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情報でセキュリティの国際標準組織 

• ISO (International Organization for Standardization) 

 国際標準化機構：工業製品の国際標準の策定を目
的とする機関で1947年設立。現在162カ国が参加 

• IEC (International Electro-technical Commission) 

 国際電気標準会議：電気、電子、通信、原子力など
の分野で各国の規格・標準の調査を行う国際機関
で1906年設立 

• IETF (The Internal Engineering Task Force) 

 TCP/IPなどのインターネットで利用される技術を標準
化する組織 
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ISO/ISE 標準化動向 
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SC27の構成 

• WG1 
 情報セキュリティマネジメントシステム 
• WG2  
 暗号とセキュリティメカニズム 
• WG3 
 セキュリティ評価技術 
• WG4 
 セキュリティコントロールとサービス 
• WG5 
 アンディティティ管理とプライバシー技術 
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ISO/IECの主なセキュリティ国際標準 

• ISO/IEC 27001 : 要求事項で、認証を取得するため 

         に対応しなければならない項目を羅列 

• ISO/IEC 27002 : 情報セキュリティの管理策の具体 

         的な事例が列挙されている 

• ISO/IEC 27005 : 情報セキュリティのガイドライン 

• ISO/IEC 13335 : ガイドラインの技術レポート 

• ISO/IEC 15408 : 評価基準に適合しているか評価 

         して認証を行う 
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ISO/IEC 27001 

• 組織が情報セキュリティを適切に管理してい
ることを認証 

• ISO/IEC 27001認証を取得するために対応し
なければならない項目が羅列されている 

• 認証を受けることで、情報セキュリティが適切
に管理されていることを顧客や消費者にア
ピールすることができる 
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ISMSとは 

• ISMS (Information security management system) 

 情報セキュリティマネジメントシステム 

• ISO/IEC 27001はISMSを構築及び運用するための要
求事項を纏めたもの 

• ISMSとは、事業リスクに対するアプローチに基づき、

情報セキュリティを確率、導入、運用、監視、見直し、
維持及び改善する、マネージメントサイクル全体の
中の一部であるとし、組織構造、方針、計画立案、
責任、実践、手順、プロセス及び資源が含まれる 
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ISO/IEC 27001の構成 

0.1  序文 
1. 適用範囲 
2. 引用規格 
3. 用語及び定義 
4. 情報セキュリティマネージメントシステム(ISMS) 
5. 経営陣の責任 
6. ISMS内部監査 
7. ISMSのマネージメントレビュー 
8. ISMSの改善 
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ISMS(4章)の文書構成 

4.1  一般要求事項 

4.2  ISMSの確立及び運営管理 

  4.2.1  ISMSの確立 

  4.2.2  ISMSの導入及び運用 

  4.2.3  ISMSの監視及びレビュー 

4.3  文書化に関する要求事項 

  4.3.1  一般 

  4.3.2  文書管理 

  4.3.3  記録の管理 

  4.3.4  ISMSの維持及び改善 
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ISO/IEC 27002 

• 実践するための規範として、情報セキュリティ
の管理策の具体的な事例が列挙されている 

• そのため、章構成や項目の網羅性を流用し
て、情報セキュリティ・ポリシーを作るための
雛型にできる 

• また、対策状況に漏れが無いかのチェックに
も利用できる 

• 管理策は11箇条あり、セキュリティカテゴリが
39に区分され、133の管理項目を列挙 

情報セ13 



11 

セキュリティ管理策11箇条 

(1) セキュリティ基本方針 

(2) 情報セキュリティのための組織 

(3) 資産の管理      (4)  人的資源のセキュリティ 

(5) 物理的及び環境的セキュリティ 

(6) 通信及び運用管理    (7)  アクセス制御 

(8) 情報システムの取得、開発及び保守 

(9) 情報セキュリティ・インシデントの管理 

(10) 事業継続管理 

(11) 法的要求事項の遵守 
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ISO/IEC 27005 

• 情報セキュリティマネージメントプロセスおよびその
活動について記述 

• 情報セキュリティマネージメントが求められる背景を
説明し、プロセスの概要とそれぞれのマネージメント
活動を説明 

• 情報セキュリティマネージメントプロセス 

 状況の設定  リスクの特定  リスクの特定 

  リスク評価  リスク対応  {リスクの受容、 

 リスクコミニケーション、リスクの監視及びレビュー} 
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状況の設定 

• 情報資産の重要性や戦略的価値、信用や評判と
いったリスクを評価する基準 

• 影響を受ける情報資産の分類、資産価値の損失、
遅延、信用失墜等の影響基準 

• 組織の方針、目標、目的、利害関係に依存したリス
クの受容基準 

• 組織の目的、事業方針や事業プロセス、セキュリ
ティ方針を考慮した適用範囲及び境界の定義 

• リスクマネージメントの組織として組織内外の全当
事者の役割及び責任の定義 
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リスクアセスメント 

1.  リスク分析 
 1.1  リスク特定 

   リスク評価基準と組織の目的に照らして定量化す
るか、定性的に記述した上で優先順位を定める 

 1.2  リスク算定 

   潜在的結果の大きさ（低、中、高）による定性的算
定や、結果と発生可能性の両方にデータを用いた
定量的算定から、リスクを算定する 

2.  リスク評価 
  リスクアセスメントアプローチを実施し、リスク評価基
準に従って対応の優先順位付けを行う 
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ISO/IEC 13335(GMITS) 

• 情報セキュリティの管理手法のガイドラインと
して発行された技術レポート 

• セキュリティマネージメントを理解する上で必
要最低限の一般的な考え方が概念モデルと
して示されている 

• GMIST: 

 情報セキュリティの管理手法のガイドライン 

 Guideline for management IT Security 
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リスク分析の４つのアプローチ 

• ベースライン・アプローチ 

 全てのITシステムに対して標準のセーフガードを選
択することでベースライン・セキュリティを適用する 

• 非公式アプローチ 

 個人の知識や経験に基づく手法 

• 詳細リスク分析 

 全てのITシステムに詳細なリスク分析を行う手法 

• 組み合わせアプローチ 

 最初に上位レベル分析を行い、重要またはリスクが
大のものは詳細リスク分析をそれ以外はベースで 
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ISO/IEC 15408 

• セキュリティ製品やシステムに対するセキュリティ評
価基準の国際規格 

• 評価基準に適合しているか評価して認証する 

• 日本では平成12年にJIS化され、JIS X5070として国内
でも認証が取得可能になった 

• Part1：概説と一般モデル 

• Part2：セキュリティ機能要件 

• Part3：セキュリティ保障要件 
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セキュリティ機能要件 

(1)セキュリティ監査   (2) 通信 

(3) 暗号サポート     (4) 利用者データ保護 

(5) 識別と認証       (6) セキュリティ管理 

(7) プライバシー       

(8) 評価対象(TOE)セキュリティ機能の保護 

(9) 資源利用        (10) TOEアクセス 

(11) 高信頼バス/チャネル 
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セキュリティ保障要件 

(1) PP（プロテクションプロファイル）評価 

(2) ST（セキュリティターゲット）評価 

(3)構成管理     (4) 配付と運用 

(5) 開発        (6) ガイダンス文書 

(7) ライフサイクルサポート 

(8) テスト        (9) 脆弱性評定 

(10) 保証維持 
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セキュリティ評価保証レベル 

• EAL1: 機能テストの保証 (低レベル) 
• EAL2: 上位レベル設計書を用いたプログラム構造の
検証、侵入テストと脆弱性分析 

• EAL3: 系統的だったテストの実施と分析 
• EAL4: 下位レベル設計書を使用した処理内容の検
証、重要な部分はソースコードも検証 

• EAL5: 全ソースコードの分析、情報漏洩ルート分析 
• EAL6: 実装表現レベルのセキュリティ機能を確認 
• EAL7: モジュールレベルまで確認、記述言語を用い
た検証方法に基ずく設計とテストの確認（高レベル） 
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ISMS適合性評価制度 

• 国際的に整合性のとれた情報システムのセキュリ
ティ管理に対する第三者適合性評価制度 

• 組織が保護すべき情報資産について、機密性、完
全性、可用性をバッランス良く維持、改善することが
要求する主要なコンセプト 

• 情報セキュリティポロシーを策定し、PDCAのサイク

ルを継続的に繰り返し、情報セキュリティレベルの
向上を図っていくことが求められる 

• 情報セキュリティー、管理目的、管理策、システム運
用、システム文書、文書管理及び記録管理 

情報セ13 



22 

ISMS適合性評価認定までの流れ 
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