム、セキュリティ測定、監査、教育・訓練などについて、
これまでの ISMS とは異なる見方へとシフトしなければならない。
セキュリティに対する見方のシフトを求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


セキュリティが、組織全体で取り組まれ、規定されている。



セキュリティは、ビジネスの業績期待に反映される主要な経営原則として考
えられている。



セキュリティは、ビジネス上の要求事項としてみなされている。この要求事
項は、組織の戦略目標、目的、リスクマネジメント計画、コンプライアンス要
求事項及びトップレベルのポリシーと直接に調整される。



セキュリティについては、技術的又は技術を中心とした問題から、組織にお
ける運用管理の問題へと変化している。



セキュリティの監督、計画立案及び性能に関しては、他のビジネス要求事項
と同じ方法で取り扱われている。



トップリーダーは、組織のミッションを直接支援する適切なレベルのセキュ
リティを達成・維持するため、彼らの視点(又は準拠枠)を、情報技術ベース、
セキュリティ中心及び技術解決策の見方から、ERM、組織の継続性及び弾力性
の見方へとシフトしている。



トップリーダーは、組織、利害関係者、及びインターネット・コミュニティ
や重要な国家インフラ防護を含むコミュニティに供するセキュリティに関して、
説明責任と責務を理解している。



セキュリティは、経営陣と取締役会の会議の議題の一議題としてそれぞれ別
個に、かつ、他の議題に影響を及ぼすもの及び関連するものとして常に出され
ている。セキュリティは、ビジネス上の問題が発生した際、意思決定者間の討
議において予期されるトピックである。



組織の部門責任者の全てが、セキュリティがビジネス・イネイブラー（可能
にするもの）としてどのような役割を果たすかを理解している。



セキュリティは、情報システムのセキュリティを維持するための経費として
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ではなく、ビジネスを遂行するための投資として考えられている。


セキュリティ業務は IT との密接な作業関係と相互依存性を持っているが、も
っぱら IT の責任事項であるとは見られていない。

2.1.2

全社的取り組み

効果的な SG を期待するには、トップリーダーから一般従業員に至る、かつ、組織を横
断する全社的な取り組みが不可欠である。セキュリティは、組織全体として対応する問題
であり、セキュリティに対する組織の気風や文化及び取り組み姿勢は、組織に十分に浸透
されねばならない。このためには、トップリーダーが主導的立場を示す方針事項を示し、
それに基づく活動を積極的に監督・評価し、継続的改善を行わねばならない。
全社的取り組みを求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


セキュリティの見方のシフト、範囲及び幅は、組織全般に及ぶ。



セキュリティは、組織全般に及ぶ問題として水平的、垂直的及び業務横断的
に運用管理される。



セキュリティ意識は、すべてのレベル（取締役、中間管理者及び一般従業員）
に存在する。



セキュリティは全体論的な問題であり、それに含まれるものには会社の文化、
人、訓練、プロセス及びコミュニケーションがある（つまり、単に技術的関心
事だけではない）。



セキュリティは、組織の業務とプロセスに統合される。これらに含まれるも
のには、リスクマネジメント、人的資源（雇用、解雇）、監査/コンプライアン
ス、災害復旧、事業継続、資産管理、変更管理、IT 運用などがある。



セキュリティは、組織全般に及んで取り組まれ、規定される。ESP の範囲は、
人、製品、工場、プロセス、ポリシー、手順、システム、技術、ネットワーク
及び情報に及ぶものである。

2.1.3

全社的リスクマネジメント

SG が対象とするリスクは、組織全体に及ぶ様々なリスクを統合的に管理する全社的リ
スク運用管理又はエンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）におけるセキュリティ
分野を担うものである。したがって、SG におけるセキュリティ・リスクマネジメントは、
ERM におけるセキュリティ分野を補完する立場にあり、ERM と SG 間のコミュニケーシ
ョンを密にし、効果的に運用管理されることが必要である。
ERM を補完する SG の主な特徴は、次のようなものである。


セキュリティは組織的及び運用的文脈の中で生息しており、分離された分野で
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はない。効果的なセキュリティは、動的に変化するリスク環境を考慮に入れなけ
ればならない。多くの組織は、このリスク環境の中で生存・繁栄することが期待
されている。


セキュリティは、組織における戦略及び運用計画立案サイクルの間に取り組ま
れ、組織の任務達成目的と整合がとれたものであり、達成可能、測定可能なもの
としなければならない。十分なセキュリティ程度の決定は、組織がどのくらいの
リスクと危険状態を許容できるかの決定に基づく。この十分なセキュリティ程度
の決定が、組織のセキュリティ・ポリシーやセキュリティ・プログラムの基礎と
なる。



意思決定やその他の主要なビジネス・プロセスは、セキュリティ懸念事項を考
慮している。セキュリティ懸念事項とは、資産価値を十分考慮した環境と文化、
明らかにされたリスク、インパクトと結果についての許容できる統制などである。



トップリーダーは、許容できるリスクのレベル（許容、欲求、閾値又は想定に
同じ）を明示する。これはエンタープライズ資産に対するものであり、価値、セ
ンシティビティ（保護の必要性）及び重要性に基づくものである。このようなレ
ベルは、定期的なレビューと評価プロセスの間に決定される。



組織のセキュリティは、他のビジネス部門と同様のリスクマネジメント・プロ
セスで運用されている。そして、公式のプロセスが採用されており、大きな変更
がなされた場合は監査が行われる。



事業部門長は、同部門の情報システムに対するリスク程度を考慮の上、システ
ムの運用を承認又は拒否する。



セキュリティがどの程度満たされているか否かの決定は、コンプライアンスと
製造物責任リスク、運用上の混乱、評判上の被害及び財務損失を含め、組織が許
容し得るリスクの顕在化に基づいて行われる。



組織の業績とリスクをレビューする通常のプロセスの一部として、合理的に将
来予測し得る範囲内での外部と内部のリスクの顕在化が定められ、必要な場合は
許容レベルがリセットされる。



ビジネス･プロセス中の重要なステップと意思決定ポイントにつきもののリス
ク（セキュリティを含む）は、文書化され、定期的なレビューが行われている。



経営陣は、事業部門長がそれぞれのビジネス部門に対するリスクマネジメント
活動（セキュリティを含む）を行う責任があるとしている。



組織内のすべての業務と事業部門の長は、セキュリティがビジネスを促進する
ものとして如何に役立っているかを理解している。彼らは、セキュリティに係る
性能が、事業部門の業績全般の一部として測定されることを理解している。



トップリーダーは、運用環境に対する動的なリスクの変化に対応し、エンター
プライズ・セキュリティ防護戦略を継続的にレビューし、評価及び改善を行う。
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危殆化（損失、損害、開示、アクセス拒否、再構築実費）のコストは、現在進
行中のリスクマネジメントの一部として、可能な限り定量化される。効果的にリ
スクを低減するための管理策が選定され、それらの性能は定期的に測定され、そ
してレビューされる。リスク低減策の欠陥事項に対する是正処置計画が策定され、
実施される。

取締役会及び経営陣の対応

2.1.4

取締役会及び経営陣（トップリーダー）は SG 活動における主役であり、その役割と責
任は極めて重要である。その活動は、SG の構造及び基本方針の確立、SG 活動の監督・評
価・承認など、SG 活動全般に及ぶものである。したがって、トップリーダーは、自己の
役割と責任を認識し、SG 活動に必要な知識、スキル及び能力を持って SG 活動を行う必
要がある。
トップリーダーの責任ある対応を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


トップリーダーは、組織のセキュリティ、利害関係者、組織が利用するコミュ
ニティ(インターネット・コミュニティを含む)、及び経済と国家の安全保障利益は
無論のこと、重要な国家インフラの防護に関して、彼らの説明義務と責任を理解
している。



組織は、ビジネス戦略との整合が図られたセキュリティ戦略を持っている。



トップリーダーは ESP の管理と監督に明確な方法で取り組み、その業務に対し
ては適切な資源、効果的な管理、リスク・ベースによる決定、及び年次のレビュ
ーと監査によって支援する。事業部門の長は、彼らのデジタル資産（システム、
ネットワーク、アプリケーション、情報）に関するセキュリティの責任と所有権
を受け入れる。



取締役会は、情報セキュリティが組織にとって重要であると理解しており、セ
キュリティの実績や違反に基づき、四半期ごとに見直されることを求めている。



取締役会は、取締役会にリスク委員会を設立しており、そこでは関連法規類の
コンプライアンスの順守と組織のリスクの低減を達成する役割をセキュリティが
担っていることを理解している。



組織横断のセキュリティ・チーム（構成：法律顧問、最高財務責任者、最高情
報責任者、最高セキュリティ責任者・最高リスク責任者の両者又はいずれか、最
高プライバシー責任者、人事担当副社長、広報･渉外担当副社長、調達担当者など）
が定期的に会合し、セキュリティ・プログラムの有効性、新たな問題、及び問題
解決策の調整について議論する。



セキュリティは、経営陣と取締役会の会議の議題の一議題として、それぞれ別
個に、かつ、他の議題に影響を及ぼすもの及び関連するものとして、きちんと提
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出されている。


取締役会及び経営陣のミーティング席上において、組織のセキュリティに対す
る適切なレベルのプレゼンテーションが行われる。



取締役会、経営陣及び事業部門の長は、組織が直面している主要なセキュリテ
ィ・リスクを理解している。



統治組織（経営陣に対する統治/経営層統治）となる取締役会は、組織のセキュ
リティに対して効果的な監督を行う責任がある。経営陣は、同意した ESP の効果
的な実行を確実にする責任がある。このような説明責任及び責任は、明示的であ
り、定義され、認知され、及び行動の権限を伴う。

（取締役会の責務）


取締役会は、組織が情報に依存していることを理解している。



組織は、情報セキュリティの価値と重要性を認識し、セキュリティ意識環境を
促進するため、トップにおいて適切な気風を定着させている。



組織にセキュリティ戦略があり、総体的なビジネス戦略と密接な整合が図られ
ている。



取締役会は、法定上のコンプライアンス違反事象に対して組織に法的責任が及
ぶことを理解しており、センシティブな情報が危殆化された場合の法的責任の可
能性を理解している。



組織は、大きなセキュリティ・インシデントを被った場合、取締役会に対して
情報セキュリティ・プログラムの状況を報告することになっている。



経営陣は、取締役によるレビュー及び承認を得た情報セキュリティに係るポリ
シー声明を出している。



取締役会は、組織が重要な情報を利用できなかったり、危殆化されたり又は紛
失した場合の運用継続の可能性、及びセキュリティ・インシデントがもたらす収
入損、顧客や投資者の信頼を失うという結果などを理解している。



取締役会は、情報資産が法律や規制の対象となっていることから、コンプライ
アンスを確実にするための何らかの規制を設けている。



取締役会は、従業員に対する適切な意識向上及び訓練のプログラムを確立させ、
彼らのセキュリティ責任事項を確実に認識させている。

（経営陣の責務）


経営陣は、取締役会への情報セキュリティ問題に係る情報通知手段を確立し、
セキュリティ・リスクとセキュリティ改善状況について、取締役会に説明する。



経営陣は、ESP の策定、適用及び維持に対する責任と説明責任を持っている。



経営陣には、セキュリティ目的を達成するため、最高情報セキュリティ責任者
（CISO）又はその他の十分な権限と資源を持った責任者がいる。



情報セキュリティ資産の重要性とセンシティビティ（保護の必要性）に関して
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のアセスメントが計画的に実施されるとともに、セキュリティ・インシデントの
発生に伴うビジネス・インパクト分析が行われている。


リスクアセスメントでは、重要な情報が利用できない、危殆化された又は紛失
した場合の運用継続可否について考慮している。リスクアセスメントは、収入損、
顧客と投資者の信頼を失う観点からのセキュリティ・インシデントの結果を対象
にしている。リスクアセスメントは、インフラが運用不能になった場合の結果を
特定している。



最高経営責任者（CEO）は、情報セキュリティ評価を要求するとともに、結果
をスタッフとレビューし、取締役会に報告する。



情報セキュリティ・インシデント/緊急事態に対応する効果的でテストされたプ
ロセスがある。



事業継続/災害復旧計画があり、実環境下で定期的にテストされている。



リスクアセスメントは、どの情報資産が法や規制の対象であるかを考慮してお
り、それら法律や規制のコンプライアンスを保証するための適切な手順となって
いる。



情報セキュリティ・リスクアセスメントは、IT とビジネスに係る経営陣会議の
通常の議題であり、経営陣は改善イニシアティブを最後まで支援する。



情報セキュリティをビジネス目的に確実に整合させる進行中のプロセスがある。



適切な訓練と意識向上のプログラムがあり、従業員は彼らのセキュリティ責任
事項と経営陣の期待を確実に認識している。



情報資産の分類プロセスがあり、重要な資産が適切に保護されることを確実に
している。
役割と責任

2.1.5

SG 活動を整斉円滑に遂行するには、同活動に参加する取締役会及び経営陣（トップリ
ーダー）の個々人に対して、その役割と責任、権限、説明責任を明確に付与することが重
要である。
トップリーダーの明確な役割と責任を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


トップリーダーの SG に係る役割と責任事項が明確にされ、かつ、伝達されて
いる。



トップリーダーは、SG 役割の責任を果たすための必要なスキルを持つ。



トップリーダーのセキュリティに対する説明責任及び責任は、すべての利害関
係者に明らかである。



トップリーダーは、エンタープライズ・ネットワークにアクセスするすべての
利害関係者が、エンタープライズ・セキュリティに係るトップリーダーの責任事
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項を確実に理解できるようにする。


適任の人物がリーダーシップ的地位に割り当てられること。これらには、最高
情報責任者（CIO）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）又は最高セキュリテ
ィ責任者（CSO）
、最高リスク責任者（CRO）、最高プライバシー責任者（CPO）
などが含まれる。これらビジネス・リーダーのセキュリティに係る役割と責任事
項は、財務報告中の独立した記入欄に、職務の分離、説明責任及びリスクマネジ
メントを考慮して明示される。



最高経営責任者（CEO）は、エンタープライズ・セキュリティを定期的に評価
し、適切ならば評価結果を利害関係者と共にレビューして、取締役会のセキュリ
ティ委員会にその成果を報告する。この報告には、すべての欠陥事項を是正する
是正処置計画が含まれる。



CISO 又は情報セキュリティの運用管理に明確な責任を持つ幹部がいる。



CSO/CRO は、明確に示された責任事項及び CIO とは分離された職務権限の下
に、組織の最高執行責任者（COO）又は CEO に対して報告する。



エンタープライズ・セキュリティ戦略は、IT 部門、セキュリティ関係者（CSO、
CISO 又は同等の者）及び事業部門の長に合意され、理解されている。事業部門の
長は、これらの戦略の実行に際しての彼らの責任事項を理解している。



重要なシステムとデジタル資産は、文書化され、所有者が指定され、セキュリ
ティ要求事項が明らかにされている。



適切な職務の分離とともに、運用レベルと技術レベルの両者の変更管理に対す
る文書化されたポリシーと手順がある。



説明責任を有するすべての利害関係者は、適時、有機的な要領でエンタープラ
イズ・セキュリティに対する脅威とエンタープライズ・セキュリティの危殆化を
防止又は危殆化に対応する。このような防止又は対応は、事業継続、災害復旧、
危機管理及びインシデント・マネジメント計画の策定と定常的な演習を必要とし、
これによってエンタープライズは攻撃に直面した場合の適切な備えを持つととも
に、可及的速やかに通常の運用を取り戻すことができる。
資源

2.1.6

全社的なリスクマネジメント（ERM）のセキュリティ分野を担う SG に対しては、その
組織の任務や事業部門のビジネス目的を果たすに必要なセキュリティの必要性、重要性、
及び優先順位に応じた適切な資源配分がなされねばならない。
適切な資源配分を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


SG に対する資金手当ての見方は、自由裁量の経費として取り扱われるセキュリ
ティから、ビジネス・プロセスとそれを支援するプロセスに対する経費や投資と
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して取り扱われるものへとシフトしている。


トップリーダーは、十分な資源（人、時間、装置、設備、予算）が承認され、
割り当てられることを確実にして、適切なセキュリティ・レベルの達成と維持を
図る。



セキュリティの監督、計画立案及び性能に関して、セキュリティは他のビジネ
ス要求事項と同じ方法で取り扱われる。セキュリティは、ビジネス実施のコスト
として考えられており、獲得交渉が可能な予算項目ではない。事業部門とそのス
タッフは、どのくらいのセキュリティを欲しているのかを一方的な態度で決める
ことはできない。適切かつ持続的な資金手当てとセキュリティ資源の割り当ては、
運用プロジェクトとそれらを支援するプロセスの一部として要求されねばならな
い。



IT とセキュリティを含む SG 関連の主要人物は、エンタープライズ・セキュリ
ティにおける核心的技量の構築と維持のため、適切な資源、権限及び時間を持つ。
これには、セキュリティ専門家の利用、技術開発、及びビジネス継続に係る脅威、
脆弱性とリスクに関する進行中の教育が含まれる。



組織のセキュリティ防護戦略（原則、ポリシー、手順、プロセス、管理策）に
対する投資は、リスクとつりあったものである。このリスクの決定は、損失、損
害、開示又はアクセス拒否の脆弱性に係る資産のすべてに対する価値、センシテ
ィビティ（保護の必要性）及び重要性に基づく。潜在的な脆弱性の確率、頻度及
び重大性の度合いは、当該資産の再構成コストと防護コストの比較と一緒に考慮
される。Dan Geer は「セキュリティ投資の適切な量に最も影響を及ぼすものは外
部組織に開示する情報量の程度であり、その他のものには重要資産の暴露の程度
と状況又はリスク許容度がある」としている。
エンタープライズ・セキュリティ・プログラム

2.1.7

SG の実施に当たっては、SG 関連文書が網羅されるエンタープライズ・セキュリティ・
プログラム（ESP）が必要である。ESP には、ERM のセキュリティ分野を担うセキュリ
ティ・リスクマネジメント戦略（又は同等のもの）
、ガバナンス構造やトップレベル・ポリ
シー、投資戦略などの方針事項を定めた組織レベル（エンタープライズ・レベル）のセキ
ュリティ戦略（ESS）
、事業部レベルのビジネス遂行のためのセキュリティ計画が必要であ
る。これらの文書は、SG 活動の一環として策定・承認・維持される。
ESP を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


ESP は、ビジネス運用の支援に必要な強固で実証されたセキュリティ慣行と標
準を実装している。



エンタープライズ・セキュリティ防護戦略は、法と規制の要求事項、ビジネス
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実施上の要求事項、及び外部の利害関係者が確立した要求事項を順守しており、
これらコンプライアンスの客観的評価に必要な監督と活動が ESP に組み込まれる。
これには、定期的なモニタリング、レビュー、及び影響が及ぶ組織と利害関係者
への調査結果の報告が含まれる。


多くの場合、コンプライアンスを順守し維持するためには、十分に文書化され
かつ機能するプロセスを会社が持つことを確実にすることが求められる。トップ
リーダーは、すべてのセキュリティ欠陥事項に対して適時な是正処置計画が策定
されること、及び同計画が効果的に実施されることを確実にする。



セキュリティ要求事項は、適切に表現されたポリシーと手順によって実施され、
それらは人、手順及び技術的解決策によって支援される。これらには、管理策、
訓練、監視及び実施が含まれる。セキュリティ・ポリシーに係る報酬、表彰、結
果については、継続的に適用され、実施される。
測定

2.1.8

SG の目標達成を判断するには、測定可能な目標と明確な測定基準によって測定する必
要がある。測定は、レビュー、監査及び是正処置計画立案に必須のものである。
測定を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


エンタープライズのセキュリティ状態の性能測定は、他のエンタープライズ・
ビジネス部門、業務及びプロセスと同じ厳格さで実施される。



測定基準は定義され、取締役会、経営陣及び技術レベルに定期的に報告される。



セキュリティは、組織の目的と整合がとれた達成可能、測定可能な目的である。
セキュリティがどの程度十分であるかを決定することは、組織がどの程度リスク
と危険状態を許容できるかと言うことに等しい。



セキュリティは、通常の戦略、資本及び運用計画サイクルに不可欠な部分とし
て考慮される。セキュリティは、戦略的運用計画に不可欠な達成可能で測定可能
な目標を持ち、効果的な管理策と測定基準によって実施される。



組織は、セキュリティの状態、投資及び活動について、組織が属する市場セク
ター内の他の組織などと定期的な比較及び比較のための測定を行う。



適切なエンタープライズ・セキュリティを達成し維持するための活動は、エン
タープライズの目的、重要な成功要素及びエンタープライズ・セキュリティ・リ
スクの低減を整合させることである。結果として、利害関係者は、監査、品質保
証、プログラム・マネジメント及び環境保護と同様に、エンタープライズ・セキ
ュリティが有効な役割を果たすものとして見ることになる。エンタープライズ・
セキュリティに対しては、継続的なレビュー、定期的なテストの実施、及びエン
タープライズ目的に対する有効性の測定の評価が行われる。
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トップリーダーは、測定基準を明示する。この測定は、エンタープライズ・セ
キュリティの価値と適切性(又は欠陥について)、及びエンタープライズ・セキュリ
ティ活動の目的との整合の程度を示すものである。このような測定基準は、トッ
プリーダーが何を重要と考えているかを示すものである。



目視可能な測定スコアは、人間の行動に良い影響を及ぼす。この人間の行動と
は、要望を成功へともたらし、好意的に同僚と比較するものである。測定基準は、
ポリシーとプロセスが如何に良好に機能しているか、及びそれらが所望の性能を
もたらしているかどうかの指標となるものである。



事業部門の長はセキュリティを彼らの責任事項の一つと見ており、セキュリテ
ィに関連する彼らのチームの業績が、彼らの全業績の一部として測定されること
を理解している。



ビジネス・プロセスは、エンタープライズ・セキュリティの目的と性能基準に
同意している。この性能基準には、測定方法及び測定による評価の定期的報告が
含まれる。
レビュー及び監査

2.1.9

SG 活動のレビューと監査は、SG の目的達成及び継続的改善に不可欠なものである。
レビューと監査を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。


組織は、組織の ESP、セキュリティ･プロセス及びビジネス･プロセスにおける
セキュリティの役割をレビューする。ESP の目標は、継続的改善である。



監査委員会は、SG における監査の役割を明確に理解している。



リスク委員会と監査委員会は、定期的に ESP のレビューと監査を実施する。彼
らは、ESP のすべてのコンポーネントが維持され、ESP が組織のセキュリティを
所望の状態に維持し続けていることを確実なものとする。



リスク委員会は、ESP に対する定期的なレビューを行っている。



監査委員会は、セキュリティ・プログラムに対する年次の内部及び外部監査が
実施され、報告されていることを確実にする。



監査委員会による独立の監査、及びリスク委員会による独立のレビューが実施
されている。それらの結果は、トップリーダー及び取締役会で議論される。是正
処置は、適時に実施され、その結果がレビューされている。

2.1.10 意識向上・訓練の実施
SG に係る意識向上と訓練は、SG の効果的実施のため、組織のトップリーダーから一般
従業員に至る全てのレベルで必要である。
SG に係る意識向上と訓練を求める SG の主な特徴は、次のようなものである。
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トップリーダーは、SG の責任事項を果たすために必要なスキルを持つ。



ビジネスがエンタープライズ・セキュリティから最大の価値を得ることを確実
にするため、意識向上と訓練のためのプログラムが設定されている。



トップリーダーは、組織全体に及ぶ観点からセキュリティを考慮する必要があ
ることを意識し、理解している。したがって、それをトップリーダーのガバナン
ス・プロセスに含める。トップリーダーは、セキュリティに関する株主や利害関
係者の価値を保護するための取るべき行動を理解している。トップリーダーは、
現在の顧客を引き止めるとともに、新たな顧客を魅了するのに必要なエンタープ
ライズ・セキュリティ行動が何かを理解している。



すべての利害関係者は、エンタープライズ・セキュリティ・リスクと防護戦略
を意識するとともに、彼らに付随する役割と責任事項を理解している。エンター
プライズ・セキュリティ意識は、新たな利害関係者に与えられた動機付け、訓練
と教育、及びアクセス継続の要求事項としての定期的な訓練に出席することによ
って示される。新たな利害関係者とは、エンタープライズ・ネットワークへの利
用を新たに承認された者である。従業員の職務記述書には、セキュリティの役割、
責任事項、スキル、認可、及び意識を反映したポリシー順守の同意についても明
示されている。業績評価には、セキュリティ責任事項への満足度が含まれている。



デジタル資産にアクセスするすべての要員は、組織のセキュリティ態勢の保護
と維持のため、彼らの日常における責任事項を理解している。意識向上、動機付
け及びコンプライアンスは、受け入れらかつ期待された文化的行動基準となって
いる。セキュリティ意識向上と目標が定められた訓練は、日常茶飯事的に首尾一
貫して行われ、セキュリティ責任事項は職務記述書に反映されている。



従業員は、セキュリティ･ポリシーと手順の順守責任を持つ。これには、悪意の
あるセキュリティ違反、意図的な危殆化又はポリシーと手順に対する不審な内部
違反の報告が含まれる。



セキュリティに係るコミュニケーション、討議及び論争が奨励されている。こ
のような意見の交換は、目視可能・オープン・参加可能なフォーラムで適宜公式
又は非公式に行われる。エンタープライズ・リスクを低減するためのセキュリテ
ィ活動とそれらに対する従業員の貢献は、組織中に知らされる。



エンタープライズ・ネットワークへのアクセス権をもつすべての職員は、組織
のセキュリティ状態の保護と維持に対する個人の責任を理解している。セキュリ
ティ・ポリシーの順守に対する報奨、表彰及び結果は、首尾一貫して適用され、
かつ、厳正に実行される。



すべての従業員が、組織のセキュリティ・ポリシーと手順について、それらが
設定され厳正に実行される理由は無論のこと、内容を理解しているという証拠が
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ある。


組織全体及びすべての利害関係者による情報、システム及びネットワークの利
用は、社会的規範、義務、責任あるインターネット市民としての規範及びエンタ
ープライズの倫理行動規範によって確立された期待に合致する。情報の倫理的な
利用を規定するポリシーが対象とするのは、所有権、プライバシー及びエンター
プライズとその利害関係者に損害を与える情報とシステムの不適切な利用の禁止
である。結果として、利害関係者は教育され、他者の法的利益を尊重すること、
彼らの作為又は不作為がどの程度他者を傷つけるかということ、そして非倫理的
な振る舞いの結果がどのようなものであるかということを理解する。

2.1.11 情報システム開発ライフサイクル
情報システムの開発、運用及び廃棄に至るシステム開発ライフサイクル（SDLC）間の
セキュリティ要求事項は、上位レベルの要求事項によるものであり、システムにそのライ
フサイクルを通じ正しく反映されることが求められる。
SDLC に係る SG 活動の主な特徴は、次のようなものである。


セキュリティは、新プロジェクト開始と現在進行中のプロジェクト・マネジメ
ント、及びすべての SDLC の全フェーズ（アプリケーションと運用）間において、
積極的に考慮される。



セキュリティ要求事項は、すべてのシステム/ソフトウェア開発ライフサイク
ル・フェーズを通じて取り組まれており、これには取得、開始、要求事項エンジ
ニアリング、システム・アーキテクチャーと設計、開発、テスト、運用、保守及
び廃棄が含まれる。



確立され文書化されたプロセスを利用し、首尾一貫した詳しい情報に基づく方
法で、セキュリティ製品、ツール、管理されたサービス及びコンサルタントが調
達され展開されている。それらは、定期的にレビューされ、継続してセキュリテ
ィ要求事項を満足していること、及び費用対効果があることを確実なものとして
いる。

2-14

セキュリティ・ガバナンス構造の概要

2.2

セキュリティ・ガバナンス構造（SG 構造）とは、組織が効果的で持続可能な SG 活動
を行うに当たっての組織、並びに同組織における取締役会、経営陣、事業部門、その他の
管理者などの SG 関係者が実施する役割及び責任を示すものであり、これらを「フレーム
ワーク」とする呼称もある。本節では、この SG 構造の必要性及び SG 構造の具体例を示
すことにより、SG 構造の概念を把握することに重点を置く。
なお、SG 構造を含め、SG 活動を行うための具体的なセキュリティ・プログラム、組織
や組織構成員の役割と責任、及びそれらによる具体的な SG 活動については、次節「2.3 セ
キュリティ・ガバナンス活動」で述べる。

2.2.1

セキュリティ・ガバナンス構造の必要性

SG 構造の重要性を認識すべきとする必要性の背景や理由としては、コーポレート・ガ
バナンス（CG）の部分集合としての SG の必要性や位置付けが十分に確立されていないこ
と、及び現 ISO 標準や慣行などにおけるこの種フレームワーク（SG 構造）に対する規定
の不備がある。後者については、様々な SG 導入ガイダンスの公表や ISO/IEC 27014 の策
定などの努力がなされている。とはいえ、前者については、未だ十分な理解が企業のトッ
プリーダー（取締役会及び経営陣）の間に浸透されていない状況にある。
SG の必要性については「1.2.1.3 セキュリティ・ガバナンスの必要性」の項で詳述した
とおりであり、その中でトップリーダーの果たすべき役割についても述べた。SG 構造と
は、SG 活動を効果的かつ効率的に推進するため、企業のトップリーダーがどのように有
機的に結びついて、つまり組織化されて与えられた役割と責任を果たすべきか、その具体
的な構造を示すものである。
以下に示すのは、本章の冒頭に紹介した参考文献③（情報セキュリティ・ガバナンス：
活動のためのフレームワークに向けて、2003、BSA）から、SG 構造に係る箇所を抜粋要
約したものである。同文書は 2003 年に出版されたものであるが、その内容は SG 構造の
確立を阻んでいる原因について明らかにしており、今日に至るも肯けるものである。
BSA は、顧客のセキュリティを強化する優れたソフトウェアの提供に取り組んでいる
が、技術だけで我々が必要とするすべてに取り組むことはできないと確信している。つま
るところ、情報セキュリティは、もっぱら技術的な問題ではなく、CG の挑戦事項である。
強固なセキュリティを創出する行動に対してのコンセンサスは広いが、その責任は最高情
報責任者（CIO）又は最高情報セキュリティ責任者（CISO）にあまりにも託されている
のがほとんどである。実際、強固なセキュリティは、経営陣の積極的な参画を必要として
いる。これらの挑戦事項をガバナンス問題として取り扱うこと、及び組織のすべてのレベ
ルの従業員が職務を果たすことができる具体的なタスクを明らかにすることにより、エン
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タープライズは確信のある結果に導くマネジメント・フレームワークを創り出すことがで
きる。
2 つの重大な障壁が有効なコンピュータ・セキュリティの前に立ちはだかっている。
(1)

責任が CIO 又は CISO に委譲されている、というのがあまりにも一般的である。
彼らは、IT 業務とコストに係る矛盾する 2 つの要求を経験するも、複数の事業部又
は部門間に横断する問題に対処するための資源と権限をてこ入れする職責にはない。
この問題に関しては、最高経営責任者（CEO）や取締役会レベルで取り扱われるこ
とがあまりにも少ないのが一般的である。情報セキュリティ活動に対しては、インシ
デントがもたらし得るリスクと損害の大きさに比べ、予算が低く見積もられているの
が一般的である。正当なレベルのセキュリティ責任は、リスクアセスメントに基づく
ビジネス上の決定である。

(2)

活動のためのフレームワーク（SG 構造）が欠落しており、どのように優先順位付
けを行うのか、タスクを割り当てるのか、開始するのか、実施をモニタリングするの
かがない。組織がこの問題に対処するにあたっては、無数のガイドが策定されており、
それらの文書は詳細な技術的ガイダンスからハイレベルの原則に及んでいる。しか
し、組織全体レベルで何がなされるべきか、そして誰が何をすべきかの決定を支援す
る標準的なアプローチはない。このようなアプローチがないと、会社は、情報セキュ
リティ予算とエネルギーの配分方法、及び投資収益率（ROI）の測定方法を明確にす
ることができない。

2.2.2

セキュリティ・ガバナンス構造の具体例

ここでは、SG 構造の理解を容易にするため、その具体例を示す。
CG の登場にやや少し遅れ、組織の情報セキュリティ強化のための SG が、CG の部分集
合の位置付けで求められるようになった。以下に示す 3 つの具体例は、このような要求に
応えた SG 構造を示すものである。2003 年に策定された SG 構造は、内容的に簡単なもの
であるが、基本的な内容は今日我々が目にする様々な SG 構造と同じである。その後数年
を経るに従い、SG 構造は次第に成熟し、より具体的かつ現実的なものになってきた。内
容的には、取締役会は無論のこと、経営陣に対してもより細部に分割し（例：最高経営責
任者（CEO）、最高情報責任者（CIO）
、最高情報セキュリティ責任者（CISO）
、最高財務
責任者（CFO）などのいわゆる C レベル役員の個々に分割）
、SG 活動におけるそれぞれ
の役割と責任事項を明確にしている。また、注目すべきは役員レベルによる SG チーム（呼
称は様々であるが）の登場であり、このチームが SG 活動の中核的存在となってきたこと
である。
以下に、ソフトウェア・ビジネス・アライアンス（Business Software Alliance: BSA）
、
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コーポレート・ガバナンス・タスクフォース（Corporate Governance Task Force : CGTF）
及び IT ガバナンス研究所（IT Governance Institute: ITGI）が、2003 年～2006 年の間
に順次発表した SG 構造の具体例を示す。これらの SG 構造は次第にその成熟度を増し
2007 年、CERT のソフトウェア・エンジニアリング研究所（CMU/SEI）の SG 構造へと
結実した。図 2.2-1 は、このような SG 構造の進化を示すものである。
なお、CMU/SEI の SG 構造については、次節「2.3 セキュリティ・ガバナンス活動」
にその詳細を示す。

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｿﾌﾄｳｪｱ･ｱﾗｲｱﾝｽ（BSA）
2003.10
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ･ｾｷｭﾘﾃｨ・ﾀｽｸﾌｫｰｽ
2004.6
ITｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研究所（ITGI）
2006.3
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ研究所（SEI）
2007.8

図 2.2-1：SG 構造（フレームワーク）の拡充・進化
2.2.2.1

ビジネス・ソフトウェア・アライアンス

表 2.2-1 は、ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)が 2003 年 10 月に出版した
「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のためのフレームワークに向けて」41と題する論
文に掲載されたもので、BSA が編成した情報セキュリティ・ガバナンス・タスクフォース
によるものである。内容は、同表からも明らかなように極めて簡単であり、会社経営陣、
ビジネス部門長、
上級管理者及び CIO/CISO の役割と責任を一表で示しているだけである。
BSA は、このフレームワークが初期段階のものであり、他との協力を得ながら発展させて
いくとしている。とはいえ、表 2.2-1 には SG フレームワーク（SG 構造）が必要とする基
本的事項が含まれており、フレームワークの概念を把握する上で大いに参考となり得るも
のである。

41

「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のためのフレームワークに向けて(Information Security
Governance: Toward a Framework for Action)」
、BSA（Business Software Alliance）
、2003.10、
http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/~/media/BD05BC8FF0F04CBD9D76460B
4BED0E67.ashx
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2.2.2.2

コーポレート・ガバナンス・タスクフォース

コーポレート・ガバナンス・タスクフォース(CGTF)は 2004 年 4 月、
「情報セキュリテ
ィ・ガバナンス：活動のための注意喚起」42と題する報告書を出版した。同タスクフォー
スは産官学の専門家から構成されたものであるが、
「合衆国の情報セキュリティを強化する
最良の方策は、セキュリティを取締役会と最高経営責任者の注目を求める CG の問題とし
て取り扱うことである」ことを強調している。同報告書のフレームワーク（SG 構造）は、
上記 BSA 報告書のフレームワークを基礎とし、さらなる展開を行って策定されたもので
あり、より具体的かつ広範囲に及ぶものである。特に、役員チーム・メンバーは、BSA 報
告にはなかった新たな役割と責任である。
以下に、同フレームワークの特徴を示す。


組織の種類、規模及び構造の違いに対応：様々な組織への汎用性と適応性を持
たせている。



役割と責任：組織における下記の様々なレベルの SG 行為者について、その役
割と責任を詳細に定めている。





取締役会/受託者(Board of Directors/Trustee)



上級執行役員(Senior Executive)



役員チーム・メンバー(Executive Team Members)



上級管理職(Senior Manager)



全従業員とユーザー(All Employees and Users)

各組織部門のセキュリティ・プログラムの策定・維持：当該組織部門の運用を
支援する情報及び情報システムに対する情報セキュリティを提供するため、
ISO/IEC 27001 などによる情報セキュリティ・プログラムの策定、文書化及び実
施



各組織部門の報告：上級執行役員への情報セキュリティ・プログラムに係る、
有効性、コンプライアンス、欠陥事項などの様々な報告



各組織部門の情報セキュリティ・プログラムの独立評価：各組織部門の情報セ
キュリティ・プログラムの有効性について、内部監査人又は独立の外部監査人に
よる評価の実施。上級執行役員は、評価結果の要約を取締役会/受託者又は同等の
ガバナンス組織に報告

2.2.2.3

IT ガバナンス研究所のフレームワーク

IT ガバナンス研究所（ITGI）が 2006 年 3 月に出版した「情報セキュリティ・ガバナン
42

「情報セキュリティ・ガバナンス：活動のための注意喚起(Information Security Governance: A Call to
Attention)」
、2004.4、Corporate Governance Task Force、
http://www.cyber.st.dhs.gov/docs/Information%20Security%20Governance-%20A%20Call%20to%20A
ction%20(2004).pdf
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ス：取締役会と経営陣へのガイダンス（第 2 版）
」43は、情報セキュリティ・ガバナンスが
取締役会と上級執行役員の責任であるとして、取締役会/受託者、役員、運営委員会及び最
高情報セキュリティ責任者（CISO）に対する役割と責任を表 2.2-2 のように示している。
また、このフレームワーク（SG 構造）で興味深いのは、経営陣による「運営委員会」の
設置である。この運営委員会は、前 2.2.2.2 項に示した「役員チーム」に同様のものであ
り、かつ、後述の 2.3 節で述べるセキュリティ・ガバナンス活動の「2.3.3.2 セキュリティ・
チーム（X チーム）
」のメンバー構成に酷似している。
なお、表中の「ナレッジマネジメント」の意味は、企業経営における管理領域のひとつ
であり、生産管理、販売管理（マーケティング）
、財務管理、人的資源管理、情報管理に続
く第６の管理領域をいう。個人のもつ暗黙知を形式知に変換することにより、知識の共有
化、明確化を図り、作業の効率化や新発見を容易にしようとする企業マネジメント上の手
法である44。

43

「情報セキュリティ・ガバナンス：取締役会と経営陣へのガイダンス（第 2 版）
（Information Security
Guidance: Guidance for Boards of Directors and Executive Management, 2nd Edition）
」
、IT
Governance Institute、
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/InfoSecGuidanceDirectorsExecMgt.pdf
44 http://ja.wikipedia.org/wiki
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表 2.2-1：セキュリティ・ガバナンス・フレームワーク（BSA）
行為者

会社経営陣

ガバナンス/ビジネス駆
動体（これらはセクタ

ビジネス部門長

CIO/CISO

上級管理者

私に要求されている実施事項は何か？／それを実施しないと私は何を恐れるか？
法律、ROI

標準、ポリシー、予算

標準、監査結果

ー又は組織固有の傾向

セキュリティ・ポリシー、セキュリテ
ィ運用、資源

がある）
役割と責任
(これらは、企業及び組

私はどのように目的を果たすのか？



織全般に汎用性がある)

ポリシーの監督と調



整



報セキュリティ保護の

プライアンスの監督
コンプライアンス報





セキュリティ訓練の
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ための活動



資産と同資産関連リスクの定期

適切なセキュリティ・レベルの

統制環境と活動の提



ポリシー、手順及び



慣行の有効性の報告



訓練を受けた主担当任務者をセ
キュリティ責任者に指名



セキュリティ・プログラムとビジ
ネス部門固有のニーズの支援に必

費用対効果のある方法でリスク

要なポリシーの策定

を受け入れ可能なレベルに低減す



情報利用と分類の計画の策定

るためのポリシーと手順の実施



セキュリティ責任を持つ上級管

セキュリティと管理策の定期的
なテスト

測定基準/監査

プログラムの策定、維持、及び確
実なコンプライアンス

決定

供





的アセスメントの実施

提供
説明責任厳正実行の

情報とシステムに対するセキュ
リティの提供

提供

告





の影響につりあった情
ビジネス部門のコン



リスクとビジネスへ

私の目的を効果的に達成する方法は？

理者の支援



セキュリティ意識向上の実施

私はどのような調整をすればよいか？

（これらは、セクター

財務報告、損失の金銭換

ポリシー違反、資産の誤

リスクアセスメントと影響分析、統制

セキュリティ意識向上の有効性、イン

又は組織固有の傾向が

算、ポリシー準拠

用、内部統制違反

環境活動、是正処置、ポリシーと手順

シデント対応の影響分析、セキュリテ

のコンプライアンス、セキュリティと

ィ・プログラムの有効性、情報の完全

管理策のテスト結果

性、情報処理の効果

ある）
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表 2.2-2：セキュリティ・ガバナンス・フレームワーク（ITGI）
経営陣レベル

戦略的整合

リスクマネジメント

価値提供

性能測定

資源管理

統合

取締役会/受託者

実証可能な整合の方

すべての活動とコンプ

セキュリティ活動コ

セキュリティの有効

ナレッジマネジメン

プロセス統合を確実

(Board of

針を定める。

ライアンス規制に適用

ストと保護された情

性を報告するための

トと資源利用のポリ

なものとするポリシ

Directors/

するリスクマネジメン

報の価値に係る報告

方針を定める。

シーに対する方針を

ーに係る方針を定め

Trustees)

ト・ポリシーの方針を定

の方針を定める。

定める。

る。

める。
上級執行役員

セキュリティをビジ

すべての活動における

セキュリティ投資と

セキュリティ活動を

知識獲得と効率性測

すべてのマネジメン

(Senior

ネス目的と統合する

リスクマネジメントを

保護される情報の価

報告するに当たって

定基準に対するプロ

ト・プロセス業務と統

Executives)

ためのプロセスを制

含む役割と責任事項を

値に係るビジネス・ケ

のモニタリングと測

セスを確実にする。

合計画の監督を行う。

定する。

確実にする。規制上のコ

ーススタディを要求

定基準を要求する。

ンプライアンスをモニ

する。

タする。
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運営委員会

セキュリティ戦略と

新生のリスクの特定、ビ

適切なセキュリテ

どのセキュリティ・イ

知識獲得と伝達に対

重要なビジネス・プロ

(Steering

統合活動のレビュー

ジネス部門セキュリテ

ィ・イニシアティブの

ニシアティブがビジ

するプロセスをレビ

セスとマネジメント

Committee)

と支援を行い、ビジネ

ィ慣行の促進、及びコン

レビューと助言を行

ネス目的をどの程度

ューする。

保証プロバイダーを

ス部門長とプロセス

プライアンス問題の特

い、可能となったサー

満足しているかレビ

特定する。保証統合活

所有者の支援統合を

定を行う。

ビスの観点からビジ

ューし、助言を行う。

動を指示する。

確実にする。

ネス業務と価値提供
に役立てる。

最高情報セキュリ

セキュリティ戦略の

リスクとビジネス・イン

セキュリティ資源の

モニタリング及び測

知識獲得と伝達の手

他のマネジメント・プ

ティ責任者(CISO)

策定、セキュリティ・

パクト・アセスメントを

活用と有効性、及び評

定値の収集と分析、並

段を策定する。有効性

ロセス・ファンクショ

プログラムとイニシ

確実にし、リスク低減戦

判と価値提供につい

びに報告アプローチ

と効率性の測定基準

ンと連絡する。間隙と

アティブの監督、及び

略を策定の上、ポリシー

てモニタする。

について、それらを策

を策定する。

重複の特定と対処を

進行中の整合に対し

と規制上のコンプライ

定し、実施する。セキ

てビジネス部門長と

アンスを厳正実施する。

ュリティ活動のモニ

プロセス所有者と連

タを指示する。

絡する。
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確実にする。

2.3

セキュリティ・ガバナンス活動

本節は、カーネギーメロン大学のシステム・エンジニアリング研究所(CMU/SEI)が 2007
年 8 月に出版した「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス導入ガイド」45の中か
ら、セキュリティ・ガバナンス（SG）活動に焦点を当て、その内容を解説する。先ず、
SG 活動を求める様々なエンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）について
述べる。次いで、SG 組織、SG 組織員の役割と責任、及び SG 組織員による活動の詳細を
述べる。
なお、米国の会社組織形態は、我が国の委員会設置会社に相当するものであり、非執行
役員からなる取締役会は、執行取締役からなる経営陣と完全に分離されている。そして、
この取締役会が経営を監督し、業務執行については経営陣に委ねることにより、経営の合
理化と適正化を図っている。一方、我が国の会社組織形態の大部分を占める監査役設置会
社の場合は、監査役会が経営に実質的に関与する代表取締役などの執行役員などの経営者
による業務執行が適正かつ効果的に行われていることを監査する。以降の文中に利用され
る「リスク委員会」は、我が国で考えると、この委員会設置会社の取締役会の中に設置さ
れるものである。しかしながら、我が国の会社組織形態の主流となっている監査役設置会
社においても、このようなリスク委員会を取締役会に直接貢献するものとして設置してい
る会社も存在している。したがって、下記に述べる「リスク委員会」を我が国に適用する
ことが困難であるとは考えられない。SG の重要性を考慮するのであれば、このような委
員会の積極的な採用が望まれる。SG におけるこのような経営陣に対する統治の重要性は、
コーポレート・ガバナンス（CG）における根幹をなすものであり、CG の部分集合として
の SG に対しても当然適用されるべきものである。また、文中に利用される「監査委員会」
については、我が国の委員会設置会社に義務付けられているものであるが、監査役設置会
社でその設置が義務付けられている「監査役会」に機能的に同じであることから、我が国
に置き換えて考える場合、単に「監査委員会」を「監査役会」に置き換えればよいことに
なる。

2.3.1

エンタープライズ・セキュリティ・プログラム

エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）は、図 2.3-1 に示す 4 階層の計
画、戦略、ポリシー、手順などから構成される。この ESP の策定・維持（継続的改善）
を行うことが SG 活動であり、そのための SG 組織、SG 関係者の役割と責任が確立されね
ばならない。

45

「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス導入ガイド(CMU/SEI-2007-TN-020, Governing for
Enterprise Security (GES) Implementation Guide)」
、Carnegie Mellon /Software Engineering
Institute（CMU/SEI）
、2007.8、http://www.cert.org/governance/ges.html
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ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画
（組織の全ﾘｽｸを対象とした統治計画のうちのｾｷｭﾘﾃｨ分野）

RMP
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨ戦略

ESS

（ RMP支援。ESPの策定･維持のための長期計画）

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨ計画

ES Plan

（組織のﾃﾞｼﾞﾀﾙ資産をｾｷｭｱにするﾋﾞｼﾞﾈｽ計画
としての包括的文書）

事業部門のｾｷｭﾘﾃｨ計画
ｼｽﾃﾑ・ｾｷｭﾘﾃｨ計画
ﾎﾟﾘｼｰと手順
ｼｽﾃﾑ・ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ

BUSP
SSP
P&P
SA

図 2.3-1：エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）
ESP は、エンタープライズ・リスクマネジメント計画(RMP)の支援、及び次に示す事項
の策定・維持に係る一連の活動から構成される。


エンタープライズ・リスクマネジメント計画（RMP）：リスク委員会（BRC）
又は同等による組織レベルのリスク決定を反映したものであり、組織が直面する
物理的、内部的、外部的、法的、政治的及び文化的リスク、並びにサイバーのリ
スク、脅威及び脆弱性に係るすべてが考慮されている。SG は、この組織の全リス
クを対象とした計画のうち、セキュリティ分野を担当する。



エンタープライズ・セキュリティ戦略（ESS）
：RMP の支援及び ESP の策定・
維持に係る長期計画である。この計画に含まれるものには、SG 構造、役割と責任
/報告系統及びトップレベル・ポリシー、資産とシステムの目録、システム記述、
資産保有者・管理者、セキュリティ責任事項と職務の分離、資産と関係当局の対
応付け、データフロー分析、法的対応付け、プライバシー影響分析・監査報告、
リスクアセスメント・報告、運用基準及び RMP へのフィードバックがある。RMP
へのインプット（フィードバック）は、リスクアセスメント結果によるものであ
り、組織レベルのリスクマネジメントへのフィードバックとなる。また、トップ
レベル・ポリシーは、組織レベルの RMP のセキュリティ分野を支援する大まか
な声明であり、
効果的な ESP の維持に必要な期待する行動と文化規範を確立する。
それらの項目には、役割と責任事項、行動規範、倫理、注意義務、セキュリティ・
リスク、情報保護及びインシデント対応が含まれる。さらに、運用と技術利用を
統治するトップレベル・セキュリティ・マネジメント・ポリシーには、E メール
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や無線装置の利用、システムへのリモート・アクセス、知的財産の保護、事業継
続、重要なセキュリティ管理策などが含まれる


エンタープライズ・セキュリティ計画：SG 活動の中心的な文書であり、組織の
デジタル資産をセキュアにする「事業計画（ビジネス・プラン）
」としての包括的
文書である。この計画は、資産の分類、必要な管理策の決定、主要性能指標と測
定基準、インシデント対応（IR）・危機伝達（CC）・事業継続計画（BCP）/災害
復旧計画（DR）の計画・計画テスト報告・報告、及び IR・CC・BCP/DR に係る
第三者組織/ベンダー要求事項とその確認報告、並びに事業部門のセキュリティ計
画及び情報システム・セキュリティ計画を反映して作成される。



セキュリティ・ポリシー、手順、その他の成果物：セキュリティ・ポリシーは、
セキュリティ手順を介してその順守が促進される。これらの手順は、ポリシーと
要求されたセキュリティ管理策を実装するものであり、日々の運用タスクと責任
事項に係るコンプライアンス指示を介して行われる。組織の異なるレベル(部、事
業部など)においては、独自の手順が利用されることもある。



システム・アーキテクチャーと支援文書：これらは、ビジネス情報要求事項に
よって決定される。組織のセキュリティが全体としてビジネス運用要求事項に優
先する場合、これらのビジネスとセキュリティ間のトレードオフは、リスク委員
会及び経営上層部によって解決され、その結果が RMP に反映されるとともに、
トップレベル・ポリシーに伝達される

ESP の策定と維持が円滑に行われるためには、組織全体のセキュリティ文化と協力が必
要である。このことは、組織のトップにおいてセキュリティ気風(tone)の確立と強化によ
って達成される。この気風は、トップレベル・ポリシーと効果的な SG 構造に反映される。
SG 構造には、組織を横断するセキュリティ・チーム、つまり、最高リスク責任者（CRO）
、
最高セキュリティ責任者（CSO）、法律顧問（GC）、最高情報責任者（CIO）などの指定
されたキー・パーソン、及び運営スタッフの参加が含まれる。内部監査は、ESP の有効性
について、組織のセキュリティ・リスクを対象とした独立の役割を担う。

2.3.2

セキュリティ・ガバナンス組織

図 2.3-2 は、ESP の策定・維持に当たっての主要な参加者及び参加者間の相互作用を示
す。上段の取締役会（BOD）
、リスク委員会（BRC）及び監査委員会（BAC）は、すべて
取締役会のメンバーである。また、最高経営責任者（CEO）及び最高執行責任者（COO）
は経営陣である。中央の大きなボックスのⅩチーム（セキュリティ・チーム）は、固定メ
ンバーで構成される。大小さまざまなボックス間を行き交う両方向の矢印は、これらボッ
クス間の相互作用を示す。下段に示すのは、運用スタッフ（管理者（BM）、評価者（CA）
、
資産所有者（AO）
、調達・営業職員（OP）及び監査人（内部監査人（IA）
、外部監査人（EA）
）
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であり、ESP の策定・維持活動に定期的に又は必要に応じて参加する従業員である。

取締役会（BOD）

ﾘｽｸ委員会（BRC）

最高経営責任者（CEO）
最高執行責任者（COO）

監査委員会（BAC）

Xﾁｰﾑ（議長：最高ｾｷｭﾘﾃｨ責任者（CSO））
最高情報責任者（CIO）、最高財務責任者（CFO）、
最高ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ責任者（CPO）、法律顧問（GC）、
人事部長（HR）、広報部長（PR）、事業部長（BLE）
管理者（BM）

評価者（CA）

資産所有者（AO）

内部監査人（IA）
調達･営業職員（OP）

外部監査人（EA）

図 2.3-2：セキュリティ・ガバナンス組織（CMU/SEI）

2.3.3

セキュリティ・ガバナンス行為者の役割と責任

ここでは、図 2.3-2 に示した SG 組織参加者/チームの役割と責任を示す。ESP の策定と
維持に関係するこれらの要員は、下記の 3 つのグループに分けることができる。
(i)

リスク委員会(Board Risk Committee: BRC)46


4 人の独立の非執行役員：リスク管理、エンタープライズ・セキュリティ、
セキュリティ文化の確立によるコンプライアンスの浸透及び情報技術管理の経
験を持つ者



3 人の経営上層部/執行役員：最高経営責任者（CEO）又は最高執行責任者
（COO）
、最高財務責任者（CFO）及び最高リスク責任者（CRO）又は最高セ
キュリティ責任者（CSO）47

(ii)

次から構成される組織横断セキュリティ・チーム(X チーム)


法律顧問(General Counsel: GC)

46

7 人構成の理由は、同数可否を除去するとともに、独立の非執行役員が非独立の役員（業務取締役や
常務取締役）に数で優ることを確実にするためである。
47 CSO が CISO の役割をを含む場合は CSO となる。CSO と CISO が分離されており、CISO が情報技
術セキュリティだけに対応する場合も CSO が責任者となるが、そのような場合は CISO の役割分担が必
要となる。
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最高情報責任者(CIO)



最高セキュリティ責任者(CSO)、最高リスク責任者(CRO)の両者又はいずれか



最高プライバシー責任者(CPO)



最高財務責任者(CFO)



事業部長（Business Line Executives: BLEs）



広報部長（Communication Executives(広報活動を含むこともある)(PR)



人事部長（Director of Human Resources: HR）

(iii) 運用スタッフと監査委員会（BAC）


資産所有者(Asset Owner: AO)



ビジネス管理者(Business Manager: BM)



運用スタッフ(Operational Personnel: OP)



評価者（Certification Agent: CA）



監査委員会(Board Audit Committee: BAC)



内部及び外部監査人(Internal and External Audit Personnel(IA, EA)

役割と責任事項の明示は、ESP の策定・維持活動の主役となるセキュリティ・チーム（X
チーム）の活動を促進させるとともに、効果的なガバナンスと説明責任を確実なものとす
ることに特に留意していただきたい。参考文献①が示すこのような役割分担は、多くの SG
に係るベストプラクティスから生まれたものである。
また、職務の分離（SOD）に関しては、特に注意深い考慮が払われねばならない。その
目的は、独立性の保持、チェックポイントの提供、誤用対策の導入、及び信頼された変更
管理を可能にするためである。SOD の具体的な例として昨今話題になっているのが、CIO
と CISO の関係である。
IT 全般を担う CIO の下にそれらのセキュリティ部門を担う CISO
が置かれた場合、IT の機能とコストに関して、CIO と CSIO は一般的に矛盾する要求を
持っているからである。つまり、IT 化促進によるビジネス・プロセスの利便性拡大と IT
化に伴う脅威の増大という矛盾への対処である。さらに、CIO や CISO が複数のビジネス
部門や部に横断するセキュリティ問題対応に必要な資源と権限をてこ入れする役職にない
場合、CEO や取締役会レベルにおいてこの問題が注目されることがほとんどないことから、
情報セキュリティ努力はそのような悪い組織構造によって切り下げられるのが一般的とな
る。ついでながら、現連邦政府情報セキュリティ管理法（FISMA）は、CIO が CISO を
任命することを義務付けているが、両者を対等の立場に分離するよう改訂の方向にある。
以下に、上記 3 グループの役割と責任について参考文献①を要約して記述するが、さら
なる詳細については同文献の付録 A（BRC）、付録 B（Ⅹチーム）及び付録 C（Ⅹチーム
構成員）を参照されたい。
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2.3.3.1

リスク委員会（BRC）

BRC のミッションは、組織の株主の投資、並びに組織の資産（物理的及びデジタルの両
者）
、人、運用プロセス、製品、及び内外部リスクからの評判を保護することであり、リス
クの保有、回避及び低減のための組織の許容値又は閾値を決定するとともに、すべてのリ
スク計画について会社のポリシー及び戦略計画との整合を確実なものとする。
BRC は、次に対する直接責任を持つ。


組織の ESP ガバナンス構造を確立すること。



トップレベルのポリシーと行動を通じて、リスクマネジメント（プライバシ
ーとセキュリティを含む）の気風を浸透させること。



ESP の策定と維持のため、資格を有し、能力のある人物を雇用又は従事さ
せることを確実にすること。



役割と責任事項を明らかにし、職務の分離を確実にすること。



セキュリティ予算について、取締役会の承認を得ること。

BRC は、その監督の立場において、経営上層部との共同による次の責任を持つこと。


リスクアセスメントとレビューの実施



組織の RMP、ESS 及びエンタープライズ・セキュリティ計画の策定、承認
及び維持を行うこと。



リスクと損害のレベルに基づく資産の分類を行うとともに、セキュリティ管
理策、主要性能指標及び測定基準を承認すること。



ビジネス・コミュニティと災害復旧、インシデント対応、危機伝達、及びベ
ンダーや第三者組織との関係に対する計画の策定、テスト及び維持に係る舵取
りを行うこと。



セキュリティ・ビジネスケース48と ROI に基づくプログラムの策定と維持に
対し、十分な資源を割り当てること。



ESP が実装され、その実装された訓練計画に従って従業員が効果的に訓練
されることを確実にすること。



ESP の定期的なレビューを実施すること（少なくとも年 1 回）。



ESP の具体的な弱点を確実に修正し、最新なものとすること。

BRC は、ESS、エンタープライズ・セキュリティ計画及び RMP に対する最終的な受理
権限を持つが、RMP は全体取締役会(full board)で承認されねばならない。

48

ビジネスケース：ビジネスケースとは、プロジェクト実行の結果、どんな効果が予想できるかを、わ
ずかのパラメータをもとに説明したものをいう。
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2.3.3.2

セキュリティ・チーム（X チーム）

Ⅹチームは、
セキュリティ問題の調整と BRC 承認の RMP、
ESS 及びエンタープライズ・
セキュリティ計画の履行に責任を有する。このチームの活動は、大規模組織における COO
や中小規模の組織における CEO などの経営上層部の指示の下に行われるのが一般的であ
る。Ⅹチームのメンバーは、ESP の策定・維持活動に対して、個々に又は共有の責任を持
つ。中でも、GC、CSO/CRO、CPO、CIO 及び BLE はⅩチームの固定メンバーとして
ESP に対し最も大きな責任を担い、
CSO は ESP の策定・履行及び維持のリーダーとなる。
(1) 最高セキュリティ責任者（CSO）
CSO は、次に対して直接の責任を持つ。


資産管理


全デジタル資産（資産所有者と保管者の識別を含む）に係るインベン
トリの策定と維持




詳細なセキュリティ責任事項の割り当て（職務の分離を含む）

アセスメント


セキュリティ脅威とリスクアセスメントの実施（システム評価が行わ
れているならば、CA も先導的役割を共有）



計画立案と戦略


RMP の策定に対し、セキュリティ・インプットを提供



RMP を支援する ESS の策定と維持49



エンタープライズ・セキュリティ計画の策定、履行及び維持



セキュリティ・ポリシーと手順の策定及び維持



インシデント対応（IR）計画の策定、テスト及び維持



セキュリティ・システム・アーキテクチャー計画の策定及び維持



ESP 訓練計画とスケジュールの策定及び維持



セキュリティ訓練モジュールの策定及び訓練記録の維持



セキュリティ要求事項のキャピタル計画立案及び投資プロセスへの統
合、並びに投資収益率（ROI）の決定（CFO との共有責任）



管理策及び性能の管理


必要とされる管理策の決定、及びそれら管理策の有効性のテストと評
価



適切なセキュリティ標準及びベストプラクティスが実装されているこ

49

RMP は組織の全リスクを対象にするものであり、情報と IT のリスクだけではない。そして、CRO や
COO に割り当てられるのが一般的である。CSO は、RMP のセキュリティ側面に責任があり、BRC の監
督下で RMP の当該部分を策定する。

2-28

と、並びにセキュリティ・コンフィギュレーション設定が ESP に従
っていることの確実な実施


セキュリティ・キー・パフォーマンス・インジケータ（KPI。主要性
能指標）及び測定基準の決定と評価



レビュー、評価及び監督


全システムの評価・承認の監督、及び要処置事項計画（POAM）の策
定



POAM に係る重大なセキュリティ弱点の確実な修正



ESP のレビューの実施。これには、プログラム性能測定値の収集と分
析を含む。



プログラムに係る報告

(2) 最高セキュリティ責任者（CSO）と事業部長（BLE）
CSO と BLE は、システム記述の文書化、及びリスクのレベルと損害の大きさに基づく
資産の分類の両者に対しての共有責任を持つ。
(3) 最高セキュリティ責任者（CSO）と最高情報責任者（CIO）
CSO と CIO は、次に対しての共同責任を持つ。


変更管理計画の策定、テスト及び維持



第三者組織とベンダーに対するセキュリティ要求事項の策定、テスト及び維
持（CSO は報告の責任をもつ）
。重要なインプットは BLE から提供される。



適切なシステム・ログの維持



変更管理計画のモニタリング及び厳正な実施

(4) 最高セキュリティ責任者（CSO）
、最高情報責任者（CIO）と事業部長（BLE）
CSO、CIO 及び BLE は、事業継続と災害復旧（BC/DR）の策定、更新及びテストに対
する責任を共有する。
(5) 法律顧問（GC）、最高セキュリティ責任者（CSO）/最高リスク責任者（CRO）、最高
プライバシー責任者（CPO）
GC、CSO/CRO 及び CPO は、次を確実に実施する責任がある。


すべてのセキュリティ関連のコンプライアンス要求事項、契約上の要求事項
及び製造物責任に係るリスクの識別、関係当局表(Table of Authority)の策定、
及びデジタル・データの関係当局表へのマッピングを行う。
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セキュリティとプライバシー・リスクが、組織の RMP、ESS、ポリシー及び
行動規範に従って適切に低減される。

(6) 最高プライバシー責任者（CPO）
CPO は、データフローのマッピングと分析、プライバシー影響分析の準備と実施、及び
プライバシー監査を行い、コンプライアンス要求事項が満足され、ポリシーが効果的に実
施されることに責任がある。
(7) 法律顧問（GC）
GC は、サイバー犯罪とセキュリティ違反通知法をデータフローにマッピングする責任
を持つ。GC は、違反又はインシデントの捜査を主導することがしばしばである。これに
は、証拠の収集と保全、証拠上の考慮処置、法の執行機関との連絡調整、及び製造物責任
リスクの管理が含まれる。
(8) 最高財務責任者（CFO）
CFO は、次の責任を有する。


セキュリティ予算が、受け入れ可能な投資収益率（ROI）を示し、組織の RMP
と ESS に確実に結びつけられること（これは、CSO との共同責任である）。



ESP の支援と維持のための十分な予算を割り当てること。

(9) 事業部長（BLE）
BLE は、次の責任を有する。


事業部の資産に対する所有と保管の割り当て責任があり、運用基準を決定し、
事業部の情報システムがセキュリティ計画の要求事項を満足するとともに、要
求されている場合、情報システムが評価・承認されていることを確実にする。



評価・承認結果としての運用承認（ATO）又は暫定運用承認（IATO）文書を
発行する。ベストプラクティスは、運用の承認又は暫定承認を介して彼らのシ
ステムに関連するリスクの受け入れ又は拒否することを BLE に求めている。こ
の BLE の役割は、組織中への ESP の組込みを反映したものであり、システム･
アーキテクチャーがビジネス運用をどのように支援しているかを示すものであ
る。BLE は、彼らの運用要求事項を満足する技術の利用に係るリスクから逃れ
ることはできない。したがって、情報システムが組織にもたらすリスクは、ビ
ジネス・プロセスの遂行によって生じたことになる。このようなことから、BLE
に対して、彼らの情報システムがコンプライアンス要求事項を満足して確実に
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セキュアにするインセンティブを課すとともに、効果的な管理策、ポリシー及
び手順を課すことになる。
(10) 人事担当副社長（HR）
HR は、次の責任を有する。


セキュリティ･ポリシーと手順が人事プロセス中に実装されるとともに、職務
記述書に組み込まれることを確実にする。



アイデンティティ管理（ユーザー認可を含む）プログラムの履行に当たって
の主要責任を持つ。



インサイダー脅威の管理、セキュリティ･インシデントへの対応、並びに一時
雇用従業員、新入社員、退職者、ベンダー、契約相手方、その他第三者組織に
係るリスク管理を支援する。

(11) 人事担当副部長（HR）
、法律顧問（GC）
、最高セキュリティ責任者（CSO）
HR、GC 及び CSO は、ポリシーと手順のモニタリング及び厳正実行に対する責任を共
有する。
(12) 広報部長（PR）
PR（これには広報活動が含まれる）は、危機伝達計画の策定、テスト及び維持、並びに
事業継続/災害復旧に関連するリスクの管理、及びインシデント対応計画に係る重要なイン
プットを提供する責任がある。
2.3.3.3

運用スタッフと監査委員会

(1) ビジネス管理者（BM）と資産所有者（AO）
BM と AO は、要求されたセキュリティ管理策、ポリシー及び手順が実装され、彼らが
責任をもつ資産が次であることを確実にする責任を持つ。


情報システムのライフサイクル（SDLC）を通じて、セキュリティ計画に示
された要求事項を満足すること。



情報システムのセキュリティ評価が行われること。



情報システムの運用が、責任を有する BLE から承認されていること。



情報システムを管理している運用スタッフが適切に訓練され、変更管理手順
が順守されていることを確認すること。
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(2) 運用スタッフ(OP)
OP は、必要に応じ、Ⅹチーム、BM 及び AO と共に行動し、次を実施する。


脅威と脆弱性アセスメントの支援



適切な基準の識別



ポリシーと手順の策定への参加



事業継続/災害復旧及びインシデント対応計画策定の間のインプットの提供



効果的な訓練の計画立案と策定の支援

OP のこれら活動への参画は、組織の規模、システムとプロセスの複雑さ、及び要求さ
れたセキュリティにもよるが、極めて広範なものとなる。例えば、製造工場の OP で、ESP
の策定に参加している者には、センシティブ･データを取り扱っている管理者、SCADA50シ
ステムによって制御されているビジネス･プロセスの運用に責任を持つ制御室の要員、知的
財産権の策定に関係しているスタッフ（例：共同設計、ソフトウェア設計、研究開発チー
ムなど）などが含まれる。また、OP には、調達担当者が含まれ、内部サーバーを利用し
て複写する者などによるセキュリティ・リスクを持つ装置やサービスの調達に責任を持っ
ている。
(3) 評価者（CA）
CA は、独立の評価者であり、すべての ESP をレビューし、指定されたベストプラクテ
ィスや標準に従っているか、要求された成果物があるか（ATO 又は IATO を含む）、及び
セキュリティ計画の要求事項を満足しているかどうかを評価する。CA は評価プロセスの
終了後、
「成果物はすべて考慮され適切に完了されているか」及び「弱点や欠陥事項が特定
されているか」に係る評価文書を発行する。
(4) 監査委員会（BAC）
、内部監査人(IA)、外部監査人（EA）
BAC、IA 及び EA は、ESP に対する監査責任があり、ESP が RMP 及び ESS に整合し
ていることを確証する。彼らは、すべての活動が適切に実施されているか、成果物は適切
で説明されているか、職務の分離は厳正実行されているか、ポリシーと手順が順守されて
いるかを確認する。

2.3.4

セキュリティ・ガバナンス活動の詳細

前項「2.3.3 セキュリティ・ガバナンス行為者の役割と責任」から明らかなように、SG
活動は、リスク委員会（BRC）と指定されたセキュリティ・チーム（Ⅹチーム）が、必要
に応じ運用スタッフの支援を得て実施する様々な活動から構成される。この SG 活動は、
50

SCADA：Supervisory Control And Data Acquisitio。監視制御システムをいう。
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ガバナンス、統合と運用、実施と評価、及び投資計画とレビュー/監査の 4 つのカテゴリに
大別することができる。図 2.3-3 は、これらの一連の活動の流れを示したものである。ま
た、表 2.3-1 は、各カテゴリに対する「活動内容」、
「責任/役割」及び活動による「成果物」
をまとめたものである。同表の｢責任/役割」欄に示す「□」囲いは責任者を、
「下線」はリ
ーダーを、
「斜字」は必要時参加を、及び「無印」は固定参加者を意味する。

資産とｼｽﾃﾑ
の目録
ｼｽﾃﾑ記述
資産所有者･
保管者
ｾｷｭﾘﾃｨ責任
事項と職務の
分離

資産と関係当
局の対応付け
ﾃﾞｰﾀﾌﾛｰ分析
法的対応付け
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ影響
分析･監査報
告

ﾘｽｸｱｾｽﾒ
ﾝﾄ･報告
運用基準
RMPｲﾝ
ﾌﾟｯﾄ

RMP

IRの計画・計画ﾃｽﾄ報告・報告
CCの計画・計画ﾃｽﾄ報告・報告
BCP/DCの計画・計画ﾃｽﾄ報告
IR/CC/BCP/DRに係る第三者
組織/ﾍﾞﾝﾀﾞｰ要求事項
同上の確認報告
資産の分類
必要な管理
策決定
主要性能指
標と測定基
準

SG構造
役割と責任・報
告系統
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ･ﾎﾟﾘｼｰ

SG構造

ESS

BCP: 事業継続計画
CC: 危機伝達
DR: 災害復旧
ESS: ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨ戦略
ES計画: ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ・ｾｷｭﾘﾃｨ計画
IR: ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応
RMP: ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画
ROI: 投資収益率
SG: ｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

ES計画

ESP履行
計画・訓練
計画の策
定･更新

ESPｾｷｭﾘﾃｨ投
資要求事項
ROI分析
取締役会による
ESP予算承認

実施･訓練

事業部門ｾｷｭﾘﾃｨ計画
ｼｽﾃﾑ･ｾｷｭﾘﾃｨ計画

図 2.3-3：セキュリティ・ガバナンス活動の流れ
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予算

ESPﾚﾋﾞｭｰ
年次報告
ESP監査
年次報告

ﾚﾋﾞｭｰ

カテゴリ
ガバナンス

活

動

順

序



ガバナンス構造の確立



役割と責任事項の割り当て、報告系統の明示



トップレベル・ポリシーの策定



デジタル資産のインベントリ

責任/役割
BRC

成

果

物



BRC のミッション、目標、目的及び構成



Ⅹチームのミッション、目標と目的及びメンバ
ー



組織図



ESP に対する役割と責任事項



トップレベル・ポリシー

CSO、 BLE、CIO、 

資産とシステム51のインベントリ

2-34

BM、AO


システム記述の策定と更新

BLE、CSO、CIO、 

システム記述

BM、AO


資産の所有者と保管者の確立

CSO、BLE、CIO、 

BM、AO

BLE が決定した所有者と保管者、及び CSO に
よるインベントリ着手



セキュリティ責任事項と職務の分離の指定

BRC、CSO



コンプライアンス要求事項の決定と更新

GC、CPO、CSO、 



詳細なセキュリティ要求事項
関係当局表

BLE


資産と関係当局表の対応付け

GC、CPO、CSO、 

51

資産と関係当局のマッピング

国家標準技術院（NIST）は、情報システムを「情報の収集、処理、保守、利用、共有、伝達又は廃棄のために組織された情報資源の離散的セット」であると定
義している。情報資源に含まれるものには、ネットワーク、アプリケーション及びデータがある。C&A(評価・承認)はシステムに対して行われ、セキュリティ要求
事項はシステム開発ライフサイクル(SDLC)中に適用される。システム記述に含まれるものには、システムの目的、システムを構成する情報資源(又は資産)、資産の
利用方法、資産の所有者と保管者、具体的な保護要求事項のすべて、その他が含まれる。
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カテゴリ

活

動

順

序

責任/役割

成

果

物

BLE


データフローの関係付けと分析

CPO、CSO、BM、 

データフローの対応付けと分析

AO


データフローに対し、サイバー犯罪とセキュ
リティ違反通知法及び国境横断共同作業と、法

GC、CSO、CPO、 
BLE

サイバー犯罪と通知法及び国境横断共同作業
の対応付け

の執行機関との対応付け


プライバシー影響アセスメントとプライバ

CPO、GC、CSO

シー監査の実施


脅威、脆弱性及びリスクアセスメントの実施
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（システム評価･承認を含む）



プライバシー影響分析



プライバシー監査報告

BRC、CSO、BLE、 

システム・リスクアセスメント

BM、OP、CA



評価文書



運用基準



運用基準の決定

BLE、BM



リスクマネジメント計画（RMP）へのセキ

BRC、CSO、CPO、 

ュリティ･インプットの策定と更新


CIO、GC

エンタープライズ・セキュリティ戦略（ESS） BRC、CSO、CPO

リスクマネジメント計画（RMP）に対するセ
キュリティ･インプット



エンタープライズ・セキュリティ戦略（ESS）

の策定と更新


リスクのレベルと損害の大きさによる資産
の分類

統合



必要な管理策の決定と更新

資産の分類

CPO、GC、BM
BRC、CSO、CPO、 

管理策の割り当て(システムによる)

BLE、GC、BM

＋
運用

BRC、CSO、BLE、 



主要性能指標と測定基準の決定と更新

BRC、CSO、BLE、 

主要性能指標と測定基準

CIO、BM、OP


ベストプラクティスと標準の特定と更新

CSO、CIO、CPO
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ベストプラクティスと標準（BP&S）の一覧表

カテゴリ

活

動

順

序

責任/役割

成

果

物

作成



資産固有のセキュリティ･コンフィギュレー

CSO



BP&S 実装報告



BP&S の管理策と測定基準へのマッピング



資産セキュリティ・コンフィギュレーション設

ション･セッティングの決定


インシデント対応計画の策定、更新及びテス
ト



危機伝達計画の策定、更新及びテスト

定
BRC、CSO、BLE、 

インシデント対応計画

CIO、GC、PR
BRC、CSO



インシデント対応計画テスト報告

CSO



インシデント対応報告

BRC、PR、CSO、 

危機伝達計画
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CIO、BLE
BRC、PR、CSO、 

危機伝達計画テスト報告

CIO、BLE
PR、CSO、CIO


事業継続/災害復旧計画の策定、更新及びテス
ト



BRC、CSO、CIO、 

危機伝達報告
事業継続/災害復旧計画

BLE、BM、OP
BRC、CSO、CIO、 

事業継続/災害復旧テスト報告

BLE


第三者組織とベンダーに対する要求事項の
策定、更新及び確認

BRC、CSO、CIO、 
BLE

事業継続/災害復旧、インシデント対応及び危
機伝達に係る第三者組織とベンダーに対する要
求事項

BRC、CSO
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第三者組織とベンダーに対する要求事項確認

カテゴリ

活

動

順

序

責任/役割

成

果

物

報告



変更管理計画の策定と更新

エンタープライズ・セキュリティ計画の策定
と更新



エンタープライズ・セキュリティ計画の BRC

CSO、CIO



変更管理計画



変更管理ログ

BRC、CSO



エンタープライズ・セキュリティ計画

CSO



エンタープライズ・セキュリティ計画更新報告

BRC



BRC のエンタープライズ・セキュリティ計画

承認


セキュリティ・ポリシーと手順の策定と更新

承認
CSO、CPO、BLE、 

セキュリティ・ポリシーと手順

HR、GC、PR、BM、

OP、AO
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セキュリティ・システム・アーキテクチャー

CSO、CIO



計画の策定と更新


ESP 実装及び訓練計画の策定と更新

セキュリティ・システム・アーキテクチャー計
画

BRC、CSO、CPO、 

実装計画と結果

HR、BLE、PR、
CIO、GC、 BM、
実装
＋

AO、OP


実装と訓練

CSO、BLE、BM、 

訓練モジュール

OP

評価



ポリシーと手順のモニタと厳正実行

BRC、CSO、BLE



訓練計画とスケジュール

CSO、HR



訓練記録

CSO、GC、HR、



モニタリングと厳正実行報告

CPO、BLE、BM
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カテゴリ

活


動

順

序

システム管理策、ポリシー及び手順のテスト
と評価（評価・承認を含む）



シ ス テ ム の弱 点 の 特定及 び 是 正 処置 計 画
（POAMｓ）の実施



責任/役割

成

CSO、BLE、BM、 

CA

果

物

管理策、測定値、ポリシー及び手順のテストと
評価報告

CSO、CA、BLE、 

システム POAMｓ

BM

運用承認（ATO）
（又は暫定運用承認（IATO）
） BLE



承認決定文書

BRC、CSO、CFO



ESP セキュリティ投資要求事項と ROI 分析

BRC



取締役会承認予算

BRC、CSO、Ⅹチ



年次 ESP 報告（CSO による）



年次 ESP 監査報告（IA と EA による）

文書の発行
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セキュリティ・ビジネスケース、投資収益率
（ROI）及び予算の決定

資本計画立
案
＋
レビュー/監
査



ESP の公式レビューの実施

ーム52


ESP の公式監査の実施

BAC、IA、EA、Ⅹ
チーム

（指定した間隔でプロセスの繰り返し、活動の中
には進行中のものもあり）53

52

X チームの構成は、
「2.3.3 セキュリティ・ガバナンス行為者の役割と責任－(ⅱ) Ⅹチーム」に述べたとおり、GC、CIO、CSO（若しくは CRO 又は両者）
、CPO、
CFO、BLE、PR 及び HR である。
53 ESP に対しては、定期的なレビュー、監査及び更新が必要である。管理策の有効性テスト、ポリシーと手順のモニタリングと厳正実施、及びコンプライアンス
要求事項の変更などの活動は、必要に応じ、運用間に随時又は定期的ベースで実施される。これら活動の順序は、継続するサイクルとしてみるべきであり、ESP が
レビューされるときはトップから再び開始される。
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3 リスクマネジメント
本章は、リスクマネジメント（RM）の枠組みを主体としたセキュリティ・ガバナンス
（SG）について述べる。
本章が述べる RM の枠組みを主体とした SG は、組織のミッションを果たすための組織
とその能力を保護することであり、組織の情報資産を保護することだけではない。すなわ
ち、本章が述べる RM 活動は、情報システムの運用・管理を行う情報セキュリティ専門家
の技術的業務だけでなく、システム開発ライフサイクル（SDLC）に緊密に織り込まれた
組織の本質的な業務の一つとして実施するものである。このため組織は、十分な情報に基
づく意思決定を促進させる慣行や手順を採用し、組織の情報システムと組織のミッション
を支える情報を保護することができる効果的な SG に結びつけねばならない。また、昨今
の IT の利用拡大と IT の脆弱性に対する脅威の巧緻化や増大に的確に対応するためには、
タイムリーでかつ適切な RM が求められるが、これに応えるものとして 2009 年に ISO
31000:2009（リスクマネジメント－運用と原則）が制定された。本章が述べる RM 活動に
おいてもこの ISO との整合が図られている。
本章では、最初に RM の概要として、SG と RM の関係、ガバナンス活動を求める RM、
及び最新の RM 関連ガイダンスについて述べる。次いで前述の ISO 31000 を採用した国
家標準技術院(NIST)の RM ガイダンス(NIST SP 800-39、情報セキュリティの運用管理)54
を参考文献として、SG の目的を果たす RM を主体とした枠組みのアプローチとプロセス
について述べる。

3.1

リスクマネジメントの概要

本節は、リスクマネジメント（RM）の概要として、先ず第 2 章のセキュリティ・ガバ
ナンス（SG）と本章の RM の関係について述べる。次いで、組織が様々なリスクを整理・
統合し、
効果的にリスクを運用管理するには、ガバナンス活動が必要であることを述べる。
そして最後に、そのような RM の最新ガイダンスとして、エンタープライズ･リスクマネ
ジメント（ERM）
）、ISO 31000 及び NIST SP 800-39 について簡単に紹介する。
3.1.1

セキュリティ・ガバナンスとリスクマネジメントとの関係

ここでは、第 2 章のセキュリティ・ガバナンス（SG）と本章のリスクマネジメント（RM）
の関係について述べる。
結論的には、第 2 章及び第 3 章とも効果的な SG 活動をねらいとしており、両者に目的

54

「NIST SP 800-39、情報セキュリティ・リスクの運用管理(Managing Information Security Risk)」、
NIST、2011.3、http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-39/SP800-39-final.pdf
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上の差異はない。概念的に言えば、第 2 章では RM におけるリスクアセスメント活動だけ
を SG 活動の PDCA サイクルの計画（Plan）段階で採用し、第 3 章では RM の全活動を
SG 活動に全面的に採用している。本来的に、PDCA サイクルにおける計画（Plan）
、実行
（Do）
、点検（Check）及び処置（Act）の個々の活動は、RM における活動要素そのもの
でもあり、SG と RM の両活動に相違はない。ただし、RM のアプローチは、ISO 31000
との整合を図り、リスク環境のダイナミックな変化にタイムリーかつ的確に反応するよう
になっており、P→D→C→A→P というシーケンシャルな活動の流れとはなっていない。
米国家標準技術院（NIST）における最新の情報セキュリティ関連の出版物の全ては、こ
の新たな RM アプローチを枠組みとした SG や情報セキュリティの活動のためのガイダン
スとなっている。
図 3.1-1 は、第 2 章と第 3 章における SG 活動が本質的に同じであること示している。
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（RM）
枠組み
ﾓﾆﾀ
ﾘｽｸ対応

伝達

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
ﾓﾆﾀ

Plan
Act

伝達

枠組み

ﾘｽｸ対応

Do
Check

ﾝｽ（SG）

ｾｷｭﾘﾃｨ・ｶﾞﾊﾞﾅ

図 3.1-1：セキュリティ・ガバナンス(SG)とリスクマネジメント(RM)との関係
また、SG 活動を円滑に進めるための SG 関連文書体系についても、第 2 章で述べたエ
ンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）と本章で後述する NIST SP 800-39
の文書は、その目的や内容の観点から、図 3.1-2 に示す対応関係がある。したがって、SG
の導入ガイダンスとしてどちらを採用すべきかの判断は、採用側の好みであるとも言える。
情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）に熟知している組織は第 2 章の SG
アプローチ、ISO 31000 を採用した ERM に取り組んでいる組織は本章で述べる RM アプ
ローチが、それぞれ採用に当たっての理解が容易と思われる。この図 3.1-2 で注目してい
ただきたいのは「SG 関連文書としては、ISMS に求められる従来のセキュリティ関連文
書に加え、上位のビジネス・レベル及び組織レベルの文書が必要である」ということであ
る。
なお、NIST SP 800-39 の文書については「3.2.4 セキュリティ・ガバナンス関連文書」
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で述べる。

第3章：リスクマネジメント

第2章：セキュリティ・ガバナンス

ERM
RMP

RMS

ESS
M/B P
EA、ISA

ES Plan
BUSP
SSP
P&P
SA

IS

RMP：エンタープライズ・リスクマネジメント計画
ESS：エンタープライズ・セキュリティ戦略
ES Plan：エンタープライズ・セキュリティ計画
BUSP:事業部門セキュリティ計画
SSP：システム・セキュリティ計画
P&P：ポリシーと手順
SA：システム・アーキテクチャー

ERM：エンタープライズ・リスクマネジメント
RMS：リスクマネジメント戦略
M/B P：ミッション/ビジネス・プロセス
EA：エンタープライズ・アーキテクチャー
ISA：情報セキュリティ・アーキテクチャー
IS：情報システム

図 3.1-2：セキュリティ・ガバナンスに必要なプログラムの相似性

3.1.2

ガバナンス活動を求めるリスクマネジメント

組織にとってのリスクは様々であり、企業には景気変動や経済変動などの事業環境リス
ク、為替変動などによる財務リスク、労働争議などの労務リスク、災害リスク、コンプラ
イアンス・リスク、情報漏えいなどの犯罪リスク、情報システム障害などの事故リスク、
その他様々なリスクがある。
「1.1.2.3 エンタープライズ・リスクマネジメント」で述べた
COSO ERM がコーポレート・ガバナンス（CG）の実施基準に指定された 2004 年まで、
これらのリスクは個別的にそれぞれが所掌する部門で取り扱われてきた。その結果、部門
間でのリスク情報共有が困難であり、結果として会社レベルで見ると重複、対応遅延、コ
スト増などの問題が発生することとなった。その理由は、社内での一元的なリスクの把握
が困難であることから、トップリーダーのリスク把握、全社的リスク対応の迅速性、優先
順位付け及び資源配分の適切性に困難をもたらしていたからである。このような問題点や
困難さの解決策としては、社内の RM の統合・整理による社内リスクの網羅性の確保、ト
ップリーダーによる社内リスクの一元的把握、そして全社的なレベルでのリスクの重大性
に基づく優先順位付けを行った資源の効果的配分が考えられる。そこには、CG と同様に、
会社の取締役会や執行役員が必然的に係りを持たねばならないガバナンス活動が RM に求
められることとなる。
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このような解決策を与えるものとして登場したのが ERM である。
そして、2009 年には、
組織のリスクを網羅的に運用管理できる ISO 31000 が ERM のガイドラインとして制定さ
れた。現在、その策定段階にある ISO 31000 実践のためのガイドラインは、経営上層部の
役割を強調しており、役員による「リスクマネジメント委員会」を枠組みの一部である組
織及び説明責任に含めている。また、2011 年には、この ISO を採用した SG のための RM
ガイドライン（NIST SP 800-39）が国家標準技術院（NIST）から出版された。図 3.1-3
は、このようなガバナンス活動を求める RM の経緯を示すものである。
なお、NIST SP 800-39 は、ERM をセキュリティ分野において補完するもの、すなわち
SG 活動のガイドラインであって、ERM に対するガイドラインではない。
様々な企業ﾘｽｸ

個別ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの問題点

事業環境ﾘｽｸ（景気変動など）
災害ﾘｽｸ（地震、水害など）
戦略ﾘｽｸ（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞなど）
財務ﾘｽｸ（為替変動など）
労務ﾘｽｸ（労働争議など）
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸ（規制違反など）
犯罪ﾘｽｸ（情報漏えいなど）
過失ﾘｽｸ（誤操作など）
事故･故障ﾘｽｸ（ｼｽﾃﾑ障害など）

（ｾｷｭﾘﾃｨ分野のRM）

ﾘｽｸ情報の共有が困難
⇒重複対応
⇒対応遅延
⇒ｺｽﾄ増
社内ﾘｽｸの一元的把握が困難
⇒ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰのﾘｽｸ把握が困難
⇒全社的ﾘｽｸ対応の遅延
⇒優先順位付けが困難
⇒資源配分の不適切

（ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞRM）

NISTSP
SP800-39
800-39
NIST
NIST
SP800-39
800-39
NIST
SP
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸ
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸ
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸ
の運用管理）
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸ
の運用管理）
の運用管理）
の運用管理）
ISO 31000

ERM

（XX分野のRM）

問題解決策
社内ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの整理･統合
社内ﾘｽｸの網羅性確保
ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰによる一元的把握
資源の効果的配分
⇒ﾘｽｸの重大性の把握
⇒ﾘｽｸ対応の優先順位付け

図 3.1-3：ガバナンス活動を求めるリスクマネジメント
主なリスクマネジメント

3.1.3

ガバナンスに係る主なリスクマネジメントの手法として、エンタープライズ・リスクマ
ネジメント(ERM)、
ISO 31000 及び NIST SP 800-39 の３つを紹介する。
これらの手法は、
下記に示すように、相互に密接に関係する。


ERM：組織における様々なリスクを統合的に取り扱う。



ISO 31000：組織における ERM への適用は無論こと、組織の様々な下位レベル
（セキュリティ分野、事業部門、チーム、プロジェクトなど）にも適用できる。
近年、この ISO 31000 を採用した ERM が脚光を浴びている。また、ISO 31000
を翻訳した JIS Q 31000 が 2010 年に制定されている。
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NIST SP 800-39：ISO 31000 との整合を図ったものでものであり、情報システ
ムの運用と利用、及び運用環境から導き出される情報セキュリティ関連のリスク
だけをマネジメントの対象とし、上位の包括的な ERM を補完するものとして利
用される。

3.1.3.1

エンタープライズ・リスクマネジメント

エンタープライズ・リスクマネジメント(ERM)の用語は 1990 年代半ばごろから利用さ
れている。とはいえ、一般に広く認識され利用されたのは、2002 年に制定された米国の
SOX 法の実施基準の一つとして、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が 2004
年に公表した COSO の ERM 枠組(COSO-ERM)による。この COSO-ERM の細部につい
ては、
「1.1.2.3 エンタープライズ・リスクマネジメント」で述べたとおりである。
COSO ERM フレームワークに代表される ERM は、コーポレート・ガバナンス(CG)、
経営管理（業績管理）
、内部統制、コンプライアンス、企業の社会的責任（CSR）、セキュ
リティ対策などを統合的にマネジメントする概念として注目されている。このような注目
の背景には経営環境の変化がある。すなわち、グローバル化、ビジネス取引の複雑化、コ
ンプライアンス、市場の競争、IT 利用の経営などによる変化である。また、従来のリスク
マネジメント（RM）は、俗に言うストーブパイプ方式であり、部門別のリスクマネジメ
ントが主流であった。このような RM では、企業として緊急時に迅速な対応ができない、
他部門とのリスク対応上の連携がない、企業としてのリスクの大きさを把握できないなど
の問題が歴然として存在し、このことが ERM の誕生につながったのである。
ERM の基本的なプロセスは、
「1.1.2.3 エンタープライズ・リスクマネジメント」で述
べたフレームワークを参考に、規模や業態などの各社の状況に応じてカスタマイズされて
利用されている。とはいえ、その基本は PDCA サイクルであり、状況の確認⇒リスクアセ
スメント(特定、分析、評価)⇒リスク対応⇒モニタリング及びレビューである。しかしな
がら、ISO 31000 の登場に伴い、ERM に ISO 31000 の原則、枠組み及びプロセスを採用
する企業や RM コンサルティング会社が増加しつつある。
3.1.3.2

JIS Q 31000: 2010

日本工業規格協会は 2010 年 9 月、ISO 31000:2009 を翻訳した「JIS Q 31000:2010、
リスクマネジメント－原則及び指針」 55 を発行した。これにより、従来からの「JIS Q
2001:2001」が廃止され、この新規格に置き換わることとなった。
この新規格の最大の特徴は、ERM のガイドラインとなる性格を持っていることであり、
リスクマネジメント（RM）をこれまでの単なる「リスク管理」という業務から、経営そ
のものあり方として捉えている。実際、これまで COSO ERM に基づく RM を行ってきた
55

「JIS Q 31000:2010、リスクマネジメント－原則及び指針」
、2010.9、日本工業標準調査会審議、日
本工業規格協会発行
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会社やコンサルタント業者は、この新規格と COSO ERM の融合を行っている。また、後
述する国家標準技術院が 2011 年 3 月に出版した「情報セキュリティ･リスクマネジメント
(NIST SP 800-39)」は、この新規格との整合を図ったものである。このように多くの企業
や組織において、この新規格の導入が活発化されている。
なお、この ISO 31000 を実際に導入し運用するのは難解であると指摘されていることか
ら、英国やカナダなどでは実践のためのガイドがまとめられている。カナダのガイド「CSA
Q850-10 Risk Management - Implementation of CAN/CSA ISO 31000」は、経営上層部
の役割を強調しており、役員による「リスクマネジメント委員会」を枠組みの一部である
組織及び説明責任に含めている。この委員会は、第 2 章の「2.3.3 セキュリティ・ガバナ
ンス行為者の役割と責任」で述べた「リスク委員会」、及び本章の「3.2 リスクマネジメン
トのアプローチ」に述べる「リスク役員」と同等の役割と責任を持つ委員会である。
以下に、JIS Q 31000 の主な特徴を述べるとともに、同規格の原則、枠組み及びプロセ
スの概要を示す。
(1) 特徴
JIS Q 31000の特徴は、次のとおりである。


あらゆる組織のあらゆるリスクを対象とした規格である。すべての時点、多数
の領域及び階層において、組織全体、特定の部門、プロジェクト又は活動に適用
することができる。したがって、ERMのガイドラインとなり、組織のリスクを
網羅的にマネジメントすることができる。



関連する他のISO（ISO 9000、ISO 14000、ISO/IEC 27000などの各シリーズ）
のアンブレラ規格として、共通の構造、用語、マネジメントへの要求条件などの
共通化が行われる。



経営者が経営目標を明確にして、目標達成への阻害事象や不確定性をリスクと
認定して、その全体のリスクの最適化を図る。



原則、枠組み及びプロセスから構成されている。



リスクの運用管理のためのプロセスを組織の全体的なガバナンス、戦略と計
画策定、運用管理、報告プロセス、方針、価値観及び文化の中に統合すること
を目的とした枠組みを、組織が構築、実践及び継続的に改善することを推奨し
ている。枠組みの構築に当たって、組織のリーダーの意思表示としての「指令
及びコミットメント」が不可欠であるとしている。



包括的な一つの枠組みの下に一貫したプロセスを採用することによって、組
織全体に及ぶリスクを効果的、効率的及び首尾一貫した形で運用することを確
実にする。



この規格は、ガイドラインであって、認証を求める標準ではない。したがっ
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て、組織の実施方法とタイムスケール内でのリスクマネジメント・プロセスの
実施を可能にしている。
(2) 原則
JIS Q 31000 は、次に示す 11 の原則から構成されている。これらの原則は、RM が組織
の任務を成功に導くための基本的プロセスであると位置付け、組織の経営陣が RM を効果
的なものとするために最初に指令及びコミットすべきものとしている。


原則 1：RM は、価値を創造するものであり、かつ、価値を保護するもので
ある。



原則 2：RM は、組織のすべてのプロセスに不可欠な要素である。



原則 3：RM は、意思決定の一環である。



原則 4：RM は、不確かさに積極的に対処するものである。



原則 5：RM は、体系的かつ組織的で、タイムリーなものである。



原則 6：RM は、利用可能な最良の情報に基づくものである。



原則 7：RM は、組織に合わせて作るものである。



原則 8：RM は、人的及び文化的要素を考慮に入れるべきである。



原則 9：RM は、理解しやすく、かつ、人々が参加するものである。



原則 10：RM は、ダイナミックで、繰り返し行い、変化に対応するものであ
る。



原則 11：RM は、組織の継続的改善を容易にするものである。

上記 11 の原則のうち、最も重要と思われるのは、原則 1、原則 2、原則 3、原則 5 及び
原則 11 である。原則 1 の概念は、組織の取締役会と最高経営者に強く共鳴するものであ
る。原則 2 及び原則 3 は、重要な専門分野として、ラインのマネージャが RM を無視又は
リップサービスをすることができないことを意味する。原則 5 は、RM を継続的かつ能動
的なプロセスとし、一年に一度の棚晒しにするものではないことを意味する。そして最後
が原則 11 であり、組織の継続的改善を容易にするというものである。
(3) 枠組み
効果的な RM の枠組みは、ビジネス成功のための ERM に極めて重要である。JIS Q
31000 が示す RM の枠組みは、組織のすべてのレベルにおいて RM がどのように組み込ま
れ、そして実施されるかを明らかにするマネジメント・システム56である。より端的に言
えば「プロセスを管理するためのフレームワーク（枠組み）
」ということになる。具体的な
56

ISO 31000 の策定過程において、
「マネジメント・システム」の用語は ISO 31000 を認証活動に繋が
るおそれを生じさせるとの懸念から、
「フレームワーク」の用語としている。
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枠組みは、図 3.1-4 に示すとおりである。この図から明らかなように、いわゆる PDCA サ
イクルを構成している。図中の「指令及びコミットメント」は上記第(2)項の原則によるも
のであり、
「リスクマネジメントの実践」ボックスは次項「（4）プロセス」に繋がるもの
である。また、
「リスクの運用管理のための枠組みの設計」ボックスの実施事項には、組織
と組織の状況の理解、RM 方針の確定、アカウンタビリティ、組織のプロセスへの統合、
内部のコミュニケーションと報告の仕組みの確定、及び外部のコミュニケーションと報告
の仕組みが含まれる。

指令及びコミットメント

原則

ﾘｽｸの運用管理のための
枠組みの設計

枠組みの継続的改善

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実践

プロセス

枠組みのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及びﾚﾋﾞｭｰ

図 3.1-4：JIS Q 31000 のリスクマネジメント枠組み
(4) プロセス
JIS Q 31000 は、図 3.1-5 に示す RM プロセスを汎用プロセスとして示している57。先
ず、組織が置かれている内外の状況を把握し、RM の目標、範囲及びリスクの基準を明ら
かにする。次に、リスクアセスメントとして、リスクの特定、リスクの分析及びリスクの
評価を行う。そして、このリスクセスメントの結果に基づきリスク対応を行う。これらの
活動に対してしばしばモニタリング及びレビューが行われ、それらの結果が次の改善に反
映される。また、コミュニケーション及び協議は、ステークホルダのリスク認知を考慮し、
RM プロセスの全ての段階で考慮するとしたものである。
なお、第(3)項で述べた「リスクの運用管理のための枠組みの設計」における「組織と組
織の状況の理解」と、本項における「組織の状況の確定」の実施内容は近似している。違
いは、本項ではその内容がより詳しくなることであり、第(3)項では概要を、本項では具体
的内容を記述することになる。

57

「リスクマネジメントと事業継続マネジメントの標準化」
、2009.6、財団法人・日本規格協会、
http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/pdf/iso_bcm.pdf
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組織の状況の確定

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
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協
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リスクアセスメント
リスク特定
リスク分析
リスク評価

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
レ
ビ
ュ
ー

リスク対応

図 3.1-5：JIS Q 31000 のリスクマネジメント・プロセス
3.1.3.3

NIST SP 800-39

NIST SP 800-39（情報セキュリティ・リスクの運用管理）が示すガイダンスは、情報シ
ステムの運用と利用及び運用環境から導き出される情報セキュリティ関連のリスクだけを
マネジメントの対象としており、組織におけるより包括的なリスクを対象とするERMを補
完する位置付けにある。ここではNIST SP 800-39の概要及びISO 31000との対応関係だけ
を示すこととし、細部については「3.2 リスクマネジメントのアプローチ」及び「3.3 リス
クマネジメントのプロセス」で後述する。
(1) 概要
NIST SP 800-39は、米国の国防総省、インテリジェンス・コミュニティ、国家標準技術
院（NIST）及び国家安全保障システム委員会による統合タスクフォース・トランスフォー
メーション･イニシアティブが策定中のリスクマネジメント（RM）及び情報セキュリティ
関連ガイドライン･シリーズの第4冊目の出版物であり、国家の重要情報を取り扱うインフ
ラは無論のこと、連邦政府の情報と情報システムを防護するため、連邦政府機関とその契
約者に対する情報システムの利用に係るRMの方法を示すものとなっている。
このNIST SP 800-39制定の背景は、次への反省によるものである。すなわち、組織はこ
れまでの数十年の間、情報システム･レベルでのRMを行ってきた。情報システムに焦点を
当てたこのようなRMの視野は、範囲が狭く、ストーブパイプ状であり、トップリーダー/
経営上層部によるリスク・ベースの意思決定を戦術レベルに制限するとともに、多くの場
合、組織の重要なミッション/ビジネス業務に対する直接の関わりやトレーサビリティを欠
く結果としてきた。そして、このような情報システム集中型のセキュリティ対策は、組織
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中に適用されるべき戦略的RMを犠牲にし、脆弱性管理に焦点を当てる結果となっていた。
NIST SP 800-39は、組織に対して3層構造のRMアプローチを提供している。最上層に位
置する層1は、トップリーダー/経営上層部と強固なリスク役員から構成された賢明なガバナ
ンス構造の一部として、組織全体に及ぶRM戦略の確立に焦点を当てる。この戦略が対象と
するのは、組織の重要なミッション及びビジネス業務に関連する情報セキュリティ・リス
クに組織が直面するアセスメント方法、対応方法及びモニタ方法などのいくつかの基本的
課題である。また、このRM戦略の中核は、組織の主要なミッションとビジネス･プロセス
の計画に対し、リスクを認識させることによって影響を及ぼすことである。次の中間層に
位置する層2は、リスクを意識したミッション/ビジネス・プロセスであり、エンタープライ
ズ･アーキテクチャーの決定の動因になり、次いで効果的な組込み情報セキュリティ･アー
キテクチャーの策定と実装を促進させる。この情報セキュリティ･アーキテクチャーは、最
下層である層3において、情報システムとそれらシステムの運用環境に対する保護策と対策
事項の割り当てのためのロードマップを提供するものである。これらの3層構造の概念を示
しているのが、本節冒頭の図3.1-2の右側に示す3層構造の三角形である。
(2) ISO 31000 との対応関係
NIST SP 800-39 は 2011 年 3 月に出版されたが、その 2 年前の 2009 年 3 月に公表され
た ISO 31000 との整合が図られており、その対応関係は図 3.1-6 に示すとおりである。

ISO 31000

NIST SP 800-39

（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
協
議

組織の状
況の確定

リスクアセ
スメント

リスク対応

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
レ
ビ
ュ
ー

ｱｾｽﾒﾝﾄ

枠組み
モニタ

図 3.1-6：ISO 31000 と NIST SP 800-39 との対応関係
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対応

3.2

リスクマネジメントのアプローチ

本節は、NIST SP 800-39 が示すリスクマネジメント（RM）アプローチを要約するとと
もに、解説を加えて紹介する。この RM アプローチは、RM の取り組み方法を示すもので
あり、次から構成される。

3.2.1



RM の 4 つのコンポーネント（リスクの枠組み、評価、対応及びモニタ）



階層化 RM（組織、ミッション/ビジネス及び情報システムの 3 レベル階層）



ガバナンス構造（RM 組織、役割と責任）



RM 関連文書

リスクマネジメントのコンポーネント

リスクの運用管理は、複雑で多面的な活動であり、組織全体の参画を求める。それらは、
組織に対し戦略的ビジョンとトップレベルの目標・目的を示すトップリーダー/経営上層部
（層 1）から、プロジェクトの計画立案、実行及び管理を行う中間レベルのリーダー（層
2）
、そして組織のミッション/ビジネス業務を支援する情報システムを最前線で運用する個
人（層 3）に及ぶ。このような RM 活動は、戦略的レベルから戦術的レベルを対象とし、
包括的かつ組織全体に及んで実施されることとなり、リスク・ベースの意思決定が組織の
あらゆる面に統合されることを確実にするものである。
この RM プロセスは、包括的であり、組織に対して次に示す 4 つの RM コンポーネント
を求めることになる。
① リスクの枠組み設計（リスク・ベースの意思決定に対する組織の状況の確定）
② リスクアセスメント（リスクの特定、分析及び評価）
③ リスク対応（いったん決定された後のリスクへの対応）
④ リスクモニタリング（現在進行中ベースでのリスクのモニタ。これは、組織の
リスク関連活動における継続的改善への組織的意思疎通とフィードバック・ル
ープの利用による）
以下の項において、これらについて説明する。
3.2.1.1

リスクマネジメント・コンポーネントの概要

以下に、4 つの RM コンポーネントの各々について、その概要を示す。
(1) リスクの枠組み設計
リスクの枠組み設計コンポーネントは、リスク・ベースの意思決定が行われる状況を確
定するものである。その目的は、組織のリスクアセスメント方法、リスク対応方法、及び
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リスクのモニタリング方法のあり方を意図した RM 戦略を作成するものであり、組織が投
資と運用上の決定を行う際のリスクの見方を明確かつ透明性のあるものにする。すなわち、
RM 戦略は、組織の RM 活動に当たっての基礎を確立し、組織内におけるリスク・ベース
の意思決定に対する境界を詳細に述べるもので、次を明示したものである。


リスクの前提（例：脅威、脆弱性、結果/影響、発生確率。これらは、リスク
のアセスメント方法、対応方法、及びモニタリング方法に影響を及ぼす）



リスクの制約事項（例：検討中のリスクアセスメント、リスク対応及びリス
クモニタリングの代替案に対する制約事項）



許容リスク（例：受け入れ可能なリスクのレベル、リスクの種類、及びリス
クの不確かさの程度）



優先順位とトレードオフ（例：ミッション/ビジネス業務に対する相対的重要
性、組織が直面する異なるタイプのリスク間のトレードオフ、組織がリスク対
応しなければならない時間枠、その他組織がリスク対応において考慮する不確
実性要素）

(2) リスクアセスメント
リスクアセスメント・コンポーネントは、リスク枠組み設計で示されたの組織の状況確
定内におけるリスクアセスメント方法に係るものであり、次を明らかにする。


組織に対する脅威（運用、資産若しくは個人に対する脅威）又は組織を介し
て他の組織若しくは国家に向けられる脅威



組織内部の脆弱性、及び組織外の脆弱性



組織への危害（結果/影響）（脅威による脆弱性エクスプロイトの可能性があ
る場合に発生）



危害が及ぶ結果の起こりやすさ（最終結果は、リスクの決定（危害の程度、
及び危害が発生する起こりやすさ）
）

組織は、リスクアセスメント・コンポーネントを支援するため、次を明らかにする。


リスクのアセスメントに利用するツール、技法及び手法



リスクアセスメントに関連する前提条件



リスクアセスメントに影響を及ぼす制約事項



役割と責任



リスクアセスメント情報の収集方法、処理方法及び組織中への伝達方法



組織内におけるリスクアセスメントの実施方法
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リスクアセスメントの頻度



脅威情報の入手方法（情報源と入手方法）

(3) リスク対応
リスク対応コンポーネントは、リスクアセスメント結果に基づくリスクの決定後におけ
る組織のリスク対応方法に係るものである。このコンポーネントの目的は、組織のリスク
枠組みに従って、
首尾一貫した組織全体に及ぶリスクへの対応を次により示すことである。


リスク対応に当たっての代替行動方針の策定



代替行動方針の評価



組織の許容リスクに合致した適切な行動方針の決定



選定された行動方針に基づくリスク対応の実施

組織は、リスク対応コンポーネントを支援するため、実施し得るリスク対応の種類を定
める（すなわち、リスクの保有、回避、低減、分担又は移転）
。また、組織は、リスク対応
に当たっての行動方針策定に利用されるツール、技法及び手法、行動方針の評価方法、並
びに組織中、必要ならば外部組織(例：外部サービス・プロバイダー、サプライチェーン・
パートナー)へのリスク対応の伝達方法を明らかにする。
(4) リスクモニタリング
リスクモニタリング・コンポーネントは、組織の経時的なリスクのモニタ方法に係るも
のである。このコンポーネントの目的は、次の 3 点である。


計画されたリスク対応策が実装され、組織のミッション/ビジネス業務、連邦
法、指令、規制、ポリシー及び標準、並びにガイドラインが示す情報セキュリ
ティ要求事項が満足されていることを確認



実装されているリスク対応策の有効性を確認



組織の情報システムと同システムの運用環境に対し、リスクが及ぼす影響の
変化の明確化

組織は、リスクモニタリング・コンポーネントを支援するため、コンプライアンスの確
認方法、及び現在進行中のリスク対応の有効性の決定方法を示す（例：リスク対応の満足
度/正確度の決定、並びにリスクの削減に関してリスク低減策が正しく実装され、意図どお
りに運用され、そして所望の効果を示しているか否かの決定に利用されるツール、技法及
び手法の種類）
。さらに、組織は、現在進行中のリスク対応の有効性に影響を及ぼすかもし
れない変化のモニタリング方法について示す。
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3.2.1.2

4 つのリスクマネジメント・コンポーネント間の情報伝達フロー

上記 3.2.1.1 項に示した 4 つのコンポーネントは、有機的な結合で相互に RM 活動に係
る情報を伝達することにより継続的改善を図る。図 3.2-1 は、このようなコンポーネント
間の情報と伝達のフローを示すものである。また、後述する 3 つの層（組織、ミッション
/ビジネス及び情報システム）の各層にもこの伝達フローがあることを示す。さらに、この
伝達フローは、各層内だけでなく、層間においても行われる（例：層 3 のアセスメントか
ら層 1 のアセスメントへ）
。

（情報とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの流れ）

ｱｾｽﾒﾝﾄ
層1
層2
層3

枠組み
対応

モニタ

図 3.2-1：リスクマネジメント・コンポーネント間の情報伝達フロー
矢印は、RM プロセス内の主要な流れを示す。これは、リスクの枠組、リスクアセスメ
ント、リスク対応及びリスクモニタリング間における一連の活動のすべてを示している。
例えば、リスクの枠組みコンポーネントからの主要なアウトプットの一つは、組織が脅威
情報の取得に利用する情報源と手法を示すものである（例：オープン・ソース、秘密区分
指定インテリジェンス・コミュニティ報告）
。脅威情報に係るアウトプットは、リスクアセ
スメント・コンポーネントに対する主要なインプットとなる。他の例は、リスクアセスメ
ント・コンポーネントからの主要なアウトプットとして示されるリスクの決定である。こ
のアウトプットは、リスク対応コンポーネントに伝達され、当該コンポーネントにおける
主要なインプットとして受領される。リスク対応コンポーネントに対する他の主要なイン
プットは、リスクの枠組みコンポーネントからのアウトプットであり、組織のリスク対応
方法を明示す RM 戦略（後述）である。意思決定者は、他の補足的インプットとこれらの
インプットを協調させることにより、リスク対応が可能な行動方針の選定を行うことがで
きる。また、両端矢印が示す双方向性の特徴は、これら RM コンポーネント間の情報と伝
達のフローが、当該コンポーネントの実施順序は無論のこと、柔軟性があり、かつ、RM
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プロセスのダイナミックな特性を示すものであることを意味している。例えば、新たな法
律、指令又はポリシーは、組織が追加のリスク対応策を即時に実装することを求める。こ
の情報は、リスクの枠組みコンポーネントから直接にリスク対応プロセスに伝達され、そ
こでは、新たな法律、指令又はポリシーに係るコンプライアンス達成のための特定の活動
が実施されることになり、情報が RM プロセスをあちこちと転々と動き回るという極めて
ダイナミックかつ柔軟な情報の特性を示している。

3.2.2

階層化リスクマネジメント

NIST SP 800-39 は、組織全体のリスクマネジメント（RM）プロセスを統合するため、
リスクに対する 3 層構造アプローチを採用している。すなわち、RM プロセスは、組織レ
ベル、ミッション/ビジネス・プロセス・レベル及び情報システム・レベルの 3 層構造で構
成され、この 3 層構造の中で途切れなく実施される。この 3 層構造が示す目標は、組織の
リスク関連活動の継続的改善、及び組織の任務/ビジネスの成功に関心を共有するすべての
利害関係者間における各層内と層相互間の効果的な意思疎通である。図 3.2-2 は、この 3
層構造アプローチについて、いくつかの主要な特性と RM 活動を説明するものである。つ
まり、層 1 の戦略的リスクは、トレーサビリティとトランスペアレンシーを確保しつつ層
2 を経て、層 3 の戦術的レベルへと具体化される。また、層内及び層間のコミュニケーシ
ョンを図るとともに、組織の RM 活動の継続的改善を図るためのフィードバックが行われ
ることをこの図は示している。

層1
（組織）

層2

の
間 ン
び層 ショ
及 ケー
内
の
層 ュニ
善
コミ 的改 ック
バ
続
継 ード
フィ

リス
トレ クに
トラ ーサ 基づ
ンス ビリ く決
ペア ティ 定の
レン 及び
シー

戦略的リスク

（ミッション/ビジネス・
プロセス）

層3
（情報システム）

戦術的リスク
図 3.2-2：階層化されたリスクマネジメント
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3.2.2.1

層 1 のリスクマネジメント

層 1 は、組織を対象としたリスクに対応するものであり、RM におけるリスクの枠組み
を行い、組織によって実施されるすべての RM 活動に対する確定された状況を示す。これ
が、層 2 と層 3 の RM 活動に直接の影響を及ぼす。例えば、層 1 で明示されたミッション
/ビジネス業務は、層 2 においてその実施のために作成されたミッション/ビジネス・プロ
セスの設計と開発に影響を及ぼす。層 1 は、ミッション/ビジネス業務の優先順位付けを行
い、これにより投資戦略と予算の決定を行う。このようにして、層 1 は、層 2 におけるエ
ンタープライズ・アーキテクチャー(これには、組み込まれた情報セキュリティ・アーキテ
クチャーが含まれる)の開発、並びに層 3 における管理的、運用的及び技術的セキュリティ
管理策の割り当てに影響を及ぼすことになる。
層 1 の活動が層 2 及び層 3 の活動に影響を及ぼす他の例としては、共通管理策の選定、
リスク役員から運用承認者に至るガイダンス規程、及び重要なミッションとビジネス運用
を支援する情報システムの復旧順序の確立がある。
3.2.2.2

層 2 のリスクマネジメント

層 2 は、ミッション/ビジネス・プロセスを対象としたリスクに対応する。層 2 は、層 1
におけるリスクの状況の確定、リスクの決定及び RM 活動からの細部情報に基づき、次に
示す RM 活動を行う。


組織のミッション/ビジネス業務の支援に必要なミッション/ビジネス・プロセ
スの明確化（設計・開発）



組織の戦略目標と目的に関連するミッション/ビジネス・プロセスの優先順位
付け



ミッション/ビジネス・プロセスの円滑な遂行に必要な情報のタイプ、情報の
重要性/センシティビティ、及び組織の内外部に及ぶ情報の流れの明確化



ミッション/ビジネス・プロセスに対する情報セキュリティ要求事項の組込み。
これは、組織の戦略目標と目的及び性能測定に合致し、かつ、費用対効果があ
り効率的な情報技術解決策を促進するものである。

層 2 の活動は、層 3 で実施される活動に直接の影響を及ぼす。例えば、層 2 で開発され
たエンタープライズ・アーキテクチャー（EA）に含まれる情報セキュリティ・アーキテク
チャーは、情報保護ニーズに対する方針を示し、これが層 3 における組織の情報システム
の具体的なコンポーネントに対するセキュリティ管理策のガイドと割り当てに影響を及ぼ
す。また、層 2 における EA の決定は、層 3 における情報システムの設計に影響を及ぼし、
これにはそれらシステム開発時に利用される情報技術のタイプが含まれる。さらに、層 2
で実施される活動は、有用なフィードバックを層 1 に提供し、これが組織のリスクの枠組
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みに対する何らかの改訂をもたらすか、又は層 1 において実施される RM 活動に影響を及
ぼすことになる。
3.2.2.3

層 3 のリスクマネジメント

層 3 の RM 活動は、情報システムを対象としたリスクに対応するものであり、層 1 及び
層 2 のリスク状況の確定、リスク決定及び RM 活動に左右される。層 3 の RM 活動には次
が含まれる。


組織の情報システムのカテゴライズ58



組織が確立した EA 及び EA に組み込まれた情報セキュリティ・アーキテク
チャーに一致して運用されるシステム環境と情報システムに対し、セキュリテ
ィ管理策の割り当て



組織を横断して実施される規律の厳しい構造化されたシステム開発ライフサ
イクル・プロセスの一部として、割り当てられたセキュリティ管理策の選定、
実装、アセスメント、承認及び監視に係る管理

層 3 においては、情報システム所有者、共通管理策プロバイダー、システムとセキュリ
ティ・エンジニア及び情報システム・セキュリティ管理者が、組織の情報システムに対す
る実装、運用及び監視に係るリスク・ベースの決定を行う。運用承認権者は、これら日々
のリスク・ベースの決定に基づき、指定された環境下において情報システムが当初承認し
たものであるか否か、
又は現状ベースで運用承認が継続されるか否かを継続的に判断する。
これら継続するリスク・ベースの決定は、リスク役員及びミッション/ビジネス・プロセス
を支援する様々なアーキテクチャー上の考慮事項からのガイダンスに基づく RM プロセス
からの情報による。さらに、層 3 における活動は、層 1 及び層 2 に必須のフィードバック
を提供する。例えば、組織の情報システムに発見された新たな脆弱性は、組織中に広がる
浸透性のある影響をもたらすかもしれない。そして、それらが、情報セキュリティ・アー
キテクチャーが組み込まれた EA に対する変更の引き金又は組織の許容リスクの調整を求
めることになることもある。

3.2.3

ガバナンス構造

ここでは、リスクマネジメント（RM）活動のためのガバナンス構造（セキュリティ・
ガバナンス組織及び役割と責任）を示す。
なお、NIST SP 800-39 は、2002 年に制定された「連邦政府情報セキュリティ管理法
58

米連邦政府機関は「FIPS 199, Standards for Security Categorization of Federal Information and
Information Systems, February 2004」に基づき、情報システムの情報と情報システムに対するセキュリ
ティ・レベルをカテゴライズ（3区分）する。このカテゴライズに基づき、ベースラインのセキュリティ要
求事項が決定される。
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（FISMA）」に基づくものであることから、連邦政府機関向けであることは否めないが、
「機関の長」の用語をトップリーダーなどに置き換えるだけで民間企業においても利用す
ることができる。また、FISMA は最高情報責任者（CIO）が最高情報セキュリティ責任
者（CISO）を任命することとしているが、職務の分離上の問題もあり、CISO を CIO か
ら切り離す方向で FISMA の改訂が検討されている。
3.2.3.1

セキュリティ・ガバナンス組織

NIST SP 800-39 が規定する組織は、図 3.2-3 のとおりである。

（層1） 組織（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ）ﾚﾍﾞﾙ

機関の長、最高経営責任者（CEO）、最高執行責任
者（COO）など

ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
（共同）

一個人/ｵﾌｨｽ（専門ｽﾀｯﾌ）、取締役ﾘｽｸ委員会など

ﾘｽｸ役員
（層2）

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの役割と責任
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ戦略
投資戦略

ﾐｯｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾚﾍﾞﾙ
CIO、CISO、情報所有者/管理者、
運用承認者/同代理、共通管理策提
供者、情報ｾｷｭﾘﾃｨ・ｱｰｷﾃｸﾄ

（層3）

情報ｼｽﾃﾑ・ﾚﾍﾞﾙ
情報ｼｽﾃﾑ所有者（SDLC間の責任）
情報ｼｽﾃﾑ/ｾｷｭﾘﾃｨ･ｴﾝｼﾞﾆｱ、情報ｼｽﾃﾑ･
ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾏﾈｰｼﾞｬ/責任者、ｾｷｭﾘﾃｨ管理策
評価者、その他の関係者

組織のﾐｯｼｮﾝ・ﾋﾞｼﾞﾈｽを支援
•ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ
•情報ｼｽﾃﾑ･ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ

情報ｼｽﾃﾑ開発ﾗｲﾌｻｲｸﾙ（SDLC）
間のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

図 3.2-3：NIST SP 800-39 のセキュリティ・ガバナンス組織
なお、NIST SP 800-39 が示す役割と責任は、リスク役員（RE）及び RE と個々の責任
者との役割上の関係を除き、従来からの FISMA などの上位規定を継承したものとなって
いるだけである。したがって、前述の階層化によるリスクマネジメント活動との対応付け
は、トップリーダーとリスク役員を除き明確さを欠いたものとなっている。
3.2.3.2

役割と責任

以下に、図 3.2-3 に示したセキュリティ・ガバナンス組織関係者の役割と責任を示す。
(1) トップリーダー
トップリーダーは、機関の長、最高経営責任者（COE）、最高執行責任者（COO）など、
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組織内の最高レベルのリーダーであり、以下に示す不正なアクセス、利用、開示、中断、
改ざん又は破壊の結果による組織の運用と資産、個人、他の組織及び国家へのリスクと危
害（すなわち影響）の大きさにつりあった情報セキュリティ保護を提供する全般的責任を
持つ者である。
なお、民間企業で本 NIST SP 800-39 を利用する場合は、
「機関」を「組織」又は「企業」
と読み替えるものとする。


機関又は機関の代理が収集又は維持している情報



機関若しくは機関の契約者、又は機関の代理として他の組織によって利用又
は運用されている情報システム

また、機関の長は次を確実にする責任を持つ。


情報セキュリティ・マネジメント・システムが戦略的及び運用の計画立案プ
ロセスに統合されること。



トップリーダーが、彼らの管理下にある運用と資産を支援する情報と情報シ
ステムに対し情報セキュリティを提供すること。



組織が要員に対して十分な訓練を行い、関連する法律、ポリシー、指令、規
制、標準及びガイドラインの情報セキュリティ要求事項を順守するようにする
こと。

機関の長は、強固なポリシーの策定と導入により、情報セキュリティと行動に係る組織
としての確約事項を確立する。この確約事項は、効果的にリスクを管理し、組織によって
実施されるミッション/ビジネス業務の保護に必要なものである。機関の長は、情報セキュ
リティに対する適切な説明責任を確立するとともに、情報セキュリティ・プログラムのモ
ニタリング及び改善に対する積極的な支援と監督を行う。情報セキュリティに対するトッ
プリーダーの確約は、ミッションとビジネスの成功に対する気風を促進するものであり、
組織内における適切な注意レベルを確立する。
(2) リスク役員（RE）
RE は、組織内に確立された業務上の役割であり、RM 活動に対し包括的かつ組織全体
に及ぶアプローチを提供する。RE は、トップリーダー、ミッション/ビジネス所有者、最
高情報責任者（CIO）
、最高情報セキュリティ責任者（CISO）、情報システム所有者、共通
管理策提供者、エンタープライズ・アーキテクト、情報セキュリティ・アーキテクト、及
び組織のミッション/ビジネスの成功に既得利権を持つその他の利害関係者に対し、共通の
RM 活動資源となる。
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RE は、トップリーダーと次を調整する。


RM の役割と責任を確立する。



組織全体に及ぶ RM 戦略を策定し、実施する。この戦略は、
（リスクの枠組み、
リスクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリングを含む）組織のリス
ク決定事項に対する方針と通知に係るものである。



組織の情報システム及び同システムの運用環境に係る脅威及び脆弱性情報を
管理する。



組織全体に及ぶフォーラムを確立し、リスクに係る全てのタイプと源につい
て検討する。



運用と情報システムの利用、及びそれぞれの運用環境からのリスクの集合に
基づき、組織のリスクを決定する。



組織によって実施される RM 活動を監督し、首尾一貫した効果的なリスクに
基づく意思決定を確実なものとする。



組織の戦略的側面及びそれらが統合された運用に係るリスクに対し、さらな
る理解を展開する。



組織内外の主要な利害関係者間に、リスク関連の情報を伝達及び共有する活
動の中心として、効果的な伝達手段を確立し実施する。



リスクの枠組み、リスクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリング
に関して、親組織が下部組織に対して許容する自主度を明示する。



運用承認権者間における協調性と共同性を促進する。これには、共有責任を
必要とするセキュリティ承認活動が含まれる（例：連帯承認）



セキュリティ承認決定が、ミッションとビジネスの成功に必要なすべての要
素を考慮することを確実なものとする。

この RE は、特定の組織構造又は組織内において割り当てられた個人やグループの公式
の責任ではない。機関や組織の長は、RE を雇うことも又はその業務を委譲することも選
択可能である。RE には、組織の戦略的目標と目的、組織のミッション/ビジネス業務、技
術的可能性と制約事項、並びに組織の運用を決める指令やガイダンスを理解するスキル、
専門知識及び思考力が求められる。このような適正能力を提供する RE は、単一の人物若
しくはオフィス(専門スタッフの支援による)、又は指定したグループ（例：本報告書の第 2
章で示した取締役会のリスク委員会、役員運営委員会、役員リーダーシップ会議）であっ
ても満足される。RE は、RM に対する効率性の促進と最大効果の発揮を行うため、組織
のガバナンス構造に組み込まれる。このような組織全体に及ぶ RM 活動範囲は RE を層 1
に位置付けるが、その役割はミッション/ビジネス所有者、運用承認者、情報システム所有
者、共通管理策提供者、CIO、CISO、情報システムとセキュリティ・エンジニア、情報シ
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ステム・セキュリティ・マネージャ/幹部、その他層 2 と層 3 の利害関係者による RM 活
動との継続的なコミュニケーションと監督を必然的に伴う。
(3) 最高情報責任者（CIO）
CIO は、組織の執行役員であり、次の責任を有する。


最高情報セキュリティ責任者（CISO）の任命



情報セキュリティ・ポリシー、手順、及び管理技術(control techniques)の策
定と維持



情報セキュリティに重要な責任事項を持つ要員の監督



組織のトップのセキュリティ責任事項に係る支援



他の執行役員と調整の上、連邦政府機関の長に対し、是正処置の進捗状況を
含む組織全般の情報セキュリティの有効性に係る年次報告

CIO は、RE 及び最高情報セキュリティ責任者(CISO)の支援を得て、運用承認権者（AO）
及びそれらが任命した代表者と密接に連携し、次を確実なものとする支援を行う。


組織全体に及ぶ情報セキュリティ・プログラムが効果的に実施され、組織の
すべての情報システム及びそれらシステムの運用環境に対して、適切なセキュ
リティが保たれていること。



情報セキュリティの考慮事項が、PPBC（プログラミング/計画立案/予算サイ
クル）
、EA、及び取得/システム開発ライフサイクルに統合されていること。



情報システムが、承認されたセキュリティ計画に包含され、運用承認が得ら
れていること。



組織全体に要求された情報セキュリティ関連活動が、効率的、費用対効果的
及び適時に達成されること。



適切な情報セキュリティ関連の活動に対する報告が中央集権化されているこ
と。

また、CIO 及び AO は、組織の優先順位に従って保護専用資源の適切な配分を決定し、
組織のミッション及びビジネス業務を支援する情報システムを保護する。CIO は、特定の
情報システムに対する AO 又は組織内の他の執行役員との共同運用承認権者となることも
ある。CIO の役割は、合衆国政府権限に固有のものであり、政府職員にだけ任命される。
(4) 情報所有者/保管者（IO/S）
IO/S は、法令に基づく組織の幹部であり、特定の情報に係る管理又は運用上の権限を持
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つとともに、その情報の作成、収集、処理、伝達及び廃棄を管理するポリシーと手順の確
立責任を持つ。IO/S は、情報共有環境下において、対象となる情報（例：行動規範）の適
切な利用と保護に係る規則を確立する責任を持つが、同情報が他の組織と共有又は他の組
織に提供された場合においてもその責任を持つ。情報システムによって処理、保管又は伝
達される情報の所有者/保管者は、システム所有者と同じか又は異なることになる。単一の
情報システムは、複数の IO/S からの情報を含むことができる。IO/S は、情報システム所
有者に対し、同情報が処理、保管又は伝達されるシステムのセキュリティ要求事項とセキ
ュリティ管理策に係るインプットを提供する。
(5) 最高情報セキュリティ責任者（CISO）
CISO は、組織の幹部であり、次の責任を持つ。


FISMA に基づき、CIO の責任事項を実施する。



CIO の主要な連絡員として、組織の AO、情報システム所有者、共通管理策
提供者及び情報システム・セキュリティ責任者と連携する。



専門的知識技能を持つこと（これには訓練と経験が含まれ、情報セキュリテ
ィ・プログラム業務の管理に必要なものである）



主たる責任事項として、情報セキュリティ任務を維持する。



ミッションと資源を持つオフィスの長として、FISMA の要求事項に従い、組
織のよりセキュアな情報と情報システムの達成を支援する。

また、CISO(又は支援スタッフ・メンバー)は、AO が指定した代表者又はセキュリティ
管理策評価者となることができる。この CISO の役割は、合衆国政府権限に固有のもので
あり、政府職員だけに割り当てられる。
(6) 運用承認権者（AO）
AO は、執行役員であり、組織の運用と資産、個人、他の組織及び国家に対して、受け
入れ可能なレベルのリスクで情報システムを運用する責任を公式に負う権限を持つ者であ
る。AO は、情報システムに対する予算上の監督権を持つか、又は同情報システムに支援
されるミッションやビジネス運用に責任を持つのが一般的である。AO は、セキュリティ
承認プロセスを通じ、情報システムの運用に係るセキュリティ・リスクに対する説明責任
を持つ。したがって、AO は、管理者の地位にあり、このような情報システム関連のセキ
ュリティ・リスクを理解し、受け入れることにつりあった権限レベルを持つ者である。ま
た、AO は、セキュリティ計画、合意又は了解覚書、及び是正処置計画を承認するととも
に、情報システム又は運用環境の変化が再承認を必要とするか否かを決定する。AO は、
情報システムの運用承認を拒否することができる。また、受け入れがたいリスクが存在す
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る場合は、システムの運用を停止することができる。AO は、その活動を行うに当たり、
RE、CISO、共通管理策提供者（CCP）
、情報システム所有者、情報システム・セキュリ
ティ責任者、セキュリティ管理策評価者、その他セキュリティ承認プロセス間における関
係者と調整する。
ミッション/ビジネス・プロセスの複雑さ、パートナーシップ協定、及び外部/共有サー
ビスの利用がますます増加しつつあることから、ある特定の情報システムが複数の AO に
関連することがある。このような場合、それら AO 間における合意事項が確立され、それ
がセキュリティ計画に文書化される。AO は、権限を委任した代理者が実施するセキュリ
ティ承認に係るすべての活動と業務の実施を確実なものとする責任を持つ。AO の役割は、
合衆国政府の権限に固有のものであり、政府職員だけに割り当てられる。
(7) 運用承認権者代理者（AODR）
AODR は、組織の幹部であり、AO の代理として活動し、セキュリティ承認プロセスに
係る日々の活動に必要な調整と業務を実施する。AODR は、AO から与えられた権限を行
使し、セキュリティ承認プロセスに係る何らかの決定、セキュリティ計画の承認、是正処
置計画の承認と実施のモニタリング、及びリスクのアセスメントや調査に係る決定を行う。
また、AODR は、最終承認パッケージの準備を求められることがある。そして、承認決定
文書に AO の署名をもらい、同承認パッケージを関係する組織の幹部に伝達する。AO が
AODR に委任できない唯一の活動は、運用承認決定、及び関連する承認決定文書への署名
である。
(8) 共通管理策提供者（CCP）
CCP は、共通管理策（すなわち、情報システムに継承されるセキュリティ管理策）の策
定、実装、評価及びモニタリングに責任を持つ個人、グループ又は組織であり、次に対し
ての責任を持つ。


セキュリティ計画（又は組織が規定した同等の文書）に組織が明示した共通
管理策を文書化すること。



求められた共通管理策の評価が、組織が明示した適切なレベルの独立性を持
つ知識技能のある評価者によって実施されることを確実にすること。



評価結果をセキュリティ評価報告に文書化すること。



弱点又は欠陥を持つすべての管理策に対し、是正処置計画を作成すること。

共通管理策に対するセキュリティ計画、セキュリティ評価報告及び是正処置計画（又は
そのような情報の要約）
は、
それら管理策の監督責任を持つ執行役員のレビューと承認後、
それら管理策を継承する情報システム所有者に利用される。
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(9) 情報システム所有者（ISO）
ISO は、組織の幹部であり、情報システムの調達、開発、統合、改善、運用、保守及び
廃棄に責任を持つ。ISO は、ユーザー・コミュニティ（すなわち、ミッション、ビジネス
又は運用要求事項を満足させるため、当該情報システムに依存する人物）の運用利益に対
する責任を持ち、情報セキュリティ要求事項の順守を確実なものとする。ISO は、情報シ
ステム・セキュリティ責任者と協力し、セキュリティ計画の策定と維持に責任を持ち、シ
ステムが合意されたセキュリティ管理策に従って展開及び運用されることを確実にする。
また、ISO は、IS/O と共同し、同システムへのアクセス権を持つ者の決定（同時に、権限
の種類又はアクセス権の種類）に責任を持つとともに、システム・ユーザーと支援要員に
必要なセキュリティ訓練（例：行動規範における指示）を確実に受けさせるようにする。
ISO は、AO のガイダンスに基づき、セキュリティ承認プロセスを必要な組織の関係幹部
に対して細部の情報を知らせるとともに、その活動に利用可能な必要資源を確保し、セキ
ュリティ管理策評価者に必要な情報システムのアクセス、情報及び文書を提供する。ISO
は、セキュリティ管理策評価者からセキュリティ評価結果を受け取る。ISO は、脆弱性の
低減又は除去に必要なステップを踏んだ後、承認パッケージを組み立て、同パッケージを
AO 又は AODR に提出の上、裁定を受ける。
(10) 情報システム・セキュリティ責任者（ISSO）
ISSO は次の責任を持つ。


情報システムに対する適切な運用セキュリティ態勢が維持されていること。



上記の活動が情報システム所有者の密接な連携の下に実施されること。

また、ISSO は、情報システムのセキュリティを含め、技術及び技術以外のすべての問
題についての主要な助言者となる。ISSO は、情報システムのセキュリティ面の管理に必
要な詳細な知識と専門知識を持ち、システムの日々のセキュリティ運用に対する責任が与
えられている。また、この責任事項に含まれるものには、これだけに限定するものではな
いが、物理的及び環境的防護、人的セキュリティ、インシデントの取り扱い、及びセキュ
リティ訓練と意識向上がある。ISSO は、セキュリティ・ポリシーと手順の策定、及びそ
れらポリシーや手順の確実な順守を支援するよう求められることがある。ISSO は、情報
システム所有者と密接に連携し、システムとその運用環境に対する積極的なモニタリング
の役割を果たすのが一般的であり、これにはセキュリティ計画の策定と更新、システム変
更の管理と統制、及びそれら変更に伴うセキュリティ上の影響の評価が含まれる。
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(11) 情報セキュリティ・アーキテクト（ISA）
ISA は、個人、グループ又は組織であって、参照モデル、セグメントとソリューション・
アーキテクチャー、及び結果としてのそれらミッションとビジネス・プロセスを支援する
情報システムを含む EA に関して、組織のミッション/ビジネス業務の保護に必要な情報セ
キュリティ要求事項が適切に取り組まれていることを確実にする責任がある。ISA は、エ
ンタープライズ・アーキテクトと情報システム・セキュリティ・エンジニア間の連絡要員
となる。また、ISA は、システム固有、ハイブリッド又は共通の管理策としてのセキュリ
ティ管理策のアロケーションに関し、ISO、CCP 及び ISSO と調整する。さらに、ISA は、
ISSO と密接に連携し、AO、CIO、CISO 及び RE に対して助言を行う。この助言の範囲
は様々なセキュリティ関連の問題に及ぶものであり、それらに含まれるものとしては、例
えば情報システム境界の確立、
情報システムの弱点と欠陥のひどさの評価、是正処置計画、
リスク低減アプローチ、セキュリティ・アラート、脆弱性が及ぼす可能性のある不利な影
響などがある。
(12) 情報システム・セキュリティ・エンジニア（ISSE）
ISSE は、個人、グループ又は組織であり、情報システム・セキュリティ・エンジニア
リング活動に責任を持つ。情報システム・セキュリティ・エンジニアリングは、情報セキ
ュリティ要求事項を把握の上、それを練り上げるプロセスであり、明確な目的を持ったセ
キュリティ・アーキテクティング、設計、開発及びコンフィギュレーションにより、要求
事項が情報技術コンポーネント製品及び情報システムに効果的に実装されることを確実に
する。ISSE は、組織の情報システムの設計と開発又は既存システムの改善を行う開発チ
ーム（すなわち、統合プロジェクト・チーム）に必須の要員である。ISSE は、情報シス
テムにセキュリティ管理策を実装する際に、ベストプラクティスを採用する。それらに含
まれるものには、ソフトウェア・エンジニアリング手法、システム/セキュリティ・エンジ
ニアリング原則、セキュア設計、セキュア・アーキテクチャー、セキュア・コーディング
技法などがある。ISSE は、セキュリティ関連活動に関して、ISA、CISO、ISO、CCP 及
び ISSO と調整する。
(13) セキュリティ管理策評価者（SCA）
SCA は、個人、グループ又は組織であり、管理的、運用的及び技術的管理策に対する包
括的な評価を実施する責任を持つ。これらの管理策は、情報システムに採用又は継承され
たものであり、それら管理策に対する全般的な有効性が調査される（すなわち、同システ
ムに対するセキュリティ要求事項に関して、管理策が正しく実装され、意図どおり運用さ
れ、そして所望の成果が得られているかの程度を調査する）
。また、SCA は、情報システ
ムとその運用環境に検知された弱点や欠陥のひどさに対する評価も実施し、それら識別さ
れた脆弱性に対する是正処置を勧告する。SCA は、これらの責任事項に加え、評価の結果
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と知見を含めた最終評価報告書を作成する。SCA は、セキュリティ管理策の評価に先立ち、
セキュリティ計画の評価を実施し、同計画が言明されたセキュリティ要求事項を満足する
セキュリティ管理策一式を情報システムに提供していることを確証する。
SCA に求められる独立性レベルは、セキュリティ管理策評価に対する具体的な条件によ
って決定される。例えば、評価が運用承認の決定又は現在進行中の承認を支援する目的で
実施される場合、AO は連邦政府ポリシー、指令、標準及びガイドラインに求められる独
立性レベル度を明確に決定する。評価者の独立性は、次により重要な要素となる。


評価プロセスに対する公平かつ偏見のない特性を堅持する。



セキュリティ評価結果に対する信頼性の決定を行う。



AO が、十分な情報に基づくリスク・ベースの承認決定を行うため、最も公
平な情報を受け取ることを確実にする。

ISO と CCP は、次について SCA のセキュリティ専門知識と技術的判断に頼る。


セキュリティ評価計画に具体的に明示された評価手順を利用することにより、
情報システムに採用及び継承されたセキュリティ管理策の評価を行う。



管理策の弱点や欠陥を是正する方法について具体的な勧告を提示することに
より、明らかにされた脆弱性に対処する。

3.2.4

セキュリティ・ガバナンス関連文書

以下に、NIST SP 800-39 が示すセキュリティ・ガバナンス（SG）関連文書の策定・維
持に当たっての特徴、及び主な SG 関連文書の概要を示す。
3.2.4.1

セキュリティ・ガバナンス関連文書の策定・維持に当たっての特徴

NIST SP 800-39 が示す SG 関連文書の特徴は、新たなセキュリティ防衛戦略（機敏防
衛（Agile Defense: AD）戦略）59に対応するものとなっている。
米国防総省（DoD）及び国家標準技術院（NIST）のこれまでのセキュリティ戦略を歴
史的に見ると、1990 年代後期～2000 年代中期の多層防衛（Defense in Depth: DiD）戦略
から 2000 年代後期以降の広域防衛（Defense in Breadth: DiB）戦略へと変遷してきた。
そして 2010 年代に入り、ISO 31000（リスクマジメント－原則及び指針）の制定と相ま
って、AD が台頭し始めた。これら DiD、DiB 及び AD へとの戦略の変遷は、別個の新た
59

国家標準技術院や国防総省は未だ、機敏防衛戦略を多層防衛戦略や広域防衛戦略に引き続くものとし
て認知していない。この戦略の命名は、筆者の独自判断によるものである。しかしながら、機敏開発(Agile
Development)や機敏ソフトウェア開発（Agile Software Development）などについてはここ数年、学会
やカンファレンスで盛んに話題にされており、実際、この機敏アプローチを採用した開発が国防総省で試
みられている。機敏開発の最大の特徴は、タイムリーであることと費用対効果が優れていることである。
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な戦略への移行ではなく、前者を後者が含むものであって、さらなる強固なセキュリティ
の確保へと進化したものである。NIST SP 800-39 は、組織のエンタープライズ・リスク
マネジメント（ERM）のセキュリティ分野に位置付けられ、リスクマネジメント（RM）
の視点からセキュリティ・ガバナンス（SG）機能を果たすものであるが、そのセキュリテ
ィ防衛戦略は機敏な防衛活動（AD）へと進化している。DiD は強固な城壁を構築するこ
と、及び DiB は建築資材の調達や城壁の修復に及ぶサプライチェーン・リスクを運用管理
することにそれぞれ特徴づけられる。そして AD は、DiD 及び DiB に対するさらなる効果
的・効率的・機敏的防衛行動を、組織レベルが統治する形で全組織に徹底させることに特
徴付けられる。
SG 関連文書は、情報システム・レベル（層 3）において情報システムを対象とする限り、
従来の情報セキュリティ確保のためのセキュリティ関連文書と変わることはない。とはい
え、SG の観点からは、組織の任務やビジネス業務の目的達成のため、組織全般に及ぶよ
り包括的なセキュリティ関連文書が必要となる。一義的には、組織レベル（層 1）が事業
部門レベル（層 2）を統治するため、及び層 2 が層 3 を統治するための SG 関連文書がそ
れぞれ必要となる。これらの文書に求められる性格は、DiD 及び DiB のリスクマネジメン
トに対する効果的・効率的・機敏的防衛行動を促すものであることが望ましい。したがっ
て、そのような性格を持つ SG 関連文書は、単にトップダウン的に上層レベルから下層レ
ベルへ（層 1→層 2→層 3 又は層 1→層 3）と伝達されるだけでなく、下層レベルでのセキ
ュリティ対策上の発見事項（新たな脅威、脆弱性、是正事項、改善注意事項、注意喚起事
項などの報告・通知）が、同層が属する事業部内の各情報システム運用組織（層 3 内）は
無論のこと、上層レベルへ（層 3→層 2、層 3→層 1 及び層 2→層 1）と時機を失せずフィ
ードバックされ、速やかに改善されることが不可欠となる。
従来、組織における情報システムのセキュリティ是正処置対策は、PDCA サイクルに代
表される比較的のんびりとした対応で（例：少なくとも年 1 回の ISMS マネジメント・レ
ビュー）行われてきた。しかしながら、昨今の IT の進化、及びミッションやビジネス目
的を達成するためのビジネス・プロセスにおけるそれら最新 IT の利用の必然性は、入手
可能な IT の信頼性の欠如、及び潜在的な敵対者によるそれら最新 IT の脆弱性のエクスプ
ロイト脅威の可能性と起こりやすさの増大とが相まって、時間的猶予を与えない機敏なセ
キュリティ防衛を組織に求めている。このような組織の対応は、ミッション・ビジネス・
プロセスへの最新の IT の採用及び不測事態/インシデント発生時における機敏な対応は無
論のこと、セキュリティ上の不具合や欠陥事項の早期発見・早期是正を求めることから、
常に顧客の信頼、印象、評判を維持することにもつながる。
ISO 31000 が示す 11 の原則のうちの「4：不確かさに積極的に対処。5：体系的かつ組
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織的でタイムリー。6：利用可能な最良の情報に基づく。10：ダイナミックで、繰り返し
行い、変化に対応。及び 11：組織の継続的改善の容易化」、並びにプロセスが示す「組織
の状況の確定、リスクアセスメント、リスク対応、コミュニケーションと協議、及びモニ
タリング及びレビュー間の情報の相互伝達」は、正しく上記の機敏防衛を可能とするもの
である。NIST SP 800-39 の文書体系は、この ISO 31000 の原則とプロセスとの整合を図
った機敏防衛のための文書の策定及び維持を行うよう設計されている。
3.2.4.2

主なセキュリティ・ガバナンス関連文書

下層組織が組織の目的に適合した的確なセキュリティ維持活動を行うためには、上層組
織が示す明確な戦略（方針事項、ガイダンスなど）が必要である。そして下層組織は、上
層組織が示した戦略を戦術レベルに具体化してセキュリティ維持活動を行う。さらに、下
層組織における戦術行動上の不具合や是正事項については、上層組織に速やかにフィード
バックし、戦略の見直しを求めることにより、組織としてのさらなる効果的・効率的なセ
キュリティ維持が可能となる。このフィードバック・サイクルを迅速に行うことにより機
敏防衛活動が維持され、脅威に対処することができる。
NIST SP 800-39 が規定する戦略的な SG 関連文書としては、RM 戦略及び同戦略を反
映した投資戦略がある。RM 戦略には、リスク対応戦略とリスクモニタリング戦略が含ま
れる。さらにリスク対応戦略には、全般的リスク対応戦略、リスク保有戦略、リスク回避
戦略、リスク分担及び移転戦略、並びにリスク低減戦略が含まれる。これらは全て層 1 の
組織レベルで策定される。
層 2 の事業部門レベルでは、組織が明示したミッション/ビジネス業務及びリスク対応戦
略に基づき、それらを支援するためのミッション/ビジネス・プロセスの設計・開発・実装
を行う。この一環として策定されるのが、エンタープライズ・アーキテクチャー（EA）で
ある。この EA には、情報システムに対するセキュリティ要求事項としての情報セキュリ
ティ・アーキテクチャー（ISA）が含まれる。
層 3 では、この ISA に基づき、情報システム開発ライフサイクル（SDLC）における情
報セキュリティ活動が行われる。
また、層 1 が示すリスクモニタリング戦略は、層 2 及び層 3 において、それぞれのリス
ク対応タスクに応じた戦略に展開される。各層におけるリスクモニタリング結果は、層 1
のリスク対応戦略は無論のこと投資戦略にも反映され、資源配分などの見直しが行われる。
表 3.2-1 に上記の SG 関連文書の概要を示す。また、図 3.2-4 にそれら SG 関連文書の関
係を示す。
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表 3.2-1：セキュリティ・ガバナンス関連文書の概要
文 書 名

概

RM 戦略は、組織のリスクアセスメント、リスク対応及びリスクモ

リスクマネジメン
ト（RM）戦略

要

ニタリングの方法あり方を意図したものであり、組織が日常的に投資
や経営上の決定を行う際に利用するリスク知覚（リスクに対する洞察
力）の明確化と透明化を図るものである。
リスクは組織の情報システムの運用と利用に係るものであり、
RM 戦
略は具体的な前提事項、制約事項及び許容リスクを明確にするととも
に、投資と運用決定に当たって組織内で利用される優先事項/トレード
オフを明確にする。また、RM 戦略には、トップリーダーによる組織
の運用と資産、個人、他の組織及び国家に対する情報セキュリティ・
リスクをどのように管理するかについて、その戦略的レベルの意思決
定事項と考慮事項のすべてが含まれる。例えば、組織全体に及ぶ RM
戦略には、組織にとっての許容リスクの明確な表現、受け入れ可能な
リスクアセスメント手法、リスク対応戦略、組織の許容リスクに関連
する組織を横断する首尾一貫したリスクアセスメント・プロセス、及
び常時リスクをモニタリングするアプローチ（リスクモニタリング戦
略）が含まれる。リスク役員（RE）の役割と責任は、組織全体に及ぶ
首尾一貫した RM 戦略の適用・促進を可能とするものである。
RM 戦略に含まれるものは、次のとおりである。


リスクの前提：脅威、脆弱性、結果/影響、発生確率など（これら
は、リスクのアセスメント方法、対応方法及びモニタリング方法に
影響を及ぼす）



リスクの制約事項：検討中のリスクアセスメント、リスク対応及
びリスクモニタリングの代替案に対する制約事項など



許容リスク：受け入れ可能なリスクのレベル、リスクの種類、及
びリスクの不確かさの程度



優先順位とトレードオフ：ミッション/ビジネス業務間の相対的重
要性、組織が直面する異なるタイプのリスク間のトレードオフ、組
織がリスク対応しなければならない時間枠、その他組織がリスク対
応において考慮する際の不確実性要素など



受け入れ可能なリスクアセスメント手法



リスク対応戦略（次項に詳述）



リスクモニタリング戦略（アプローチ）
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文 書 名

概

リスク対応戦略

要

リスク対応戦略は、RM 戦略の一部として策定されるものであり、
明確に定義かつ表現され、トップリーダーがミッション/ビジネス・リ
スクを理解・認識し、リスクを明確に決定し、説明責任を持つことを
確実に支援する。
リスク対応戦略は、次の 5 つの対応戦略から構成される。
(1) リスク対応全般戦略：与えられたリスク状況に対する基本的なリ
スク対応の選定アプローチを示す。
(2) リスク保有戦略：リスクを抱えながら運用する組織の考え方とし
てのリスク保有の程度を設定するものであり、具体的な状況下に
おいて保有するリスクの程度が組織の方針を順守するものであ
ることを確実にする。
(3) リスク回避戦略：、現在発生しているリスクの特徴を変える（リ
スクの回避）ための IT 利用方法を示す。
(4) リスク分担及び移転戦略：この戦略は、層 2 における具体的な組
織のミッション/ビジネス業務又は層 3 における組織の情報シス
テムに対しての意思決定を可能にする重要な要素である。
(5) リスク低減戦略：層 1（例：共通管理策）
、層 2（例：組込み済み
の情報セキュリティ・アーキテクチャーを含むエンタープライ
ズ・アーキテクチャー、及びリスクを意識したミッション/ビジ
ネス・プロセス）、及び層 3（例：個々の情報システムにおける
セキュリティ管理策）における低減を網羅する。
投資戦略は、組織の RM 活動に重要な役割を担う。投資戦略は、組

投資戦略

織の長期戦略目標と目的、及びミッションとビジネスの成功のための
RM 戦略を反映したものが一般的である。投資戦略の基礎をなすのは、
組織の効果的なリスクの運用管理支援に対する利用可能資源量に限り
があることを認識の上、ミッション/ビジネスの成功を達成するため、
進行中のリスクに効果的に対処することである。リスクモニタリング
の結果に基づく投資戦略の見直しもある。
投資戦略には、組織が次を行うアプローチを含むことができる。


旧情報システムの換装(例：徐々にアイテムを撤退、完全な換装)



情報システムとサービスのアウトソーシングと外部プロバイダー
の利用



内部開発対商用の入手可能な IT 製品の取得
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文 書 名

概

要

リスクモニタリン

リスクモニタリング戦略は、RM 戦略の一環として策定される。

グ戦略

リスクモニタリング戦略は、組織全般（層 1、層 2 及び層 3）に及ぶ
SG 活動のモニタリングを対象とし、モニタリング結果を分析すること
により、被るリスクに対する意識維持の適応性、RM プロセスにおけ
る他のステップ（枠組み、リスクアセスメント及びリスク対応）の再
検討の必要性の是非、及び必要に応じプロセス改善活動の開始を知る
ことができる。この戦略には、モニタリングの目的、種類及び頻度が
含まれる。
リスクモニタリング戦略における主なモニタリング対象は、次の 3
項目である。


コンプライアンス・モニタリング：コンプライアンスの確認を行
う。要求されたリスク対応策が実施され、組織のミッション/ビジネ
ス業務、連邦法、指令、規則、ポリシー及び標準/ガイドラインに基
づく情報セキュリティ要求事項が満足されていることを確認する。



有効性モニタリング：現リスク対応策の有効性を決定する。リス
ク対応策の実装後において、明らかにされたリスク低減策の有効性
を決定する。



変更モニタリング：組織の情報システムと運用環境の変化がリス
クに及ぼす影響を明確化する。この変化は、進行中のリスク対応策
の履行に対する実現可能性の変更を含め、リスクに影響を及ぼすお
それがある。

エンタープライ

一般的な EA の定義としては「複雑になった組織の最適化と経営の

ズ・アーキテクチ

効率化を図るための取り組みや方法論」のことであり、具体的には業

ャー（EA）/情報

務内容や手順を見直すための業務分析、情報システムで用いられてい

セキュリティ・ア

るデータや情報システムの標準化などがある。

ーキテクチャー
（ISA）

NIST SP 800-39 の EA は「組織が採用する管理慣行であり、ミッシ
ョン/ビジネス業務の成功を支援するためのミッション/ビジネス・プロ
セスと情報資源の有効性を最大化するものである」と定義されている。
首尾よくミッション/ビジネス業務を遂行する組織の能力に関連する重
要なリスク関連の問題は、情報システムに利用される IT の複雑さであ
る。組織は、この複雑さと関連するリスクに対応するため、ミッショ
ン/ビジネス・プロセスを支援する IT 資産を管理するに当たって、規
律の厳しい、構造化されたアプローチが必要となる。関連する情報シ
ステムの設計と開発を含め、組織の IT インフラのさらなる明確化と理
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文 書 名

概

要

解を深めることは、ますます高度化されていく脅威に直面するこれら
情報システムの弾力性と賢い利用の最大化に不可欠となっている。こ
の種の明確さと理解は、EA の開発と実装を介して効果的に達成するこ
とができる。
ISA は、EA に不可欠な構成要素であり、情報システムの弾力性に対
応するものとして、セキュリティ能力の実装に係るアーキテクチャー
上の情報を提供する。ISA の第一義的な目的は、ミッション/ビジネス・
プロセスに促される情報セキュリティ要求事項が、組織の情報システ
ムとそれらのシステムが組織のリスクマネジメント戦略に従った運用
環境において、首尾一貫した、かつ、費用対効果のある方法で達成さ
れることを確実にするためである。また、ISA は、法律、指令、ポリ
シー、規則、標準及びガイダンスからのセキュリティ要求事項も考慮
する。

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ＲＭ）戦略
投資戦略

ﾘｽｸﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ戦略

（層1）

ﾘｽｸ対応戦略

（ﾐｯｼｮﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ業務の明示）

ﾘｽｸﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ戦略

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ（EA）
情報ｾｷｭﾘﾃｨ･ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ（ISA）

（層2）

（ﾐｯｼｮﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ業務を支援）

（層3）

ﾘｽｸﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ戦略
情報ｼｽﾃﾑ

情報ｼｽﾃﾑ

情報ｼｽﾃﾑ

（ 運 用 環 境 ）
図 3.2-1：セキュリティ・ガバナンス関連文書の関係
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3.3

リスクマネジメントのプロセス

本節では、NIST SP 800-39 が規定するリスクマネジメント・プロセスの概要を述べる
とともに、同プロセスを構成するリスクの枠組み、リスクアセスメント、リスク対応及び
リスクモニタリングについて、その概要、タスク及び主なインプットとアウトプットを示
す。

3.3.1

リスクマネジメント・プロセスの概要

リスクマネジメント（RM）プロセスは、次の 4 つのサブプロセスから構成される。
なお、これらのプロセスは ISO 31000: 2009（JIS Q 31000: 2010）との親和性が考慮さ
れたものであり、括弧内は各サブプロセスに対する JIS Q 31000 の用語である。
1.

リスク枠組み(組織の状況の確定)

2.

リスクアセスメント(リスクアセスメント)

3.

リスク対応(リスク対応)

4.

リスクモニタリング(モニタリング及びレビュー)

ISO 31000 は、
RM のためのプロセスを組織の全体的なガバナンス、戦略及び計画策定、
運用管理、報告プロセス、方針、価値観並びに文化の中に統合することを目的とした枠組
みを構築し、実践を踏まえて継続的に改善することを推奨している。その細部については
「3.1.3.2 JIS Q 31000: 2010」で述べたとおりであるが、最大の特徴は全組織的かつタイ
ムリーな RM プロセスにある。
この ISO 31000 との整合を図った NIST SP 800-39 の概要は、
表 3.3-1 のとおりである。
同表は、リスク枠組み、リスクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリングの 4 つ
のプロセスごと、右側に 2 つの行を設けている。上の行は組織全体としての実施事項であ
り、下の行はその実施事項をさらに各層(層 1、層 2 及び層 3)に分解したものである。この
表から明らかなように、各プロセスの内容は、層 1 から層 2 そして層 3 へと下層に流れる
に従って細分化され、戦略的方針事項が戦術的活動へと具体化される。また、実施結果に
伴うフィードバックが層 3 から層 2 へ、及び層 2 から層 1 へと行われることも示している。
つまり、RM プロセス内容は、トップダウンとボトムアップの両活動により、継続的に改
善されることを示している。
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表 3.3-1：リスクマネジメント・プロセスの概要（NIST SP 800-39）
層 1 (組織)

プロセス
リスク枠組み



層 2 (ﾐｯｼｮﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ)

層 3 (情報システム)

RM 戦略（組織のリスクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタ
リングの方法のあり方）の確立



確立に当たって明確化すべき事項：リスクの前提(脅威、脆弱性、結果
/影響、発生確率)、リスクの制約事項(検討中のリスクのアセスメント、
対応及びモニタリングの代替案に対する制約事項)、許容リスク、優先
順位とトレードオフ(ミッション/ビジネス業務に対する相対的重要性
など)
RM 戦略の確立

組織のリスク枠組み

層 1 と層 2 の RM 運

に基づくミッション/ビ

用方法の決定に従い、

ジネス業務特有の関心

情報システムに対する

事を展開（追加前提事

SDLC 間の RM を実施

項、制約事項、優先順
位など）
リスクアセス



メント

組織のリスク枠組みに基づくリスクアセスメントに係る次の事項の明
確化：組織への脅威、組織内部の脆弱性と組織外の脆弱性、組織に及
ぼす危害(結果/影響)、危害が及ぶ可能性。最終結果はリスクの決定(危
害の程度と危害発生の可能性)



リスクアセスメント支援に当たって明確化すべき事項：リスクアセス
メントに当たってのツールと技法、前提条件、影響を及ぼす制約事項、
役割と責任、情報の収集/処理/組織中への伝達方法、実施方法、頻度、
脅威情報(情報源と方法)の入手方法
組織の運用、資産及

層 1 のアセスメント

層 2 のアセスメント

び人、又は包括的な複

結果の反映、及び層 2

結果の反映。情報シス

数のミッション･ビジ

のミッション･ビジネ

テムの脆弱性が主たる

ネス部門に対するアセ

ス･レベルにおける脅

アセスメント対象

スメントの実施。層 2

威、脆弱性に伴うリス

及び層 3 からのアセス

クアセスメント

メント結果の反映
リスク対応



組織のリスク枠組みに従い、首尾一貫した組織全体に及ぶリスクへの
対応を次により示す：リスク対応に当たっての代替行動方針の策定、
代替行動方針の評価、組織のリスク許容度に合致した適切な行動方針
の決定、及び決定された行動方針の実践



リスク対応支援に当たって明確化すべき事項：リスク対応の種類(リス
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層 1 (組織)

プロセス

層 2 (ﾐｯｼｮﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ)

層 3 (情報システム)

クの保有、回避、低減、共有又は移転)、行動方針策定に利用されるツ
ール、技法と手法、行動方針の評価方法、及び組織内外へのリスク対
応の伝達方法
RM 戦略の一部とし
てのリスク対応戦略の

リスク対応戦略に基

（同左）

づく実践

策定
リスクモニタ



リング

組織は、次を目的としたリスクモニタリングを行う：計画されたリス
ク対応策が実装され、組織のミッション/ビジネス業務、法律、指令、
規制、ポリシー、標準及びガイドラインによる情報セキュリティ要求
事項が満足されていることの確認。実装後のリスク対応策の有効性確
認。情報システムとその運用環境に対するリスクが及ぼす影響の変化
の明確化



リスクモニタリング支援に当たって明確化すべき事項：コンプライア
ンスの確認方法、リスク対応策の有効性の決定方法、及びリスク対応
の有効性に影響を及ぼす変化のモニタリング方法
リスクモニタリング

層 1 のモニタリング

層 2 のモニタリン戦

戦略の策定。現脅威の

戦略に基づく層 2 のモ

略に基づく層 3 のモニ

アセスメント変化の層

ニタリング戦略の策

タリング戦略の策定。

2 及び層 3 に及ぼす影

定。ミッション･ビジネ

情報システムに対する

響分析

スにセキュリティ上の

モニタリング活動が主

影響を及ぼす技術の明
確化

図 3.3-1 は、表 3.3-1 に述べた 4 つのプロセス間のインプットとアウトプットの関係、
及び各プロセスにおけるタスクの順序をに示すものである。同図に示すリスク枠組み、リ
スクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリングの各ステップにおけるタスクにつ
いては、次項で述べる。
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ｽﾃｯﾌﾟ1：枠組み

ｽﾃｯﾌﾟ2：ｱｾｽﾒﾝﾄ

ｽﾃｯﾌﾟ3：対応

ｽﾃｯﾌﾟ4：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ｽﾃｯﾌﾟ1：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

ﾀｽｸ1-1
ﾘｽｸ前提事項

ﾀｽｸ2-1 脅威と
脆弱性の識別

ﾀｽｸ3-1
ﾘｽｸ対応識別

ﾀｽｸ4-1 ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ戦略の展開

ﾀｽｸ1-2
ﾘｽｸ制約事項

ﾀｽｸ2-2
ﾘｽｸの決定

ﾀｽｸ3-2 代替方
針事項の評価

ﾀｽｸ4-2
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施

ﾀｽｸ1-3
ﾘｽｸ許容度

ﾀｽｸ3-3
ﾘｽｸ対応決定

ﾀｽｸ1-4 優先
順位とﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ

ﾀｽｸ3-4
ﾘｽｸ対応実践

図 3.3-1：各プロセス（ステップ）間の関係と各ステップにおけるタスクの順序

3.3.2

リスク枠組み

リスク枠組みは、組織のリスクマネジメント（RM）アプローチを具体化した前提条件、
制約事項、許容リスク及び優先順位/トレードオフの一式を示すことであり、組織のガバナ
ンス構造、財務態勢、法的/規制環境、投資戦略、文化及び組織間と組織内で確立された信
頼関係によって特徴付けられる。
(1) プロセスの概要
リスク枠組み（リスクに対する枠組み作り）は、組織の状況を確立するとともに、組織
の RM 方法に係る共通の視点を組織中に示すものである。この枠組みは、その主たる出力
として、組織によるリスクアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリングの方法に係
る RM 戦略を作成することである。この RM 戦略は、具体的な前提条件、制約事項、許容
リスク、及び組織が投資と運営決定を行うに当たって利用するビジネス業務の優先順位/
トレードオフを明確なものとする。また、RM 戦略には、トップリーダーによる組織の運
営と資産、個人、その他の組織及び国家のリスクに対する運用管理方法について、戦略レ
ベルの決定及び考慮事項が含まれる。
層 1 において、トップリーダーは、組織のリスク運用管理方法についてリスク役員（RE）
と相談・共同の上、リスク決定事項（例：リスク対応）のタイプを含む組織のリスク枠組
みを明らかにするするとともに、それらリスク決定事項を支援するためのリスクアセスメ
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ント方法とその条件、リスクモニタリング方法(例：詳細さのレベル、どのような形式、ど
のような頻度)を明らかにする。層 2 において、ミッション/ビジネス所有者は、組織が明
示したリスク枠組みを適用し、組織のミッション/ビジネス業務に特有の懸念事項に取り組
む（例：追加の前提事項、制約事項、優先順位及びトレードオフ）。層 3 において、プロ
グラム・マネージャ、情報システム所有者及び共通管理策提供者は、層 1 及び層 2 の意思
決定者が選定した RM 方法に基づく組織のリスク枠組みを理解し、適用する。
このリスク枠組みによって作成されたガイダンス、並びにその基礎となる前提条件、制
約事項、許容リスク及び優先順位/トレードオフは、組織内の一部のミッション又はビジネ
ス業務に不適切となることもある。さらに、リスク環境は、長い年月の間に変化する可能
性がある。したがって、リスク枠組みプロセスは、RM プロセス内の他のプロセス（リス
クアセスメント、リスク対応及びリスクモニタリング）からのフィードバックを可能にし
ている。例えば、リスクアセスメントの間に発生した情報は、元々の前提事項に影響を及
ぼし、適切なリスク対応、さらなるトレードオフの明確化又は優先順位のシフトに関する
制限事項を変化させるかもしれない。リスク対応における代替案の評価においては、リス
ク枠組みで明らかにした前提条件の見直しを求める場合もある。また、リスクモニタリン
グにおいて、組織が示したセキュリティ管理策モニタリングでは、与えられた人的資源、
プロセス又は技術では効果がないと示す場合、再考を求めることもある。
(2) タスク
リスク枠組みプロセスは、次の 4 つのタスクから構成される。


リスク前提事項：組織内リスクの評価、対応及びモニタ方法に影響を及ぼす
前提事項（代表的な脅威源、脆弱性、結果/影響及び公算決定例の明確化、特徴
付けなど）を明らかにする。



リスク制約事項：組織内におけるリスクアセスメント、リスク対応及びリス
クモニタリング活動に当たっての制約事項（財政上の制限、法規類・契約上の
要求事項など）を明らかにする。



許容リスク：組織にとってのセキュリティ関連の許容リスク・レベル（組織
が戦略目標と目的を追求して、進んで受け入れるリスクのレベル）を明らかに
する。



優先順位とトレードオフ：組織がリスク対応の優先順位とトレードオフ考慮
事項を明らかにする

(3) インプットとアウトプット
リスク枠組みプロセスの主なインプットとアウトプットは、表 3.3-2 のとおりである。
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表 3.3-2：リスク枠組みプロセスの主なインプットとアウトプット
インプット


法律、ポリシー、指令、規則、契

アウトプット


約関係及び財政上の制限

ント、対応及びモニタリング方法の明示



契約相手との信頼関係（覚書など） 



ガバナンス構造（委譲による意思
決定者の軽減範囲）

RM 戦略：組織の意図するリスクのアセスメ
組織のポリシー、手順、標準、ガイダンス、
資源：組織の RM プロセスの範囲、リスクア
セスメント・ガイダンス、リスク対応ガイダン
ス、リスクモニタリング・ガイダンス、RM 活
動を実施する際のリスク制約事項、組織の優先
順位とトレードオフ

3.3.3

リスクアセスメント

リスクアセスメントは、組織の運用（すなわち任務、機能、印象及び評判）
、組織の資産、
個人、その他の組織、並びに国家に対するリスクの明確化、優先順位付け及び評価を行う。
(1) プロセスの概要
リスクアセスメントは、脅威と脆弱性アセスメント結果を利用し、発生の公算（起こり
やすさ）及び組織の資産と個人に対する不利益な影響（すなわち、損害の大きさ）に関し
て、リスクの明確化と評価を行う。
リスクアセスメントの焦点は層によって異なる。例えば、層 1 や層 2 で実施されるリス
クアセスメントの焦点は、組織の運用、資産及び個人であり、それは包括的なミッション/
ビジネス部門を横断するもの、又は特定のミッション/ビジネス部門をクロス・カッティン
グするアセスメントであってもよい。組織全体に及ぶリスクのアセスメントは、専らリス
ク枠組みステップにおいて確立された前提条件、制約事項、許容リスク、優先順位及びト
レードオフに基づくことができるか、又は複数のミッション/ビジネス部門を横断して実施
されたリスクアセスメント（第一義的には、層 2 の活動から導出される）に基づくことが
できる。ある一つの層で実施されたリスクアセスメントは、他の層で実施されたアセスメ
ントにおいて利用される脅威、脆弱性、公算及び影響に係る情報の正確化/強化に利用する
ことができる。リスクアセスメントからの情報が利用できる程度は、ミッション/ビジネス
業務の類似性、及び親組織に関して組織の実体やサブコンポーネントが持っている自主性
の程度によって決まる。分散型の組織は、層 2 と層 3 においてより多くのリスクアセスメ
ント活動を実施することが期待される。それでも層 1 におけるリスクアセスメントからの
利益を得ることができ、とりわけ、初回の脅威と脆弱性源の明確化にそれを見ることがで
きる。組織全体に及ぶリスクアセスメントは、意思決定者に対し、リスク対応ステップに
入る時期を検討するための初回のリスク優先順位付けを提供する。
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組織は、
組織全体に及ぶ RM プロセスの一部としてのリスクアセスメントの実施により、
相当な利益を得る。とはいえ、いったんリスクアセスメントが完了すると、組織はアセス
メントを現状維持するための時間を投資することに慎重になる。リスクアセスメントの普
及を維持するには、リスクモニタリング・ステップからの支援が求められる（例：組織の
情報システムと運用環境の変化の観察、又はリスクに対する意識を維持するためのモニタ
リング結果の分析）
。これにより、トップリーダーのリスクアセスメントに係る適切な意思
決定が可能となる。
(2) タスク
リスクアセスメント・プロセスは、次の 2 つのタスクから構成される。


脅威と脆弱性の識別：組織の情報システムとシステムが運用される環境に対
する脅威と脆弱性を明らかにする。



リスクの決定：組織の運用と資産、個人、その他の組織及び国家に対して、
明らかにされた脅威が、明らかにされた脆弱性をエクスプロイトした場合のリ
スクを決定する。

(3) 主なインプットとアウトプット
リスクアセスメント・プロセスの主なインプットとアウトプットは、表 3.3-3 のとおり
である。
表 3.3-3：リスクアセスメント・プロセスの主なインプットとアウトプット
インプット

アウトプット



受け入れ可能なリスクアセスメント手法



リスクアセスメントの間に採用される分
析の深さと幅



組織の運用（すなわち、ミッション、
業務、印象及び評判）
、組織の資産、個
人、他の組織、及び国家に対するリス



脅威を記述するに当たっての粒度レベル



外部サービス・プロバイダーに対するアセ

クの確定

スメントの是非と方法


組織に対し、全体として異なる組織実体又
はミッション/ビジネス業務からのリスクア
セスメント結果の集計の是非と方法

3.3.4

リスク対応

リスク対応は、情報システムの運用と利用の結果に伴う組織の運用と資産、個人、その
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他の組織及び国家へのリスクに対し、保有、回避、低減、共有又は移転を行うための方針
事項60の明確化、評価、決定及び実装を行う。
(1) プロセスの概要
リスク対応のための代替方針事項案の明確化と分析は、一般的に層 1 と層 2 において行
われる。それは、組織全般に予想される影響、及び組織のミッション/ビジネス業務を継続
的かつ首尾よく達成する組織の能力によって、代替方針事項案（可能なリスク対応策案）
が評価されるからである。組織全体に及ぶリスク対応策の採用決定は、一般的に層 1 で実
施される。もっとも、その決定は、層 2 及び層 3 の低層から知らされたリスク関連情報に
よる。層 2 の代替方針事項は、組織のミッション/ビジネス業務に予想される影響、そのミ
ッション/ビジネス業務の支援に関連するミッション/ビジネス・プロセス、及び資源要求
事項によって評価される。層 3 の代替方針事項は、システム開発ライフサイクル、又は選
定された方針事項の実施に利用可能な最大時間によって評価される傾向にある。可能なリ
スク対応の幅は、その活動が層 1、層 2 又は層 3 のいずれで実施されようとも、主要な要
素となる。リスク決定は、層 1 におけるリスク枠組み活動の一部として策定された組織の
許容リスクに支配される。
(2) タスク
リスク対応プロセスは、次の 4 ステップから構成される。


リスク対応の明確化：リスクアセスメントの間に決定されたリスクに対応す
るための代替方針事項（リスクの保有、回避、低減、共有、移転又はこれらの
組み合わせ）を明らかにする。



代替方針事項の評価：リスクに対応するため、所望のリスク対応達成におい
て期待される有効性及び実装に当たって予想される柔軟性に基づき、代替方針
事項を評価する。



リスク対応の決定：リスクに対応するための適切な方針事項を決定する。



リスク対応の実装：リスクに対応するために選定された方針事項を実装する。

(3) 主なインプットとアウトプット
リスクアセスメント・プロセスの主なインプットとアウトプットは、表 3.3-4 のとおり
である。インプットは、リスク枠組みとリスクアセスメントの両ステップからなる。

60

方針事項(course of action)：方針事項は、時間段階(time-phased)又は状況依存(situation dependent)
のリスク対応策の組み合わせである。リスク対応策は、識別されたリスクに対応するために採られた具体
的な処置である。リスク対応策は、分離して管理することができ、それには次を含むことができる；例え
ば、リスクを低減するためのセキュリティ管理策の実装、リスクを回避又は特別な状況下におけるリスク
の保有を行うためのセキュリティ・ポリシーの普及などである。
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表 3.3-4：リスク対応プロセスの主なインプットとアウトプット
インプット

アウトプット



脅威源と脅威事象の識別

下記を考慮の上選定された方針事項の実装



エクスプロイテーションに関連する



脆弱性の識別


選定されたリスク対応策と有効性基準の
細部（すなわち、リスク対応策の有効性を判

脅威が脆弱性をエクスプロイトした

断することができる指標と閾値を明示した

場合の潜在的な成り行き及び影響の

もの）に責任を負う個人又は組織のエレメン

両者又はいずれかの見積もり

ト



脅威が脆弱性をエクスプロイトする



公算（起こりやすさ）の見積もり


選定されたリスク対応策の他のリスク対
応策に対する従属性

組織の運用（すなわち、ミッション、 

選定されたリスク対応策の他のファクタ

業務、印象及び評判）、組織の資産、

ー（例：他の計画された情報技術対策の実装）

個人、他の組織及び国家に対するリス

に対する従属性

クの決定
組織の RM 戦略からのリスク対応ガ



イダンス


リスクへの適切な対応に係る組織の
概括的な指令とガイダンス

3.3.5



リスク対応策実装のタイムライン



リスク対応策の有効性モニタリング計画



リスクモニタリング・トリガーの明示



適切ならば、実装が選定された暫定リスク
対応策

リスクモニタリング

リスクモニタリングは、組織に対してコンプライアンスの確認61、現リスク対応策の有
効性の決定、及び組織の情報システムと運用環境の変更がリスクに及ぼす影響の明確化の
ための手段を示す。
(1) プロセスの概要
組織は、モニタリング結果を分析することにより、被るリスクに対し意識を維持させる
こと、RM プロセスにおける他のプロセス/タスクの再検討の必要性を注目させること、及
び RM プロセス改善活動の開始を知らせることができる。組織は、リスク認識を高めるた
めのリスクモニタリング・ツール、技法及び手順を採用することにより、組織の運用と資
産、個人、他の組織及び国家に対する進行中のリスクについて、トップリーダーの理解を
より深めることができる。組織は、どの RM 層においてもリスクモニタリングを実装する

61

コンプライアンスの確認は、組織が要求されたリスク対応策を実装し、組織のミッション/ビジネス業
務、連邦政府の法律、指令、規制、ポリシー及び標準/ガイダンスに求められた情報セキュリティ要求事
項が満足されていることを確実にする。
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ことができる。各層には、モニタリング情報に対して異なる目的と有用性がある。例えば、
層 1 のモニタリング能力には、進行中の脅威アセスメントと脅威スペースの変化がどのよ
うに層 2 と層 3 の活動に影響を及ぼすかが含まれる。これには、エンタープライズ・アー
キテクチャー（組み込まれた情報セキュリティ・アーキテクチャーを含む）と組織の情報
システムが含まれる。層 2 のモニタリング活動には、例えば、組織が利用しているか又は
将来における利用を考慮しているかのいずれかに対する新たな又は現技術の分析があり、
ミッション/ビジネスの成功に影響を及ぼすと思われるそれら技術に対するエクスプロイ
ト可能な技術や欠陥事項を明らかにする。層 3 におけるモニタリング活動の焦点は情報シ
ステムであり、例えば情報技術製品に対する標準コンフィギュレーション・セッティング
の自動モニタリング、脆弱性スキャニング、進行中のセキュリティ管理策のアセスメント
など含まれる。また、組織は、全 RM 層を横断する適切なモニタリング活動を決定するこ
とに加え、モニタリングの実施方法（例：自動又は手動アプローチ）及びモニタリング活
動の頻度を、例えば、展開されたセキュリティ管理策の変更の頻度、是正処置計画上の重
要アイテム及び許容リスクに基づき決定することができる。
(2) タスク
リスクモニタリング・プロセスは、次の 2 つのステップから構成される。


リスクモニタリング戦略の策定：組織のリスクモニタリング戦略を策定する。
この戦略には、モニタリング活動の目的、タイプ及び頻度が含まれる（層 1 で
策定されたモニタリング戦略は、層 2 及び層 3 で策定される同様の戦略に対す
る指針を示すことになる）
。リスクモニタリングには、法規類やセキュリティ要
求事項などのコンプライアンス・モニタリング、リスク対応策の有効性モニタ
リング、及び組織の情報システムとそのシステムが運用される環境の変化に対
する変更モニタリングがある。



リスクモニタリング：現在進行中のベースで、組織の情報システムと運用環
境をモニタし、コンプライアンスの確認、リスク対応手段の有効性の決定及び
変更の有無を明らかにする。

(3) 主なインプットとアウトプット
リスクモニタリング・プロセスの主なインプットとアウトプットは、表 3.3-5 のとおり
である。インプットは、リスク対応プロセスからのアウトプットに加え、リスク枠組み及
びリスクアセスメントの両プロセスのアウトプットもある。リスクモニタリング・プロセ
スからのアウトプットは、リスク枠組み、リスクアセスメント及びリスク対応プロセスに
対する有用なインプットとなり得る。
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表 3.3-5：リスクモニタリング・プロセスの主なインプットとアウトプット
インプット


リスク対応のため選定された方針事
項の実装戦略

アウトプット
次により収集された情報


要求されたリスク対応策が実装され、組織



選定された方針事項の実装

のミッション/ビジネス業務、連邦法、指令、



モニタリング活動頻度の変更

規則、ポリシー及び標準/ガイドラインから



モニタリング戦略の確立と実装に係

導出及び起因する情報セキュリティ要求事

る資源の制約事項


リスクアセスメント閾値条件

項が満足されていることを確認すること。


運用中のリスク対応策の有効性を決定す
ること。



組織の情報システムと運用環境に対する
変化を明らかにすること
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4 提言
「セキュリティ・ガバナンス(SG)構造は、コーポレート・ガバナンス（CG）の基本的
構造を踏襲する」とする考え方は、SG が CG の部分集合であるとする位置付けから絶対
的なものであろう。この基本的 CG 構造とは、株主による経営層統治と経営陣による企業
内統治の 2 重統治構造であり、委員会設置会社は無論のこと、監査役会設置会社にも適用
されるものである。
我が国では JSOX 法の施行に前後し、この CG のあり方に関して、委員会設置型会社と
監査役会設置会社のどちらが優れているのか、取締役会における社外取締役の占有率とそ
の独立性はどうあるべきかなど、これまでの日本経済社会を牽引してきた会社組織形態の
継続の是非、転換又は改善をめぐる様々な問題が提起され、その利害得失が論じられてき
た。とはいえ、どのようなあり方が優れているのか、我が国に適しているのかなど、結論
として絶対的な優位性を示す論文や報告書はこれまでにない。
米国や英国は執行と監督が明確に分離されている委員会設置会社となっているが、我が
国で委員会設置会社となっているのは東証上場企業の数%にしかすぎず、大部分が監査役
会設置会社となっている。第 2 章及び第 3 章で紹介した米国の SG 構造は、委員会設置会
社に基づくものである。したがって、両章で紹介した SG 構造をそのまま我が国に提案す
ることは、受け入れ可能性が極めて低いものとならざるを得ない。また、我が国への提言
に際して、SG の視点からは委員会設置型にすることが望ましいとするのは、SG 構造が
CG の基本的構造を踏襲すべきとする考え方は受け入れられるものの、監査役会設置型会
社が大部分を占める我が国の会社には到底受け入れられるものではない。
以上の考察を踏まえると、我が国への提言に際しては、SG 構造が経営層統治と企業内
統治の 2 重統治構造という基本的な CG 構造を踏襲すべきとするものの、わが国の大部分
を占める監査役会設置型は無論のこと、委員会設置型会社にも適用可能な、つまり会社組
織形態に左右されない SG 構造を提言すべきと判断される。
本章においては、先ず第 4.1 節で SG のあるべき姿を述べる。これは、第 1 章～第 3 章
に述べた内容から、SG の実効性の確保に必要不可欠な基本的事項をまとめたものである。
次いで第 4.2 節では、我が国の SG 実施状況について確認する。これには、第 4.1 節のガ
イダンスのあるべき姿に基づく経済産業省の「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダ
ンス」に対するコメント、及び我が国のセキュリティ・ガバナンス政策が含まれる。そし
て最後の第 4.3 節において、前節のあるべき姿と我が国の実施状況の差を基に、我が国の
企業を対象に、前述の考察結果を踏まえた提言を述べることとする。
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4.1

セキュリティ・ガバナンスのあるべき姿

ここでは、第 1 章～第 3 章までの記述内容をまとめ、セキュリティ・ガバナンス（SG）
の実施に際してのあるべき姿を求める。あるべき姿とは、コーポレート・ガバナンス（CG）
の部分集合としての実効性のある SG を意味する。とはいえ、このあるべき姿を求めるに
当たっては、我が国の会社組織形態を意識する必要がある。その理由は、第 1 章～第 3 章
に述べた SG 構造、SG 活動、リスクマネジメントなどは、英米で主流となっている取締
役と業務執行役員とを分離した会社組織形態（我が国の委員会設置型にほぼ同じ）が基礎
となっており、我が国における会社形態の大部分を占める監査役会設置型会社へそっくり
そのまま適用することに無理があるからである。
このようなことから、4.1.1 項ではあるべき姿を論ずる前に我が国の会社形態組織につい
て確認する。次いで第 4.1.2 項において、4.1.1 項の確認を踏まえたあるべき姿を論ずるこ
ととする。

4.1.1

あるべき姿を論ずるに当たっての現会社法との融合性確保

SG のあるべき姿を論ずるに当たっては、我が国の会社における取締役の位置付けや役
割と責任を明確にし、それらに抵触しない範囲で実施する必要がある。なぜなら、SG を
整斉・円滑に実施するには、SG 構造が現在置かれている会社法上の会社組織形態と吻合
するものでなければならず、SG のあるべき姿はこの会社法の規定内で論ずる必要がある
からである。
SG 構造の主役となるべき取締役は、ほとんどの会社に置かれており、株主総会で選任
された人物である。彼らの役割や責任は、会社組織形態（委員会設置会社と監査役会設置
会社）により異なり、会社法では次のように定められている。
(1) 委員会設置会社の取締役


取締役は、
取締役会の構成員として、
会社の業務に関する意思決定に参加する。



取締役は、
委員会の委員として、
自己の担当する委員会の意思決定に参加する。



委員会は、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の 3 つを置くことが義務
付けられているが、他の委員会を置くこともできる。



各委員会の構成は 3 名以上であり、構成員の過半数は社外取締役でなければ
ならない。



取締役は業務執行権を持たず、業務執行は執行役が行う。



取締役は、代表執行役以下の経営陣の業務を監視・評価する役割を担う。



会社の代表は、代表執行役が持つ。

(2) 監査役会設置会社の取締役


監査役会を置く会社をいう。
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監査役会は 3 人以上の監査役で構成され、その半数以上は社外監査役でなけ
ればならない。



監査役会は、取締役の業務の執行を監査する。



取締役会の設置が義務付けられている。



取締役は、会社の通常の意思決定機関としての取締役会の構成員である。



会社の代表権は、代表取締役が持つ。



代表取締役は、業務執行の実行行為を担当するとともに、取締役会から委任さ
れた範囲内で業務執行の意思決定を行う。


4.1.2

業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に設定された取締役だけが持つ。

あるべき姿

第 1 章、第 2 章及び第 3 章の記述内容から、前 4.1.1 項の我が国の会社組織形態の特性
を踏まえつつ、CG の目的達成に寄与でき、かつ、SG の実効性確保が可能な SG のあるべ
き姿に関連する項目は、表 4.1-1 のように分類することができる。
表 4.1-1：セキュリティ・ガバナンスのあるべき姿の分類とその項目
分 類

項

目

2 重構造
経営層統治
SG 構造

企業内統治
監査
SG スキル
エンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）

アプローチ

エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）
リスクマネジメント（RM）

ガイダンス

ガイダンス

以下に、上記の分類に従った 9 項目の各々について、そのあるべき姿の内容及びその理
由を表 4.1-2 に示す。
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表 4.1-2：セキュリティ・ガバナンスのあるべき姿とその理由
項 目

あるべき姿

理

由

SG 構造
2 重構造

SG 構造は、株主に選任さ

SG は CG の部分集合であることから、CG

れた取締役による経営層統

のガバナンス構造である 2 重構造を SG が踏

治と経営層による企業内統

襲するのは当然のことである。

治の 2 重構造という基本的
な CG 構造を踏襲する。

SG は、企業の不正防止と企業価値の増大を
目的とした CG の部分集合であり、企業の目
的達成に係る様々なリスクマネジメントのう
ち、情報セキュリティを対象とした一連のガ
バナンス活動から構成される。このガバナン
ス活動は、CG や IT ガバナンスと同様に、株
主による経営層統治と経営層による企業内統
治から構成され、統治対象に対する明確な期
待を示すとともに、その達成のための指令、
監督、モニタ及び評価を行う。

経営層統
治

SG 構造は、我が国の大部

東証の「CG 白書 2011」によれば、我が国

分を占める監査役会設置型

の監査役会設置会社数は、東証上場企業の

は無論のこと、委員会設置型

97%強を占めている。また、経団連の意見書

会社にも適用可能な、つまり

は、
「政府や証券取引所等が、各企業の CG の

会社組織形態に左右されな

具体的手法や仕組み等について、特定の方向

いものとする。

に誘導すべきではない」としている。

SG 構造における経営層統
治は、取締役会が行う。

取締役は株主に選任された人物であり、会
社の意思決定機関としての取締役会は、会社
の組織形態によらず、SG における経営層統治
活動を行うことができる。

取締役会は、SG の基本方

SG の基本方針事項は、経営陣による企業内

針事項を確立・維持し、経営

統治を効率的・効果的に行うための経営層統

陣（業務執行役員）に対する

治に不可欠である。

SG 活動を行う。
基本方針事項の策定は、経

企業内統治を行うトップリーダーとの調整

営陣のトップリーダーとの

/共同による基本方針事項の確立は、企業内統

調整/共同による。

治を整斉円滑に行うため、及び社内への情報
セキュリティ気風/文化の浸透上、極めて重要
である。
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項 目

あるべき姿

理

由

取締役会の SG 活動には、

経営陣による企業内統治活動の監督（モニ

基本方針事項の確立・維持の

タリングと評価を含む）及び活動成果物の承

他、経営陣による企業内統治

認は、経営層に対する期待を示し、その期待

活動に対しての監督及び承

を達成させるため、経営層統治を行うに当た

認が含まれる。

って当然考慮すべきものである。

経営層統治活動を行う取

経営層統治活動範囲を明確にするととも

締役の役割と責任を明確に

に、その活動に当たる取締役の役割と責任を

する。

明示することは、取締役が備えるべきセキュ
リティ・スキルをも明確にするものであり、
経営層統治活動に不可欠である。

経営層統治を行う取締役

会社のビジネス目標達成のためのセキュリ

には少なくとも 1 名以上の

ティ確保の観点からは、SG 知見を持つ独立の

SG 知見を持った社外取締役

社外取締役の業務執行役員に対する監督機能

が参加する。

強化が不可欠である。

SG 活動に必要な資源の配

取締役会は、情報セキュリティ・リスクを

分について、取締役会の承認

含む会社リスクの全てを対象にガバナンスを

を得る。

行うことから、会社の優先事項や重大性に基
づく適切な資源の配分は、SG に係る方針事項
の徹底を図る上で不可欠である。

企業内統
治

SG 構造における企業内統
治は、経営陣が行う。

企業内統治は、上位の経営層統治で定めら
れた SG の基本方針事項に従うものであり、
SG の 2 重構造上、及び業務執行に責任を持
つ経営陣が行うのは当然のことである。

経営陣は、SG の基本方針

経営層が取締役会の SG 活動の期待に応え

事項に従い、取締役会の監督

るため、取締役会の監督の下に、方針事項の

の下に従業員層を対象とし

達成のための具体的な計画を策定し、重要な

た諸計画を策定するととも

計画について承認を得るのは、経営層統治の

に、重要な計画については取

一環でもあり、企業内 SG 活動の整斉円滑な

締役会の承認を得る。

履行を促進するものである。

経営陣は、SG に係るモニ

経営層統治を効果的なものとするには、企

タリングや評価結果ついて、 業内統治活動に係るモニタリングや評価の報
取締役会に報告する。

告が不可欠である。

企業内統治活動を行う経

SG 活動が必要とされる一因として、ISMS

営陣の役割と責任を明確に

に係る経営陣の役割と責任の要求事項が極め

する。

て曖昧であることが明らかにされている。経
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項 目

あるべき姿

理

由

営陣は、最高経営責任者（COE）だけでなく、
最高財務責任者（CFO）、最高情報責任者
（CIO）などの執行役員や事業部長などが含
まれる。
監査

取締役会及び経営陣によ

監査は、取締役会及び経営陣からの独立性

る SG 活動を独立の立場から

が確保されることから、SG 活動の有効性判断

監査し、SG 活動における問

に必須のものである。

題点指摘及び是正勧告を行
う。
監査は、内部監査は無論の

セキュリティ分野に係る内部監査による実

こと、外部監査を加えること

効性の確保の問題及び専門分野の監査スキル

が望ましい。

の問題から、専門知識を持つ外部監査を加え
ることが望ましい。

SG ス キ
ル

経営層統治及び企業内統

セキュリティのガバナンス活動を行うに当

治を効率的かつ効果的に実

たっては、取締役等にそれなりの十分なセキ

施するためには、取締役、執

ュリティ知識と、企業の情報のセキュア化を

行役及び監査役の SG スキル

図るためのスキルが必要である。とりわけ、

が求められる。

中核となる代表取締役や最高経営責任者
（CEO）は、SG の本質である経営層統治と
企業内統治の仕組みや効果について、十分な
認識の上での意思決定が必要である。

アプローチ
ERM

SG を企業全体のリスクマ
ネジメント（ERM など）の

SG は、企業の目的達成のため実施するもの
である。

一環として実施の上、セキュ

企業が抱える全てのリスクについて、全社

リティ・リスクに係る企業の

的視点から統合的かつ包括的に評価・対応す

優先順位や資源配分に対し

ることは、企業の目的達成に合理的な保証を

ての全社的最適化を図る。

与えるものであり、COSO ERM は米国の CG
実施基準の一つとなっている。SG が CG の部
分集合であることから、SG 活動に戦略的指針
を与える ERM の考え方は必要不可欠なもの
である。

ESP

SG を効率的かつ効果的に

組織レベルから事業レベルそして情報シス

遂行するため、企業の目的達

テム・レベルに至る SG（経営層統治と企業内

成を頂点とした組織レベル、 統治）間のトレーサビリティとトランスペア
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項 目

あるべき姿

理

由

事業レベル、そして情報シス

レンシーの確保、継続的改善を目的とした SG

テム･レベルを網羅するエン

実施状況のモニタリングと評価に基づく上位

タープライズ・セキュリテ

レベルへの報告、及び報告に基づく全レベル

ィ・プログラム（ESP）の確

を通じての改善を効果的かつ適時に実施する

立・維持を行う。

には、それらを促進させるためのセキュリテ
ィ・プログラムが必要である。
このプログラムには、上位レベルの戦略的
なもの（例：セキュリティ・リスクマネジメ
ント戦略）から、下位レベルの戦術的なもの
（情報システム・セキュリティ要求事項）が
含まれる。

RM

SG を効率的かつ効果的に

ISO 31000 は、ERM のガイドラインとし

実施するため、セキュリテ

て組織全体のリスクを網羅的に運用管理する

ィ・リスクマネジメント

だけでなく、特定の部門、プロジェクト又は

（RM）の実施に当たっては、 活動にも適用することができる。この ISO が
ISO 31000 のガイドライン

規定する組織のリスクマネジメント原則、原

を参考とする。

則を反映したリスクマネジメント枠組み、枠
組みに従ったプロセスの実施、及び実施結果
に基づく枠組みの改善は、昨今の進化を止ま
ることのないセキュリティ脅威への対応に不
可欠なものである。とりわけ、ISO が規定す
るモニタリングとレビュー及びコミュニケー
ションと協議は、リスクマネジメントの継続
的及びタイムリーな改善に不可欠なものとし
ている。

ガイダンス
ガイダン
ス

上記のあるべき姿を反映

我が国に実効性のある SG を普及・促進さ

した SG 導入ガイダンスを公

せるには、上記の 2 重構造、経営層統治、企

表する。

業内統治、監査、SG スキル、ERM、ESP 及
び RM のあるべき姿を考慮し、かつ、具体例
を含めた明確な記述内容の SG 導入ガイダン
スが不可欠である。
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4.2

セキュリティ・ガバナンスの実施状況

本節では、我が国のセキュリティ・ガバナンス（SG）の実施状況を紹介するとともに、
それらについて 4.1 節で述べた SG のあるべき姿とを対比し、我が国の SG 活動の問題点
や要改善点を明らかにする。

4.2.1

セキュリティ・ガバナンス実施状況（統計値）

我が国においては、企業における SG の実施状況を示す具体的な統計値は未だ発表され
ていない。その理由としては、SG を求めるコーポレート・ガバナンス（CG）の実施が 2007
年以降であったこと、及び経済産業省による SG 導入ガイダンスが発表されたのが 2009
年であったこと、さらには、我が国の政策としての SG の確立促進が求められたのが 2009
年以降であったことによるものと思われる。
一方、
「平成 21 年度情報セキュリティ市場調査報告書」62では、今後の予想として企業
における SG 構築のためのセキュリティ・コンサルティングの伸張が予測されている。ま
た、リスク委員会を設置の上エンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）を導入した
会社も散見されるが、SG にまで言及してはいない。現状としては、取締役会の任務とし
て SG にまで手が回らないか又はその必要性を認識していないなど、SG に関してはこれ
からであるというのが我が国の実態であると判断される。
とはいえ、これまでの企業におけるセキュリティ・インシデントとその後における会社
の是正処置や金融庁への報告などからは、SG 機能があればインシデントの発生を防ぐか
又は最小限に抑制することができたと思われ、企業における SG 態勢の確保が望まれる。
4.2.2

セキュリティ・ガバナンス政策

我が国のセキュリティ・ガバナンス政策は、次に紹介する「第 2 次情報セキュリティ基
本計画」及び「情報セキュリティ 2011」に示されている。
なお、前章までの「エンタープライズ・セキュリティ・ガバナンス」及び「セキュリテ
ィ・ガバナンス」は、以下に示す「情報セキュリティ・ガバナンス」と本質的に同義であ
る。
4.2.2.1

第 2 次情報セキュリティ基本計画

情報セキュリティ政策会議が 2009 年 2 月に出版した「第 2 次情報セキュリティ基本計
画」63は、企業における情報セキュリティ・ガバナンスを「企業経営の一環として、情報
セキュリティ対策を適切に実施すること」と定義している。同書の「第 2 章 第 2 次情報
セキュリティ基本計画における基本的考え方と 2012 年の姿－第 2 節 2012 年の姿－(1) 対
62

「平成 21 年度情報セキュリティ市場調査報告書」
、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会、
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/21FY_ISmarket_research_report.pdf
63 「第 2 次情報セキュリティ基本計画」
、2009.2、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/bpc02_ts.pdf
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策実施 4 領域－③企業」及び「第 3 章 今後 3 年間に取り組む重点政策－③企業－(ｱ) 情報
セキュリティ・ガバナンスの「経営の一環としての位置付け」の確立」において、それぞ
れ次のように述べている。

③ 2012年の企業の姿
2012年には、企業における情報セキュリティ対策の重要性を経営層も含めて十分に認識
するとともに、対策推進のために必要な体制も構築されており、情報セキュリティは財務
統制などと並ぶ経営上の重要な要素となっている。情報資産の活用度によって、企業ごと
に情報セキュリティ・ガバナンスの重要性が変化することから、情報資産の活用度の高い
企業においては、経営層も含めて情報セキュリティ対策の重要性を理解しており、外部監
査などを通じて社内のセキュリティ対策について十分に状況を把握している。
③(ｱ) 情報セキュリティ・ガバナンスの「経営の一環としての位置付け」の確立
情報セキュリティ・ガバナンスを経営の一環として位置付けるため、そのための取組み
を推進し、経営層に対する啓発活動の推進、合理的な情報セキュリティ・ガバナンス確立
プロセスモデルの開発などの取組みを行う。また、経営者における意識向上を図るための
体制の強化を目指すとともに、情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）適
合性評価や情報セキュリティ監査、ITセキュリティ評価及び認証制度、暗号モジュール試
験及び認証制度などの制度、情報セキュリティ報告書モデル、情報セキュリティ対策ベン
チマークなどのツールの普及・開発・改善等を更に進め、具体的な取組みが浸透すること
を目指す。(中略) 情報セキュリティ・ガバナンスのための取組みが企業にとって過度の
負担とならないよう、投資効率を測る手法を実際に活用可能にするための検討を促進す
る。また、情報セキュリティ・ガバナンスが「経営の一環としての位置付け」を確保する
には、関連法制との関係で整理が必要となる論点もある。このため、関連法制度の分析整
理を行い、ガイダンスとして整備するような取組みも推進する。
所見：上記は、
「第 2 次情報セキュリティ基本計画」のうち、企業に係る SG 関連箇所を抜
粋したものであるが、我が国の情報セキュリティ政策として、企業における SG の導入に
取り組む姿勢を明らかにしている。とりわけ、SG を経営の一環として位置付けている点
に共感を覚える。
4.2.2.2

情報セキュリティ 2011

情報セキュリティ政策会議は 2011 年 7 月、前項の「第 2 次情報セキュリティ基本計画」
を受けた 2011 年度の年次計画として、
「情報セキュリティ 2011」64を出版した。その中の
64

「情報セキュリティ 2011」
、2011.7、情報セキュリティ政策会議、
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「Ⅳ具体的な取組－２ 新たな環境変化に対応した情報セキュリティ政策の強化－（4）技
術戦略の推進等－③情報セキュリティ・ガバナンスの確立－(ｱ)情報セキュリティ・ガバナ
ンスの確立の促進（経済産業省）
」において、次のように述べている。
a)

企業の情報セキュリティに係る負担を軽減し、また海外の動向を勘案しつつ、企業に
おける新たな情報セキュリティ・ガバナンスの確立を図る。

b)

2011 年度は、企業における新たな情報セキュリティ・ガバナンスの導入に際して、
情報セキュリティが明確に位置付けられるための方策について検討し、報告書をまと
める。

所見：この「情報セキュリティ 2011」は、情報セキュリティ脅威を対象に情報セキュリテ
ィに特化した内容であり、
「社会経済活動の情報通信技術への依存度の増大」や「グローバ
ル化等」の情報セキュリティを取り巻く環境の変化を考慮しつつも、CG の視点からの情
報セキュリティ・ガバナンスの必要性について言及していない。企業における情報セキュ
リティ対策進捗の停滞は、取締役会や経営上層部の情報セキュリティの重要性の認識不足
による不十分な資源や権限の付与が最大の要因であることは明らかであることから、企業
において情報セキュリティ・ガバナンスの必要性を論ずる際は、CG の部分集合としての
情報セキュリティ・ガバナンスの位置付けを強調することが必要と思われる。
4.2.2.3

経済産業省の情報セキュリティ・ガバナンス関連出版物

以下に、経済産業省がこれまでに出版した主な情報セキュリティ・ガバナンス関連出版
物を列挙する。その中の「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス」について、4.2.3
項にその特徴を述べる。
経済産業省は 2005 年以来、表 4.2-1 に示す情報セキュリティ・ガバナンスに関連する多
くの出版物を公表している65。最新の出版物である「情報セキュリティ・ガバナンス導入
ガイダンス」は、情報セキュリティ・ガバナンスに係るそれまでの研究成果を反映して策
定されたものである。

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/js2011.pdf
65 「主要関連報告書・ガイドライン類」
、経済産業省･情報セキュリティ政策・情報セキュリティ・ガバ
ナンス、http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secgov-documents.html
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表 4.2-1：経済産業省の主な情報セキュリティ関連出版物
出版年

表

題

2005

企業における情報セキュリティ・ガバナンスのあり方に関する研究会報告書

2007

情報セキュリティ・ガバナンス研究会報告書

2008

産業構造審議会情報セキュリティ基本問題委員会・中間とりまとめ

2009

情報セキュリティ関連法令の要求事項集

2009

情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンス

所見：2005年の研究会報告書は、
「社会的責任にも配慮したコーポレート･ガバナンスと、
それを支えるメカニズムである内部統制の仕組みを、情報セキュリティの観点から企業内
に構築・運用すること、すなわち情報セキュリティ・ガバナンスの確立が求められる」と
し、SGがCGと密接な関係にあることを示している。さらに、2009年のガイダンスでは「情
報セキュリティ・ガバナンスは、コーポレート・ガバナンスの一環として確立さされるこ
とから、コーポレート・ガバナンスの2重構造（経営層統治と企業内統治）を踏襲すると考
えられる」としている。しかしながら、同ガイダンスは、この2重統治構造を反映したもの
とはなっていないのが残念である。この主要事項を含め、ガイダンスに対する所見を次項
に述べる。

4.2.3

情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンスに対する所見

ここでは、経済産業省が 2009 年に公表した「情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイ
ダンス」（以下、ガイダンスという）に対する所見（要改善点）について述べる。
このガイダンスは我が国初の出版物であり、前 4.2.2 項に示す研究など、年月と衆智を
集めた力作である。内容的には、日本経済団体連合会の「企業の取組みについて、特定の
手法、仕組み等を限定すべきではなく、多様性を尊重する」66に対する考慮も感じられ、
汎用性がある。しかしながら、ユーザーの立場からは、企業のトップリーダーによる解釈
を的確にするためにも、より具体的な内容（例示や推奨事項でも可）が必要と思われ、そ
れらに係る要改善点を以下に示す。
4.2.3.1

ガバナンス構造

ガイダンスには、SG の根底となる 2 重構造（経営層統治と企業内統治）が欠落してい
る。
さらに、ガイダンスは、その位置付けを「現情報セキュリティ・マネジメント・システ
ム（ISMS）が規定する経営陣のコミットメントを明確化するもの」として、次のように
66

「我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について」
、2006.6.20、
（社）日本経済団体
連合会、http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/040.html
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述べている。
情報セキュリティ・ガバナンスは、「経営者が方針を決定し、組織内の状況をモニタリ
ングする仕組み及び利害関係者に対する開示と利害関係者による評価の仕組みを構築・運
用すること」であり、経営陣が ISMS における「コミットメント」を行う上での活動に該
当する。
したがって、情報セキュリティ・ガバナンスのフレームワークは、企業において情報セ
キュリティ・マネジメント活動を進める上での、経営陣の観点から見た行動指針やそのた
めに必要な仕組みについて明確化したものと位置付けられる。
この位置付けは、SG を形成する基本的構造としての取締役による経営層統治と経営陣
による企業内統治からなる 2 重構造のうち、企業内統治に限定するものであって、経営層
統治に係る構造が欠落していることを意味している。
さらに、同ガイダンスでは「経営陣」について次のように定義しており、経営陣は業務
執行、つまり企業内統治活動だけを行うことを確証付けている。
企業の経営陣（代表取締役、取締役、役員等）は、企業価値と社会的責任の遂行を目的
として、経営や業務の執行に取り組む。
また、ガイダンスは、経営陣に企業の意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に
基づき業務を執行する代表取締役の他、取締役や役員が含まれるとしているが、それら人
物の役割と責任については一切述べていない。このことは、ガイダンスが本来的に SG 活
動に係る役員などの役割と責任を明確にすべきことに反している。また、ガイダンスは
ISMS における経営陣の役割と責任の曖昧さを補完するものであることを目的としている
が、この点にさえも明確に応えたものとはなっていない。
なお、2008 年 2 月に企業会計審議会が提出した「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定（意見
書）
」
（以下、実施基準という）では、内部統制に関係を有する者の役割と責任を明確に定
義しており、経営者、取締役会、監査役/監査委員会、内部監査人及び組織のその他の者に
ついて次のように規定している。
経営者


経営者は、組織のすべての活動について最終的な責任を有しており、その一環として、
取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任があ
る。
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経営者は、その責任を果たすための手段として、社内組織を通じて内部統制の整備及
び運用（モニタリングを含む。）を行う。



経営者は、組織内のいずれの者よりも、統制環境に係る諸要因及びその他の内部統制
の基本的要素に影響を与える組織の気風の決定に大きな影響力を有している。

取締役会


取締役会は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。



取締役会は、経営者の業務執行を監督することから、経営者による内部統制の整備及
び運用に対しても監督責任を有している。



取締役会は、「全社的な内部統制」の重要な一部であるとともに、「業務プロセスに
係る内部統制」における統制環境の一部である。

監査役又は監査委員会


監査役又は監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環とし
て、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を
有している。

内部監査人


内部監査人は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要
素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評
価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っている。

組織内のその他の者


内部統制は、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであることから、上記
以外の組織内のその他の者も、自らの業務との関連において、有効な内部統制の整備
及び運用に一定の役割を担っている。

つまり、実施基準は、経営者は取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制の整備・
運用する役割と責任を持つと明言している。このことは、SG が CG の部分集合であって、
その構成要素を同じくするという大前提に立脚する限り、前者の基本方針は SG 活動の経
営層統治に相当するものであり、後者の経営者による整備・運用は SG の企業内統治に相
当するものということができる。言い換えるなら、
「内部統制」を「SG 活動」と読み替え
ることで、より明確になると思われる。
結論として、ガイダンスには、取締役会の基本方針の確立等の SG 活動（経営層統治）
、
及び同基本方針を反映した経営陣による SG 活動（企業内統治）の 2 重構造が欠落してい
るということである。
4.2.3.2

監督

監督は取締役会が経営層に対して行うものであるが、ガイダンスは、企業内統治に係る
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ガバナンス活動について、我が国の会社組織形態の大部分を占める監査役設置会社を考慮
し、監査役監査による監督を推奨している。
ガイダンスは、全般的な内容を見る限り、日本経済団体連合会が 2006 年に発表した意
見書「我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について」67に示された「我
が国の社会に根ざした会社組織形態としての監査役設置会社の優位性」に基づいたものと
判断される。しかしながら、このような監査役設置会社に固執した SG が真に機能するの
かについてはいささか疑問があり、何らかの改善が必要と判断される。
以下に示すのは経団連が公表した意見書の中から、我が国の現会社組織形態の優位性を
示す箇所を抜粋したものであるが、ガバナンスのあり方については政府や証券取引所等に
よる特定方向への誘導（具体的なガイダンス）を否定したものとなっている。
そもそも、各国とも特有の文化、伝統、社会常識、商習慣等を有しており、企業は、そ
の国の社会に根ざした経営を行っている。コーポレート・ガバナンスのあり方も、各企業
の理念やビジョン、社風、歴史、戦略、業種・業態等の相違によって大きな影響を受け、
どのような手法が効果的であるかは、企業毎に異なる。したがって、企業の取組みについ
て、特定の手法、仕組み等を限定すべきではなく、多様性を尊重する必要がある。
取締役会については、法的にも実際にも、長期的展望に立って、基本戦略の策定や企業
の将来に重大な影響を与える事項に関する意思決定、業務執行の監視等を行うことが求め
られており、取締役の資質や利益相反等については、形式ではなく実質を考慮すべきであ
る。
政府や証券取引所等が、各企業のコーポレート・ガバナンスの具体的手法や仕組み等に
ついて特定の方向に誘導すべきではない。
昨今、我が国では、コーポレート・ガバナンスに関する議論の中で、経営者へのチェッ
ク機能を高めるため、米国のように、社外取締役の導入義務化や、社外役員の独立性の強
化を求める意見があるが、
（中略）法制度等による社外取締役の導入義務化や社外役員の
独立性強化には反対であり、各社の創意工夫と市場による評価の相互作用等、市場のダイ
ナミズムを活用すべきと考える。
監査役設置会社においては、法的に取締役会ならびに経営陣から独立性が確保された監
査役による二重の監視システムを設けた上で、執行状況の監督の実効性を確保するための
様々な取組みを行っている。監査役制度は、我が国独自の制度であり、諸外国には分かり
難いとの指摘もあるが、米国証券取引委員会（SEC）からも、企業経営を監視する仕組み
として優れた制度であるとの評価を得ている。

67

「我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について」
、2006.6.20、
（社）日本経済団体
連合会、http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/040.html

4-14

（推察するに）このようなことから、ガイダンスは「6 監督」の章において次のように
述べている。
企業における情報セキュリティ・ガバナンスの確立を自立的に進展させるメカニズムと
して、株式市場をはじめとする社外利害関係者の評価と、経営陣の活動を「監督（Oversee）
、
すなわち問題点を指摘し改善を求める監査等の仕組みがある。前者は時間をかけて形成す
る必要があるのに対し、監査は既存のフレームを活用することができる。
経営陣に対する監視機能として、我が国の監査役制度は独特の歴史的な経過をたどり、
諸外国にほとんどその例を見ないものとして存在している。2002 年の商法改正により、
企業は監査役設置会社から委員会設置会社への移行が可能になったが、現在も監査役制度
を維持する企業が大多数を占めていることを踏まえ、ここでは、我が国の監査役制度下の
対応を中心に説明する。
ガイダンスのこの内容について疑問であるとするのは次の 4 件である。
(1)

本来、経営者の SG 活動（企業内活統治）の監督は、取締役会の役割と責任と
すべきところ、監査役監査によるとしている（CG の実施基準は「取締役会が経営
者の業務執行を監督する」としている）。取締役会による取締役の職務執行の監督
や業務の適正を図るための体制の整備などは、会社法の規定によるものである。
監査と監督は異なる。監査は SG 活動を検査して是正勧告を行うものであり、SG
活動を監視し、必要とするときに指揮・命令などを加える監督とは異なる。

(2)

監査対象は、経営者による企業内統治と取締役会による経営層統治の両者であ
るが、ガイダンスは 2 重の統治構造となっていないことから企業内統治だけを対
象としている。

(3)

現行の監査は、業務執行を対象とした業務監査と会計処理や会計処理業務を対
象とする会計監査の両者である。SG 活動については業務監査の一環として実施さ
れることになるが、監査人が SG に係る知見を持っていることが必要であり、こ
れに応える監査役の選任が必要となる。

(4)

内部監査の対象を管理者層における情報セキュリティ管理に限定している。内
部監査は、経営層による企業内統治をも対象としたモニタリングを行い、評価し、
改善を促すべきである。

(5)

外部監査の規定がない。情報セキュリティに係る脅威や IT の進展を考慮し、専
門的スキルが必要な分野については、外部による監査が必要と思われる。

4.2.3.3

最高情報セキュリティ責任者の任務

ガイダンスは最高情報セキュリティ責任者（CISO）の任務を次のように述べているが、
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あまりにも負荷が大きすぎ、機能不全に陥るおそれが大であると考えられる。


CISO は、経営陣の一員又はそれに近い立場から企業/企業グループの情報セキュリテ

ィを統括する責任者である。


経営陣が提示したリスク管理方針を情報セキュリティ分野において解釈し、情報セキ

ュリティ目的・目標と、その実現に必要な体制（権限や責任）や経営資源の提供を設定
する。


投資効果や情報セキュリティ目的/目標の達成度を把握するのに有効な指標によって

モニタリングを行う。


情報セキュリティのマネジメントの PDCA が的確に実施されたか、体制や経営資源

は適切であったか、情報セキュリティ・インシデントは減少したか、法令違反は起きて
いないか、結果として情報セキュリティの目的・目標が達成できたかを評価する。
現実問題として、これらの任務を果たすには最高情報責任者（CIO）
（組織の情報システ
ム）
、財務（資源配分、投資効果）
、法務（コンプライアンス）
、人事（人的セキュリティ）、
総務（インシデント）
、事業部長（事業継続、組織のビジネス目的達成）等に直接係る経営
陣又はそれに近い責任者の協力が不可欠であり、それら責任者を含めた具体的な役割と責
任が例示されるべきと思われる。
4.2.3.4

セキュリティ・ガバナンス文書体系

ガイダンスが示す SG 関連文書には、表 4.2-2 に示すものがある。
表 4.2-2：情報セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンスの文書体系
提示側
経営陣

CISO

文書名
リスク管理
方針

容

様々な経営リスクを横断的に捉え、どのリスクにどのよう
な姿勢で取り組むのか（どの程度のリスクまで許容するか）
を示す。

情報セキュ

経営陣が提示したリスク管理方針を情報セキュリティ分野

リ テ ィ 目

において解釈し、情報セキュリティ目的・目標と、その実現

的・目標

に必要な体制（権限や責任）や経営資源の提供を設定する。

情報セキュ
管理者層

内

リティ管理
目的・管理策

CISO が提示した情報セキュリティ目的・目標を実現するた
めの情報セキュリティ管理目的・管理策を設定する。これら
を設定することにより、情報セキュリティ・ポリシーや具体
的な管理策の選択・構成の枠組みを定めることができる。
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改善が必要と思われるのは次の 4 点であり、全般的には策定する者（関係者を含む）の
細部及び具体的な文書内容を求めるものである。


リスク管理方針は、経営陣でなく、経営層統治の役割と責任を担う取締役会

が示すものであり、その中のセキュリティ分野に係るセキュリティ・リスク管
理方針についても取締役会が示すものである。


リスク管理方針は、全社的なリスクを対象とするものであって、その中のセ

キュリティ分野におけるセキュリティ・リスク管理方針ではない。ガイダンス
は、セキュリティ・リスクに係るリスク許容度などの解釈を CISO に一任して
いるが、これは CISO の権限を越えるものである。本来的には、取締役会（そ
の中での具体的な責任者）が「セキュリティ・リスク管理方針」として定める
のが適当と思われる。また、方針の内容としては、取締役会による経営層統治
としてのトップ・ポリシーは無論こと、SG 構造、役割と責任、報告系統など
も含めた、より具体的項目とその概要を示すことが望ましい。


CISO が提示する文書は、上記のセキュリティ・リスク管理方針に基づく組

織を横断する包括的なセキュリティ・リスク管理関連文書となるが、この文書
の策定に際しては、CISO がリーダーとなるも、最高情報責任者（CIO）や事
業部門の長などの協力/支援が必要となる。また、その内容は、単に「情報セキ
ュリティの目標・目的を設定したもの」だけでなく、情報セキュリティ要求事
項としての情報セキュリティ・アーキテクチャーを含むエンタープライズ・ア
ーキテクチャーを含めることが望ましい。


CISO が提示する文書を上記が示す組織横断レベルとするならば、ガイダン

スの管理者層が提示する文書についても、事業プロセスを対象とした事業部レ
ベルと情報システムを対象とした管理者層レベルに振り分ける必要がある。
4.2.3.5

役割と責任

ガイダンスは、その狙いを「情報セキュリティ・ガバナンスの概念を企業において実現
する際に問題が生じるのは、経営陣と管理者層・従業員層の間でのリスクや対策に共通の
認識が乏しく、役割と責任があいまいなままで、全体最適化された構築・運用がなされて
いないといった場合である」と明言している。しかしながら、ガイダンスに登場するプレ
ーヤーは、包括的な表現である経営陣、CISO 及び管理者層の 3 者となっており、その役
割と責任についてもこれら 3 者について述べているだけである。
改善が求められるのは次の 3 点であり、その要点は役割と責任の細分化である。
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細部の SG 構造が例示されていない。上記 3 者だけでの役割と責任では包括

的過ぎる。SG 構造における監督責任、承認権者、関連文書策定リーダー、報
告系統などとともに、細分化された役割と責任を示すことが望ましい。


取締役会の役割と責任については、4.2.3.1 項で述べたとおり。



監査役の役割と責任については、4.2.3.2 項で述べたとおり。



CISO の役割と責任については、その役割の細分化（協力や支援を含む）を

含め、4.2.3.3 項及び 4.2.3.4 項で述べたとおり。
4.2.3.6

その他

ガイダンスには、次の改善点を含めることが望ましい。


全社的なリスクマネジメント（ERM）との関係：SG の実効性を確保するに

は、全社的なリスクの運用管理におけるセキュリティ･リスク対応の位置付け
を明確にする必要がある。会社は様々なリスクへの対応を迫られるが、その際、
リスク間における優先順位付けやそれに伴う資源配分などは、SG 活動の実効
性確保に必須ものである。本格的な ERM 活動を必須とするものではないが、
全社的な視点から見たセキュリティ･リスク対処への優先順位付けと資源配分
は不可欠なものとなる。また、SG 活動を通じて、新たなリスクに速やかに対
応しなければならないなどの場合は、全社的なリスクマネジメントへのフィー
ドバックによる優先順位付けや資源配分の再検討が必要となる。これらの活動
は、取締役会レベルのものであり、一 CISO が対応できる範囲を超えるもので
ある。


ISO 31000 への対応：ガイダンスの付録として添付されているが、この ISO

を反映したガイダンスとする。上記の ERM を含め、最近の脅威環境を考慮す
るならば、
「3.1.3.2 JIS Q 31000: 2010」に述べたとおり、ISO 31000 の取り
込みは、少なくともその原則的な考え方について、必要と思われる。


SG スキル：経営層統治及び企業内統治に係る取締役及び執行役員の SG に

対する知見は、SG 活動を効果的かつ効率的に推進する上で不可欠である。彼
らのスキルが十分でなければ、SG スキルを持った独立の社外取締役や SG 専
門家への依頼、又は社内における専門家を取締役会の諮問委員会（例：セキュ
リティ･リスク委員会）として設置するなど、対応上の考慮が必要と思われる。

4.2.4

日本型会社組織の特徴（問題点）

ここでは、様々な文献から日本型会社組織（主に、監査役会設置型）のコーポレート・
ガバナンス（CG）に係る特徴（問題点）をまとめる。とはいえ、それらは一般的に語られ
ている内容であり、証拠付けるものとしては報道された会社の不祥事における反省・改善
事項程度である。しかしながら、一般的に語られている以下の内容は、多くの会社で多少
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ともありがちな話であるとも思われる。また、そのような問題点を改善すべく、社外取締
役の積極的導入や、会社組織の改善などが行われていることも事実である。このような問
題に敢えて触れるのは、4.3 節における我が国への提言に当たり、我が国の会社組織の特
徴を踏まえたものとするためである。
4.2.4.1

監査役会設置会社における監査役

SG 活動の監査について、監査役設置会社における監査役が十分に機能できるかが問題
点として考えられる。つまり、SG 活動に対する監査が効果的とならないおそれがあると
いうことである。このことに関して以下に示す原因が考えられるが、SG の監査について
は SG スキルとの関係でさらなる問題点が提起される。
監査役会設置会社とは、監査役会を設置する株式会社又は会社法の規定により監査役会
を設置しなければならない株式会社をいう。我が国の場合、東証上場企業の大部分がこの
監査役設置会社とされている。会社法では、監査役会の構成人員は 3 人以上であり、その
過半数は社外取締役でなければならないとされている。監査役会は、監査の方針、会社の
業務や財産の状況を調査するための方法などを定め、職務を遂行する。
ところで、監査役は、退任した取締役が就任する場合が多く、取締役会の指名の下に株
主総会で選任されるのが一般的であるとされている。このような監査役に結果として考え
られるが、SG 監査における実効性の問題である。そして、社外取締役制度や委員会設置
会社制度の導入、及び株式代表訴訟の強化や公益通報者保護法の成立は、監査役会が十分
に機能していないための強化策ともされている。
このようなことから、SG に対する知見（SG スキル）が不十分であると、監査の実効性
に問題を生ずることとなる。
4.2.4.2

取締役会の機能

大規模な会社に想像されるのが取締役会の形骸化である。本来の取締役の必要性とは関
係なく、内部昇進者の（年功的）処遇方法の一つとして取締役に選任するということが普
通に行われてきたため、取締役会が大きくなりすぎ機動的な意思決定ができない又は経営
のチェック機能が働かないとも言われている。具体的には、株主の利害代弁者としての意
識よりも、仲間意識や経営トップ（社長）に対する部下意識が強いため、本来の取締役会
の機能が働かないということになる。
このようなことが事実であるとするならば、そしてそれらの取締役の SG に対する知見
（SG スキル）が不十分であるとするならば、SG 活動の実効性に問題を生ずることとなる。
4.2.4.3

社外取締役

我が国では、CG のあり方に関して社外取締役や独立の社外取締役の是非や必要性など
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が論議されており、実際、その必要性が様々な業種・企業で謳われている。とはいえ、
「取
締役と業務執行取締役を分離した米国型の委員会設置会社の全面的な導入は、我が国のい
わゆる日本的経営には馴染まない」とするのが経団連の意見であり、我が国における委員
会設置会社の上場会社に占める率も数%に止まっている。
一方で、
「独立取締役を中心とする取締役会が、経営者であるCEOを監督するガバナンス
の形が現代の企業環境において最適である」68とする意見や「日本企業の場合には、取締役
や役員には社内出身者の生え抜きが就任することが多い｡これは、監査役設置会社、委員会
等設置会社を問わず日本企業の場合には往々にして当てはまることであろう｡ガバナンス
の目的の大きな一つに企業価値の向上があるが、本社の取締役や役員に就任する前に、一
定の教育を受けた後、少なくとも子会社の社長を経験させ、その中から優秀な人材を登用
した方がよいであろう」69としている論文もある。
SGの実効性の観点からは、SGスキルを持った独立の社外取締役の参加が望まれる。
4.2.5

セキュリティ・ガバナンス実施状況のまとめ

4.2.1 項～4.2.4 項では、我が国のセキュリティ・ガバナンス（SG）の実施状況、及びそ
れに対する筆者の考えを述べてきた。本項では、それらを「実施状況とあるべき姿の比較」
及び「実施状況の問題点/改善点の原因と対策」に分け、その要点をまとめる。
なお、本項で述べる「対策方向」は、4.3 節における提言への橋渡しとなることを意図
している。
4.2.5.1

実施状況とあるべき姿との比較

4.2.1 項～4.2.4 項に述べた我が国の SG のあるべき姿とその実施状況をまとめると、表
4.2-3 に示すとおりとなる。
「SG 活動要素」欄は「表 4.1-1：セキュリティ・ガバナンスの
あるべき姿の分類とその項目」に従ったものである。しかしながら、ガイダンスの位置付
けについては、ガイダンス自身が SG 構造及びアプローチに無視できない何らかの影響を
及ぼすことを考慮し、全体に関係するものとして表現した。また、
「あるべき姿」欄は、表
4.1-2 の内容を要約したものである。そして最後の「実状」欄は、実施状況をあるべき姿
と比較し、
「×」
（ほとんど実施されていない）、
「△」
（一部について実施されている）及び
「○」
（実施されている）で表している。これらの判断根拠は、4.2.2 項～4.2.4 項の各項に
詳述している。
まとめとしての比較結果は、表 4.2-3 が示すように、SG 構造における 2 重構造とその経
営層統治が、ガイダンスに述べられていないこと及び我が国の大部分を占める監査役会設
68

「JCGR コーポレート・ガバナンス原則の解説」
、2007.7、日本コーポレート・ガバナンス研究所、
http://www.jcgr.org/principle/pdf/commentary_on_Principles.pdf
69 「日本のコーポレート・ガバナンス・システム―監査役設置会社と委員会等設置会社の比較：銀行を
例として―」
、2006.3、熊本学園大学産業経営研第 25 号抜刷、
http://www3.kumagaku.ac.jp/eb/achievement/documents/25-5.pdf
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置型会社、
いわゆる日本型会社組織形態に馴染まないとされていることから、
ほとんど「×」
か又はそれに近いと判断される。その他の SG 活動要素についても、ガイダンスに具体性
が欠けることや要改善点などがあることから「△」とした。結果として、満足できる SG
活動要素は皆無であった。
なお、SG 構造の｢2 重構造｣及びそれを構成する「経営層統治」を「×」とした判断根拠
は、企業会計審議会が 2008 年 2 月に提出した内部統制に係る実施基準による70。同基準
は、内部統制に関係を有する者（経営者、取締役会、監査役/監査委員会、内部監査人、及
び組織のその他の者）の役割と責任の中で、この 2 重構造における経営層統治（取締役会
による基本方針の決定、経営者の業務執行の監督）を明確に示している。つまり、コーポ
レート・ガバナンス（CG）は、取締役会による経営層統治と経営層による企業内統治の 2
重構造から成り立つものであり、CG の部分集合としての SG もこの 2 重構造によるもの
と判断されるからである。
表 4.2-3：セキュリティ・ガバナンスのあるべき姿とその実状
SG 活動要素

あるべき姿(表 4.1-2 の要約)

実状

SG

2 重構造

経営層統治(取締役会)＋企業内統治(経営陣)

×

構造

経営層統治

基本方針の確立。企業内統治活動の監督/承認

×

企業内統治

ESP の策定。取締役会への SG 活動報告

△

監査

経営層/企業内統治の監査＋内部/外部監査

△

SG スキル

取締役、執行役及び監査役の SG スキル

△

ｱﾌﾟﾛ

ERM

全社的リスクマネジメントの一環としての SG 活動

△

ｰﾁ

ESP

SG 文書体系の確立・維持

△

RM

企業目的達成の最適リスクマネジメント手法の採用

△

上記のあるべき姿を反映した汎用性のあるガイダンス

△

ガイダンス
4.2.5.2

実施状況の問題点/改善点の原因と対策方向

表 4.2-3 において、SG 活動要素が「×」
（ほとんど実施されていない）又は「△」
（一部
について実施されている）となっている主たる原因は、SG を構築・維持するエンドユー
ザーの立場から見ると、SG ガイダンス内容の不備と考えられる。しかしながら、そのよ
うなガイダンスの策定に至らせた背景に我が国固有の会社組織形態
（監査役会設置型会社）
があることも事実であり、加えてガイダンスが策定されたの時点（2009 年）での周囲環境
は、コーポレート・ガバナンス（いわゆる内部統制）体制作りに力点が注がれ、SG への

70「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準の設定（意見書）
」
、2008.2、企業会計審議会、
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/naibu/20070131/02.pdf
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積極的対応にまで至らなかったことも考えられる。また、エンタープライズ・リスクマネ
ジメント（ERM）は、米国における内部統制基準の一つとしての COSO ERM フレームワ
ークに端を発するものであるが、これが 2009 年の ISO 31000（リスクマネジメント・ガ
イダンス）の制定により脚光を浴び出したのは 2010 年以降である。
つまり、現ガイダンスは、このような周囲環境や背景の下で策定されたもの、すなわち
揺籃期の状態にあるということである。今後は、我が国における SG の重要性認識の高ま
りと、ERM や ISO などの最新技法との融合により、SG ガイダンスが成熟するものと判
断される。
表 4.2-4 は、4.2.2 項～4.2.4 項に述べた SG 実施状況における問題点/改善点の原因とそ
の対策を要約したものである。
「SG 活動の問題点/要改善点」欄は、前項の表 4.2-3 の結論
（○、×、△）を示したものである。
「原因（要約）」欄は、4.2.2 項～4.2.4 項で述べた問
題点/要改善点の原因をまとめ、その要約だけを記述した。また、「対策方向」欄は、その
原因（要約）を改善/除去するための取り組むべき対策方向を示したものである。
表 4.2-4：SG 活動の問題点/要改善点の原因とその対策方向
SG 活動の問題点/要改善点
SG
構造

2 重構造

×

原因（要約）
日本型会社組織形態の実情及び
不十分な SG 重要性認識、並びに

経営層統治

×

企業内統治

△

監査

△

SG スキル

△

アプ

ERM

△

経営層統治の不在、監査役会設

ロー

ESP

△

置型会社組織の重視、企業内統治

チ

RM

△

への偏重、最新アプローチの取り

ガイダンス

△

対策方向
企業の SG 促進政策
の加速化

揺籃期にあるガイダンスが、会社

取締役、監査役等のス

の効果的 SG 態勢への円滑な移行

キルアップによる SG

を遅滞させている。

態勢強化

込み不足などにより、ガイダンス
としては揺籃期にある。
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あるべき SG 構造・
アプローチを採用し
た実践的なガイダン
スの策定・公表･普及

4.3

我が国への提言

本節では、
「4.1 セキュリティ・ガバナンスのあるべき姿」及び「4.2 セキュリティ・ガ
バナンスの実施状況」からの考察結果をまとめた「4.2.5 セキュリティ・ガバナンス実施
状況のまとめ」に基づき、かつ、次の 2 点を考慮し、我が国におけるセキュリティ・ガバ
ナンス（SG）活動促進のための提言を行う。


我が国の会社組織の大部分を占める監査役会設置型会社は無論のこと、委員

会設置型会社にも適用できること。


大企業だけでなく、中企業においても適用できること。ただし、取締役会を

置くことが義務付けられ、かつ、任意ではあるが監査役会を置く会社とする。

4.3.1

セキュリティ・ガバナンスの問題点/要改善点の整理

SG 活動促進の遅滞となる問題点/要改善点をもたらす要素は、
「4.2.5.2 実施状況の問題
点/改善点の原因と対策方向」の表 4.2-3 に示した対策方向から、図 4.3-1 の右側に示す政
府、会社及びガイダンスの 3 つに分類することができる。同図の左側に示す 9 項目は、SG
実施状況における SG 活動要素であり、かつ、SG 活動の問題点/要改善点であるが、図の
実線が示すとおり、右側の 3 要素のいずれかと密接な係りを持たせることができる。つま
り、これら 3 要素について提言を行うことで、問題点/改善点に対応できることとなる。
したがって、提言は、これら 3 要素の各々について、それぞれ要素間の連携をもたせつ
つ行うこととする。
なお、
SG 活動要素に影響をもたらしているこれら 3 要素間にも密接な相互関係があり、
それらは破線に示すとおりである。

ＳＧ構造
経営層統治

政府
• SG政策

企業内統治

会社

監査

•
•
•
•

スキル
ERM

日本型会社組織形態
取締役の認識
統治概念
SGｽｷﾙ

ESP
ISO 31000

ガイダンス

ガイダンス
図 4.3-1：現 SG 実施上の問題点/要改善点の整理・分類
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4.3.2

提言

セキュリティ・ガバナンス（SG）活動の促進に影響を及ぼす 3 要素（政府、会社及びガ
イダンス）の各々について、以下のとおり提言する。
4.3.2.1

政府

政府に対する提言は、表 4.3-1 のとおりである。
表 4.3-1：政府に対する提言
項

目

提

言

内

容

SG の促進を謳っている「第 2 次情報セキュリティ基本計画」及びそ
SG 政策

の年次計画としての「情報セキュリティ 2011」に示されている SG 政策
について、今後とも引き続き強く推し進めること。
SG 政策が示す「経営の一環としての位置付け」については言うまで

SG の位置付け

もないが、コーポレート・ガバナンス（CG）の部分集合としての位置
付けの重要性についても強調すること。

SG 導 入 ガ イ ダ

訂の主な内容は、後述の 4.3.2.3 項に示す）。

ンス
4.3.2.2

SG 導入ガイダンスについては、より実践的な内容に改訂すること（改

会社

会社に対する提言は、表 4.3-2 のとおりである。
表 4.3-2：会社に対する提言
項 目

提

CG 及び ERM
SG の考え

との関係

方

言

内

容

SG が CG の目的達成に不可欠であ

これらは、セキ

ること、つまり CG の部分集合である

ュリティを会社

との位置付（経営の一環としての位置

全体に及ぶ問題

付け）を認識すること。

として、組織の水

SG は全社的リスクマネジメント

平、垂直及び業務

（ERM）のうち、セキュリティ分野を

横断的に対処す

補完する位置付けにあることを認識

ることを求める

すること。

ことになる。

セキュリティ

セキュリティを、企業目的を達成するビジネスの円滑な

の見方及び資源

遂行のための投資、すなわちビジネス投資として見ること
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配分

（セキュリティはコストが掛かるものとした消極的な考
え方から脱却すること）
。
ERM におけるセキュリティ分野の優先順位付け及び企
業目的達成のためのビジネス業務の優先順位付けに基づ
き、適切な資源配分を行うこと。
SG と情報セキュリティ・マネジメント・システム
（ISMS）との違い・関係を認識すること。SG の目的は、
会社の任務やビジネス目的を達成することであり、単に情

ISMS との関
係

報システムに係るセキュリティを維持するとした ISMS と
は異なる。SG は、企業の任務やビジネス目的を達成する
観点から ISMS の機能強化を図るものであり、その役割と
責任を持つ社員も取締役会や経営陣など、単なる情報セキ
ュリティに責任を持つ者よりも広範かつ上位レベルの参
加者を不可欠としている。
SG 構造の基本は、取締役員会による経営層統治と経営

構造の基本

層による企業内統治から構成される 2 重統治構造であるこ
とを認識すること。

経営層統治

取締役会は、経営層に SG に係る基本方針事項を示すと
ともに、経営層による企業内統治活動を監督すること。
経営層は、取締役会が示した基本方針事項に基づき、企

企業内統治

業内における SG 活動を行うとともに、活動内容について
取締役会に報告すること。

監査

監査役会は、SG 活動に係る監査を行うこと。
経営層統治及び企業内統治の活動に当たる非執行及び
執行取締役に対する役割と責任を明示すること。これによ

SG の構造

り SG に係るカウンタビリティが確保される。
少なくとも、SG の実施に当たり、次についての役割と
責任を持たせること。
役割と責任



戦略的方針を示すこと。



組織のミッションとビジネス目的達成を確実
にすること。



適切なリスクマネジメントの実施を確認する
こと。


SG 知見

組織の資源の適切な利用を確認すること。

上記の役割と責任を果たす取締役には、それ相当の SG
知見が必要であることを認識させること。
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会社の社長などトップリーダーと SG の基本方針事項の
調整に当たる非執行取締役には、SG の知見を備えた独立
の社外取締役の参加を必須とすること。この理由は、代表
執行取締役などに対する独立性を確保することにより、会
社の任務やビジネス目標を達成する上での情報セキュリ
ティの確保を確実なものとするためである。
なお、次項「4.3.2.3 ガイダンス」では、このような処
置が実施困難の場合の代替案を示しているが、可能な限り
独立の社外取締役の参加に努めるものとする。
SG の実施

上記の SG に係る主要属性を認識の上、4.3.2.3 項のガイダンスを参考に、
自社のセキュリティ気風や文化との整合を図り、SG 関連の計画や規定などを
策定し、SG 活動を行うこと。

4.3.2.3

ガイダンス

前項の政府及び会社に対する提言を反映した SG 導入ガイダンス（以下、ガイダンスと
いう）に対する提言は、次のとおりである。
(1) 全般
SG の基本となる 2 重統治構造を持つ SG ガイダンスの概念図は、図 4.3-2 のとおりであ
る。

取締役会

（監

督
・承
認

•ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ構造の確立
•役割と責任の割り当て
•ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ･ﾎﾟﾘｼｰの確立
•取締役会への予算要求

経営陣
（策

定）

（調整）

ﾘｽｸ委員会

）

経営層統治

ﾄｯﾌﾟ

）
整

（調

ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾁｰﾑ（Cﾚﾍﾞﾙ）

•組織ﾚﾍﾞﾙのｾｷｭﾘﾃｨ
諸計画の策定･承認
•ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、評価

従業員層

企業内統治

図 4.3-2：セキュリティ・ガバナンス導入ガイダンスの概念図
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図 4.3-2 が示す SG 導入ガイダンスの要点は、次の 3 点である。
① 2 重統治構造（経営層統治と企業内統治）
SG 活動における経営層統治と企業内統治の全体的な概念は、図 4.3-2 から明ら
かなように、経営層は取締役会による統治される側と従業員層に対すると統治の
両側面を有する。昨今の多くの SG 関連の文書が「セキュリティ・ガバナンスは、
取締役会と上級執行役員の責任である」と明言しており、SG における取締役会
を主体とした経営層統治と経営層を主体とした企業内統治は必然的なものと言え
る。
② 取締役会による経営層統治
株主による経営層の統治は、株主総会で選任された取締役で構成される取締役
会が行う。そして、この取締役会の中に情報セキュリティを対象とした「リスク
委員会」
（又は、同等の委員会）が設置され、この委員会が主たる経営層統治行為
を行う。
③ 経営層による企業内統治
経営層による企業内統治の実質的活動は、リスク委員会の監督の下に、C レベ
ルの経営陣（最高財務責任者（CFO）
、最高セキュリティ責任者（CSO）
、最高情
報責任者（CIO）
、最高プライバシー責任者（CPO）、人事部長（HR）、（事業部
長（BLE）
、法律顧問（GC）など）から構成されたセキュリティ・チームによっ
て行われる。
(2) リスク委員会の構成と責任
リスク委員会71の構成は、執行取締役と社外又は独立の取締役によるものとする。構成
人数は 7 人72とし、そのうちの過半数（4 人）は社外取締役又は独立の取締役とする。奇
数人数とする理由は、同数可否を避けるとともに、社外又は独立の取締役が数で優ること
を確実にし、残り 3 名の執行役員側の判断だけに結果として委ねることを避けるためであ
る。執行役員には、最高経営責任者（CEO）若しくは最高執行責任者（COO）、最高財務
責任者（CFO）及び最高リスク責任者（CRO）若しくは最高セキュリティ責任者（CSO）
が就任する。4 人の社外又は独立の取締役は、リスク管理、エンタープライズ・セキュリ
71

第（4）項においてセキュリティ・リスクマネジメントと ISO 31000 の関係について述べるが、ISO
31000 を実際に導入し運用するのは難解であると指摘されていることから、英国やカナダなどでは実践の
ためのガイドがまとめられている。カナダのガイド「CSA Q850-10 Risk Management - Implementation
of CAN/CSA ISO 31000」は、経営上層部の役割を強調しており、役員による「リスクマネジメント委員
会」を枠組みの一部である組織及び説明責任に含めている。この委員会は、第 2 章の「2.3.3 セキュリテ
ィ・ガバナンス行為者の役割と責任」で述べた「リスク委員会（BRC）」
、及び第３章の「3.2.3.2 役割と
責任」で述べた「リスク役員（RE）
」と同等の役割と責任を持つ委員会である。
72 5 人とし、2：3 の比率でもよいと思われる。
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ティ文化の確立・浸透、情報技術管理などの経験を持つ者とする。
リスク委員会の責任は、次のとおりである。




ガバナンス構造の確立


リスク委員会の構成及び役割と責任の確立



セキュリティ・チームの構成及び役割と責任の確立



セキュリティ・ガバナンスの指揮系統の確立

エンタープライズ・セキュリティ・プログラム（ESP）の策定・維持に係る役
割と責任の確立



トップレベル・ポリシーの確立（気風、リスクマネジメント方針事項など）



ESP に係る予算の全取締役会承認

しかしながら、我が国におけるこのようなリスク委員会の構成は、委員会設置型会社を
除くと、その実現性に困難をもたらすかもしれない。事実、東京証券取引所の「独立役員
届出書」は、我が国の監査役会設置型会社に対して少なくとも 1 名の社外取締役を義務付
けているが、その実態は大部分が監査役に当てている73。このようなことから、上記のよ
うなリスク委員会の設立は、社外取締役の数が年々増加傾向にあるものの、我が国での早
急な実現は困難と思える。とはいえ、SG の実効性の観点からは、なるべく上記構成に近
づける会社努力が必要である。最低限として、次を順守することが望ましい。


3 名：経営陣トップ（COE など）1 名、独立の社外取締役（SG 知見を持つ）
2名



3 名：経営陣トップ（COE など）1 名、独立の社外取締役（SG 知見を持つ）
1 名及び SG コンサルタント 1 名



3 名：経営陣トップ（COE など）1 名、独立の社外取締役（SG 知見を持つ）
1 名及び取締役（SG 知見を持つ）

なお、上記の最低限の会社努力が困難であり、一方で企業内の SG 知見を持つ管理者の
衆知を結集し、かつ、経営陣からの独立性を持たせた対応が可能な場合は、取締役会の中
又はそれに準ずる位置付けで（例：リスク諮問委員会など）
、リスク委員会の代替案とする
ことも考えられる。

73東京証券取引所の「独立役員届出書」は一般株主保護の観点から、上場会社に対して、独立役員（一般

株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役）を 1 名以上確保することを企業行動規
範の「遵守すべき事項」として規定している。とはいえ、23 年 8 月に公表された「独立役員届出書の集
計結果（平成 23 年 8 月）
」では、上場会社のほとんどが社外取締役を確保しているものの、社外監査役だ
けとした会社が 7～8 割を占めている：「独立役員届出書の集計結果（平成 23 年 8 月）」、2011.8、東証、
http://www.tse.or.jp/news/09/b7gje6000001wcb7-att/b7gje6000001wceh.pdf
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(3) セキュリティ・チームの構成と責任
セキュリティ・チームは、CSO 又は同等の役割と責任を持つ CISO などがチーム長とな
り、C レベルの経営陣及び必要に応じてチーム活動を支援する従業員層からの人物を加え
ることにより構成するものとする。
このセキュリティ・チームの任務及び役割と責任は、次のとおりである。


任務：リスク委員会のセキュリティ・ガバナンス活動の支援（リスク委員会の
監督の下に、企業のセキュリティ・プログラム（ESP）の策定、調整及び維持
に係る諸活動を実施）



チーム構成：最高セキュリティ責任者（CSO）/最高情報セキュリティ責任者
（CISO）
、最高情報責任者（CIO）
、最高財務責任者（CFO）
、最高プライバシ
ー責任者（CPO）
、事業部長（BLE）
、人事部長（HR）
、その他必要に応じ一般
従業員層の関係者



役割と責任：リスク委員会の監督の下に、表 4.3-1 に示すビジネス/組織横断レ
ベルの「セキュリティ計画」の策定と更新･維持（承認は、リスク委員会が行う）

(4) セキュリティ・リスクマネジメント
リスクマネジメント（RM）に係る原則、枠組み及びプロセスについては、
「ISO 31000
（リスクマネジメント：原則とガイドライン）」を参照するものとする。
IT を活用したビジネスは、IT の進展とともにますます拡大傾向にある。とはいえ、こ
れに伴う脅威も進化・増大の傾向にある。しかも、ゼロデイ攻撃、標的形攻撃など、企業
のセキュリティ・インシデントは日常茶飯事となっている。このような IT 進展と脅威進
化の日常的拡大の環境にあって、少なくとも年 1 回の PDCA サイクルを是とするセキュリ
ティ RM では、その対応に遅れをとるばかりでなく、企業に甚大な被害をもたらす結果と
なるおそれが大である。セキュリティ・リスクが頻繁に発生する環境下では、継続的・日
常的な RM 対応が求められる。リスクアセスメントは、企業、ビジネス及び情報システム
の全レベルで実施され、その結果の各々が他のレベルにフィードバックされ、企業として
の迅速なリスク対応に万全を期さねばならない。このような昨今のタイムリーかつ継続的
な RM に応えるガイダンスとして登場したのが ISO 31000 であり、そのような RM 技法
の採用は SG の根幹ともなるものである。
なお、このような ISO 31000 ガイドラインを採用した SG ガイダンスを、国家標準技術
院の「NIST SP 800-39、情報セキュリティ・リスクの運用管理」に見ることができる。
(5) 文書
ガイダンスには、少なくとも表 4.3-3 に示す分類の文書(計画、規定など)が必要となる。
ただし、
「全社リスクマネジメント(ERM)計画」は SG 側が策定・維持する文書ではない。
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とはいえ、同文書は、SG 実施に際しての上位文書の位置付けにあり、全社的なリスクマ
ネジメントにおける各々のリスク対応の優先順位付けや資源配分を決定付けるものである
ことから、SG の全社的な整斉円滑な実施に不可欠な文書である。
「セキュリティ・リスク
マネジメント戦略」は、
「全社リスクマネジメント(ERM)計画」を支援するとともに、セ
キュリティ・リスクに対する対応戦略の位置付けにあり、SG の実施に当たっての基本的
事項を定めたものである。
「セキュリティ計画」は、
「セキュリティ・リスクマネジメント
戦略」の方針の下に、組織のミッション/ビジネス・プロセス遂行のための組織横断的なセ
キュリティ要求事項を定めたものである。また、
「情報セキュリティ・マネジメント」は、
情報システムを対象とするものであって、いわゆる情報セキュリティ・マネジメント・シ
ステム（ISMS）に係る文書である。
なお、これらの文書の策定・更新維持に当たっては、上位から下位への文書体系におけ
るトップダウン的な流れだけでなく、下位から上位へのボトムアップが考慮されねばなら
ない。つまり、前項の「(4)セキュリティ・リスクマネジメント」におけるリスクマネジメ
ント・プロセスのあり方を踏まえ、継続的･日常的改善を図るものとする。
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表 4.3-3：セキュリティ・ガバナンス文書
レベル

文書(分類)

概

全社リスクマネジメント

全 社

要



全社のリスクマネジメント計画



セキュリティを含む全リスクを網羅
し、一元的なリスク把握を行って、リス

(ERM)計画

ク対応に係る優先順位付け及び資源配
分を示したもの

戦略/全社

セ
キ

セキュリティ・リスクマネ
ジメント戦略



ガバナンス構造（組織、役割と責任）



投資戦略



トップレベル・ポリシー（気風、リス
クマネジメント戦略、モニタリング戦
略）

ュ


リ
テ
ィ･
プ

ビジネス/
組織横断

ビジネス遂行のためのセキュリティ
要求事項



セキュリティ計画

エンタープライズ・アーキテクチャー
（情報セキュリティ・アーキテクチャー

ロ

を含む）

グ
ラ



ム

情報シス

情報システム・セキュリテ

テム

ィ・マネジメント

情報システムのシステム開発ライフ
サイクル（SDLC）を対象



セキュリティ・ポリシーや手順など、
情報システムのセキュリティ維持に必
要な文書

(6) 公式のレビューと監査
SG 活動に対する公式のレビューと監査を実施するものとする。


レビュー：セキュリティ･プログラムに係る公式のレビューを少なくとも年 1
回実施するものとする。最高セキュリティ責任者（CSO）/最高情報セキュリテ
ィ責任者（CISO）は、リスク委員会の監督の下に、レビュー･チームの責任者
となってレビューを行い、結果をリスク委員会に報告し、承認を得るものとす
る。



監査：SG 活動に係る独立監査は、SG の知見を備えた監査役会の適任者によ
るものとする。監査は、内部監査と外部監査による SG 活動監査結果情報に加
え、上記のレビュー結果を考慮するものとする。
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おわりに
昨年、社内不祥事件で話題となった監査役会設置会社の某光学機器関係メーカーには、
取締役 15 人（うち、社外 3 人）及び監査役 4 人（うち、社外 2 人）が存在し、
「社外取締
役及び社外監査役を選任することにより経営監督機能の充実を図っており、現在のガバナ
ンス体制が最適であると判断しています」と、東京証券取引所コーポレート・ガバナンス
情報サービスに公表されている。また、同じく話題となった監査役会設置会社の某製紙メ
ーカーの場合は、取締役 12 人（社外 0 人）及び監査役 5 名（うち、社外 3 名）としてお
り、
「監査役 5 名中 3 名を社外監査役とすることで経営への監視機能強化を図り、社外監
査役による経営監視機能の客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しており、
監査役には実効性のある経営監視が十分に期待できることから、現状のガバナンス体性を
維持することとし、社外取締役は選任していません」と、公表している。我が国の会社組
織形態の大部分を占めるのが監査役会設置会社であり、取締役会に占める社外取締役の数
は上記 2 社に似たり寄ったりであろうと思われる。
セキュリティ・ガバナンス（SG）の重要性及びその位置付けがコーポレート・ガバナン
ス（CG）の部分集合であることから、SG 構造も CG 構造、すなわち取締役会による経営
層の統治（経営層統治）と経営陣による従業員の統治（企業内統治）の 2 重統治構造とす
べきであると、本調査報告書に繰り返し述べた。CG については、その実施基準として企
業会計審議会が提出した中に役割と責任を明確に示しており、取締役会の決定した基本方
針に基づく経営者の業務執行、及び取締役会による経営者の業務執行の監督を明示してい
る。すなわち、CG の部分集合である SG についても、この CG と同様の役割と責任が割
り当てられることを意味する。
とはいえ、現実的な問題として、取締役会が機能不全又は形骸化に陥る危険性は、誰し
もが認めている昨今である。一流企業における不祥事の顕在化現象は氷山の一角であり、
我が国の多くの会社において CG が十分にその機能を果たすことができない何らかの原因
が存在するとするならば、そのような会社で SG 構造が確立されたとしても、効果的な SG
活動は望めそうにもない。だからと言って筆者は、我が国の大部分を占める監査役会設置
の会社組織形態がグローバル経済社会にあっては時代遅れであり、欧米型の取締役会と執
行役員とを明確に分離した委員会設置会社が望ましい、としているのではない。
本調査報告の結論は、どのような会社組織形態であれ、
「SG に対する知見を持った独立
の社外取締役が存在しない限り、SG の有効性の存在は困難である」とした。その理由は、
会社の目的を達成するためのビジネス・プロセスにおけるセキュリティの重要性を十分に
認識の上、
「交渉の余地のないもの」としてセキュリティ投資を行うためである。社長や会
長が取締役会の会長を兼務するのはありふれているが、社内出身者が大部分を占める他の

i

取締役もセキュリティに関して取締役会会長と同じ見解を持ち、ビジネス業務におけるセ
キュリティの重要性を的確に把握しないとなると、SG 活動の実効性を確保することは極
めて困難となる。だからこそ、
「SG に対する知見を持った独立の社外取締役が、少なくと
も 1 名必要」と、結論付けたのである。このことは、取締役会としての的確性不備を認識
せず、現 CG 体制が最適であると公表している会社の不祥事例からも明らかである。SG
の実効性確保の最大の決め手はガバナンス体制であり、知見を持った社外取締役の活動で
ある。我が国の会社のほとんどは社外監査役の選任を売りにしているが、今後、セキュリ
ティに関しても社外取締役の選任が売りとなることは確実である。したがって、情報資産
の保護を目的とした SG に重大な関心を持つ会社は、この点に十分留意されたい。
ところで、ほとんどの企業は、情報資産を保護するセキュリティの重要性について十分
認識し、それなりの対策を講じていると思われる。そこで重要なのは、その対策が企業目
的を果たすためのビジネス・プロセスの保護につり合ったものかどうかの確証である。こ
の確証には、取締役会決定事項として、トップからのビジネス投資としてのセキュリティ
対策資源配分の確約が必要となる。これこそが従来の情報システムに焦点を当てた、経営
陣以下で行われた、限られたセキュリティ・コストの中での、情報セキュリティ・マネジ
メント・システム（ISMS）との大きな違いである。つまり、
「会社にとってのセキュリテ
ィ対策は、ビジネス目的を果たすための積極的な投資であって、仕方なく出費を強いられ
る消極的なコストではない」ということを認識すべきである。
さらに、昨今の企業を取り巻く様々なリスク環境を考慮した全社的なリスクマネジメン
トにおけるセキュリティ・リスクの重要性、並びにビジネス・プロセスにおける先進 IT
の採用、及びそのような IT の脆弱性をエクスプロイトする脅威の進化に伴うセキュリテ
ィ・リスクの頻繁な顕在化と増大化は、従来からの PDCA サイクルによる年 1 回のマネジ
メント・レビューによるセキュリティ・リスク対応ではなく、継続的でタイムリーなリス
クマネジメント（機敏リスクマネジメント）を求めており、ISO 31000 などとの整合を図
った SG 活動（リスクマネジメント）が必要であることを示唆している。
最後に、企業で効果的な SG 活動を行うに当たって真っ先に必要なのは、実践的かつ実
行性のある SG 導入ガイダンスである。米国では、第 2 章及び第 3 章で解説したガイダン
スが既に存在し、実用性の高い優れた内容を提供している。提言では、我が国におけるこ
のような実用性のある優れたガイダンスの必要性について、その要点も含め明らかにした。
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