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機密情報保護の重要性が叫ばれて久しいが、情報漏えい事故が後を絶たない。情
報セキュリティ事故を完全にゼロにはできない現代社会では、情報セキュリティ対
策の取り組みに合理性が求められる。その合理的取り組みを具体的に実現するのが
情報セキュリティガバナンスである。情報セキュリティガバナンスの構築は、「リス
クを評価する」というリスク認識から始まる。まず「何が重要か」を定義し、守るべき
情報資産を特定し、ガードを固めるのが一般的な手順である。この一連の手順を考
える上で、情報資産に関わるリスク分析が有効である。
本稿では、某独立行政法人様における情報セキュリティ強化支援コンサルティン
グでの取り組み事例を紹介し、「情報資産に関わるリスク分析」を効果的・効率的に
実施する方法論について述べる。
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ま　え　が　き

政府機関の情報セキュリティ対策については、
情報セキュリティ対策推進会議が2000年7月18日
に「情報セキュリティポリシーに関するガイドライ
ン」を決定し、各府省庁はそれに基づいて自らの責
任において独自に情報セキュリティポリシーを策
定し対策を実施してきた。しかし、その後の調査
の結果、政府機関の情報セキュリティ対策は、「情
報セキュリティ水準の高い府省庁と低い府省庁の
格差が大きい」、「内部からの不正アクセスに対し
て脆弱」、といった問題があることが明らかとなっ
た。前述の問題の解決の基本は、各府省庁におい
て専門的人材を十分な人数だけ育成・確保するこ
とであるが、これには時間を要する。そこで、内
閣官房情報セキュリティセンターが各府省庁の責
務の実行を支援するという枠組みが形成され、政
府機関全体として高いレベルで水準のそろった情
報セキュリティを確保するために、「政府機関の情
報セキュリティ対策のための統一基準」（以下、「政
府機関統一基準」と言う。）が2005年に策定されて
いる。
本稿では、某独立行政法人（以下、｢A法人｣と言
う。）における情報セキュリティ強化支援コンサル
ティングでの取り組みの内、現状のリスク認識の
ために実施した情報資産に関わるリスク分析手法
について紹介する。

プロジェクトの背景

A法人様は独立行政法人であることから、監督官
庁より、2008年度末までに政府機関統一基準に準
拠した情報セキュリティ関連規定の整備並びに規
定に則した運用の実行を要請されていた。
本プロジェクトの目的は、情報セキュリティ強
化支援コンサルティングを通じ、政府機関統一基
準に準拠した情報セキュリティマネジメントに関
わる諸規定を整備することであった。筆者は、こ
こで対処療法的な取り組みは形骸化をもたらすこ
とから、単純に政府機関統一基準を引用したよう
な規定整備には意味がないと考えた。情報セキュ
リティの確保は、組織としての社会的責任であり、
現在のような情報セキュリティ事故前提の社会で

は、情報セキュリティ対策の取り組みに合理性が
求められる。その合理的取り組みを、具体的に実
現するのが情報セキュリティガバナンスである。
情報セキュリティ事故を前提にするということは、
事故を完全にゼロにはできない現実を受け入れる
考え方である。その反面、目標としては極めてわ
かりやすかった「事故を起こさない」という目標に
代えて、事故が発生した場合の影響に応じた「合理
的な」対策を立案するという困難さを負う。この考
え方の背景には、「リスクを評価する」というリス
ク認識があり、「リスクに応じた対応をする」とい
うリスクマネジメントの思想がある。つまり、情
報セキュリティガバナンスとは、組織のリスク統
治能力のひとつである。
筆者は、A法人様の情報セキュリティガバナンス
確立に向けた第一歩として、「リスクを評価する」
ために、情報資産に関わるリスク分析の実施を提
案した。
以下に情報資産に関わるリスク分析を紹介しつ
つ、従来困難とされてきた「脆弱性の論理的な数値
化」、「お客様現場部門を交えたリスク分析」につい
ての解決手法を紹介する。

リスク分析手法と活用

●	 リスク分析手法の選択
情報資産に関わるリスクを分析する目的は、次
の二点である。一点は、どのような情報資産を保
有しているのか、それらにどのような価値があり、
どのようなリスクがあるのかをお客様に正しく認
識していただくことである。もう一点は、現状の
情報セキュリティ管理のレベルを正しく把握し、
諸規定を実行可能なレベルとするための落とし処
を見極めることである。
情報資産に関わるリスク分析手法には、確立し
た手法が少なく、様々なビジネス、企業文化に対
応した手法は存在しないという課題がある。独自
のリスク分析手法を構築するとしても、参考とな
る手法が少ないのが実情である。情報資産に関わ
るリスク分析の一般的な手法を表-1に示す。
それぞれの分析手法について、以下に補足する。
ベースラインアプローチは、情報資産ごとにリ
スクそのものを分析するのではなく、組織の達成
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するべき情報セキュリティレベルについて、業
界ガイドラインなどを参考に「対策標準」（これを
「ベースライン」と呼ぶ。）を策定する。ベースライ
ンアプローチのメリットは、組織がベースライン
を「達成すべきセキュリティレベル」と定め、ベー
スラインと現状とのギャップをリスクとして可視
化できることである。
詳細リスク分析は、情報資産ごとに関連するリ
スクの識別を実施するものであり、リスクの大き
さは情報資産の価値、脅威値および脆弱性値（これ
らを「リスク要因」と呼ぶ）によって算出される。詳
細リスク分析のメリットは、各々の情報資産に対
するリスク値を算出し、その値が閾値以上に大き
いものが、即ち相対的に資産価値、リスク要因が
高い資産であり、これらに対して管理策を定め保
護を強化することができることである。
非形式的アプローチは、主に現場担当者の長年
にわたり培われた経験、知見に基づいてリスク要
因の特定や対策の選択を行うものであり、詳細な
分析を実施する場合と比べ投入するコストが安価
で済むことである。
組合せアプローチは、「ベースラインアプロー
チ」と「詳細リスク分析」を組合せたものである。
「ベースラインアプローチ」のみでは、高い水準で
セキュリティ対策が実装されるべきリスクの高い
システムについてのセキュリティ対策が不十分に
なる、あるいは過剰なセキュリティ対策が導入さ
れ、業務効率の低下や過剰投資となる可能性があ

る。一方、「詳細リスク分析」をすべてのシステム
に適用することは効率面およびコスト面から現実
的とは言い難い。組合せアプローチは、それぞれ
のアプローチの弱点を相互に補完することができ、
リスク分析およびリスク対応を有効かつ効率的に
実施することができる。このことから本件では、
「組合せアプローチ」手法を採用することとした。
以下に「組合せアプローチ」への取り組みについ
て述べる。
●	 ベースラインを用いた脆弱性の見える化
ベースラインアプローチの目的は、各種基準に
基づいてセキュリティ対策の実施状況を調査・確
認することである。これを効率的に実施するには、
システム監査等で使用される監査チェックシート
方式が適していることから、ベースラインアプロー
チのツール（これを「ベースライン評価ツール」と
呼ぶ。）として、システム監査等で使用される監査
チェックシート方式を採用した。ベースライン評
価ツールの作成においては、管理目的ごとに政府
機関統一基準の要求事項を集約（グルーピング）・
対応付けし、後に作成する諸規定の文書体系およ
び文書構成に反映させることで、諸規定の保守性
を向上させることができると考えた。その理由の
一つは、政府機関統一基準はあくまでも「基準」で
あって各々の政府機関の公務内容は考慮されてお
らず、そのまま引用すれば各機関の規定となるよ
うなものではないことである。また、政府機関統
一基準自体が定期的な見直しや必要に応じての改

表-1 情報資産に関わるリスク分析の種類

名称 概要 メリット デメリット 主な用途

ベースライン
アプローチ

各種基準に基づいてセキュ
リティ対策の実施状況を調
査・確認する方法。GAP分
析とも呼ばれる。

比較的に作業負荷が低く、
高度な知識・技術を要さな
いことから、容易に実施可
能である。

部門やシステムの重要度な
どに応じた個別要件を考慮
した分析を行うことができ
ない。 

部門やシステムを横断的に
分析し、取り組みの初期段
階や組織全体の成熟度を測
る際に用いられる。 

詳細リスク
分析

情報資産毎に「価値×脅威
×脆弱性」を算定し、リス
クの洗い出しを行う方法。

部門やシステムの重要度に
応じて個別要件を勘案した
詳細な分析が実施可能。

ある程度の時間と専門的知
識が必要であり、作業の負
荷が高くなる。

特定の部門やシステムに対
する分析に用いられる。

非形式
アプローチ

担当者の経験やノウハウに
基づき、リスクの特定や対
策と、その必要性を判断す
る方法。

分析手法の策定や分析作業
の実施が不要であり、即時
実施可能。

属人的な判断に頼ることか
ら、組織全体の取り組みと
しての網羅性および証拠性
が保てない。

特定のリスクに対する性急
な対応を実施する場合に向
いているが、あまり用いら
れない。

組合せ
アプローチ

一般的に、「ベースライン
アプローチ」と「詳細リスク
分析」を組み合わせた分析
方法。

詳細リスク評価をサンプリ
ングで行うことで、中程度
の作業負荷で網羅性および
証拠性を保つことができ
る。

二種の分析手法を連携させ
た分析手法を策定する必要
がある。 

組織横断的に継続して分析
を実施する際に用いる。多
くのISMS認証取得企業が
採用する手法である。
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版が行われるものであり、その変更内容を速やか
かつ適切に反映する義務が規定されていることも
その理由である。あらかじめ管理目的ごとに構成
しておけば、基準の改版による諸規定の改訂対象
範囲を特定することが容易となる。ベースライン
評価ツール（抜粋）を図-1に示す。
ベースライン評価ツールは、横軸に「カテゴリ」、

「管理目的」、「運用」、「システム」、「実施事項」、
「政府機関統一基準」、「ISO27001」欄とし、各欄
は以下のように設定した。
・カテゴリ：規定の「章」
・管理目的：規定の「条」または「項」
・運用：人による対策の必要性
・システム：システム対策の必要性
・実施事項：政府機関統一基準の要求事項およびこ
れまでの経験から必要とされるであろう管理策

・政府機関統一基準：政府機関統一基準の項番
・ISO27001：ISO27001附属書A
「管理目的および管理策」の項番（図-1）使用にあ
たっては「実施事項」欄を確認しながら「回答」に現

状の達成度を記載するという方法を用いる。
実施事項ごとの達成度合いを測ることは、同時
に管理状態の不十分さを測ることでもある。不十
分な管理状態は脆弱性を誘引することから、脆弱
性値の設定に利用できると考え、実施事項ごとの
達成度を数値化している。脆弱性という用語は良
く耳にするものの、その評価尺度は非常に曖昧な
ものであり、従来分析担当者のノウハウとされて
いた部分であるが、本プロジェクトではその論理
的な数値化に挑戦している。
達成度は4段階で評価しており、達成度の数値が

低いほど強固であることを示す。達成度の数値指
標について、表-2に示す。

表-2 達成度の数値指標

■ベースラインリスク評価　質問シート

カテゴリ 管理目的 運用 シス
テム 実施事項 政府機関

統一基準 ISO27001 回答 メモ

10 情報機器
管理

10-1 情報機器の
移動管理

○ － モバイルパソコンなどの可搬型の情報機器は、ワイ
ヤーロック、施錠管理など、パソコンの盗難対策を
実施していますか。

A.11.7.1 2

○ － モバイルパソコンを利用する必要がある場合には、
情報システムセキュリティ責任者の承認を得てい
ますか。

5.2.2端末 A.9.2.5、
A.9.2.7

2

－ ○ 機密性3以上の情報を取り扱うモバイルパソコンに
ついては、記録媒体に保存される情報の暗号化を
行う機能を付加していますか。

5.2.2端末 A.9.2.5、
A.11.7.1

1

○ － 機密性・完全性・可用性3以上の情報を取り扱う情
報機器を事業所外に設置する場合には、情報セキュ
リティ責任者の許可を得ていますか。

5.2.1電子計算
機共通対策

A.9.2.1 2

○ － 機密性・完全性・可用性3以上の情報を取り扱う情
報機器を事業所外に持ち出す場合の安全管理措置に
ついて、規定を整備していますか。

【安全管理措置に関する規定】
・業務内容と取扱う情報、実施場所、回線を通した通信の形態
　等に応じた措置を示した規定をいう。

6.2.1府省庁外で
の情報処理の
制限

A.11.7.1 4

○ － 機密性・完全性・可用性3以上の情報を取り扱う情
報機器の事業所外への持ち出しに係る記録を取得し
ていますか。

6.2.1府省庁外で
の情報処理の
制限

A.9.2.7 4

【回答記入判断】１：実施している / ２：８割程度の充足率である / ３：５割程度の充足率である / ４：未実施

図-1 ベースライン評価ツール（抜粋）

 達成度     評価尺度

 　１  実施している。

 　２ ８割程度の充足率である。

 　３ ５割程度の充足率である。

 　４  未実施である。
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脆弱性とは、直接的にリスクをあらわすものでは
ないが、脆弱性が脅威を誘引する事によりリスクと
なる。筆者は、不十分な管理状態が脆弱性の原因
と考え、脆弱性値を以下の方法で算出している。
脆弱性値＝管理目的単位の回答合計÷
 管理目的単位の実施事項数　
図-1の例では、回答の合計値は「15」、実施事項
の数は「6」であるから、実施事項の集合体である「情
報機器の移動管理」という管理目的に対する脆弱性
値は「2.5」となる。この手法により、これまで分析
担当者のノウハウとされてきた曖昧なものを数値
で可視化することを可能とした。
●	 データライフサイクルと詳細リスク分析
筆者は、詳細リスク分析を実施するにあたって
は、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのよう
に取り扱っているかを可視化する必要があると考
えている。従って、具体的な情報資産の取り扱い
状況の特定およびリスク要因特定につながる業務
特性を洗い出すためには、お客様現場部門の協力
は必須である。
筆者は、お客様現場部門の負荷を軽減するため
に「データライフサイクル」の概念を導入すること
とした。データライフサイクルとは、情報が発生
してから消滅するまでの一連の流れであり、「受
領、作成」、「保管」、「利用」、「廃棄」の4つの工程
で構成されると考える。当該サイクルはいかなる
情報においても当てはまる考え方であり、この4
工程をさらに細分化した「データを取り扱うシチュ
エーション」を軸としてリスク要因の特定を試みて
いる。この手法により専門知識を有さないお客様
でも、現実の業務に近い感覚で情報資産の洗い出
しおよびリスク要因特定につながる業務特性の洗
い出しが可能になると考えたからである。
詳細リスク分析の手順では、業務で使用してい
る情報資産を洗い出すことから始まる。情報資産
を特定するにあたり重要なことは、網羅性である。
情報資産には電子データ、情報機器、ソフトウェア、
記憶媒体、紙などが該当し、洗い出した情報資産
に対して資産価値を付与していく。資産価値の付
与にあたって必要となる基準値は、これまでの経
験・実績に基づき表-3のような基準を定めた。
次に、業務におけるデータの流れ図を作成する。
この流れ図中にデータライフサイクル上の取り扱

いシチュエーションを定義し、シチュエーション
ごとの詳細情報として、シチュエーション概要、
ウィークポイント（日頃気になっている事）、脅威
特性①（データライフサイクル工程）、脅威特性②
（データライフサイクル工程の付加属性）、資産名
称、媒体の情報を付加する。（図-2）
このリスク評価ツールを用いることで、お客様
から情報資産、情報資産価値およびその取り扱い
状況を容易に引き出すことができた。
その後、データの取り扱いシチュエーションの
情報を元に、我々コンサルタントが分析を行う。
リスク要因の内訳は脅威値と脆弱性値である。リ
スク発生のトリガーは脅威と脆弱性が結びつくこ
とである。前述した通り脆弱性値は「不十分な管理
状態」であるから、脅威と対策（実施事項）を対応付
けたデータベースを作成することで、リスク要因
を算出することができる。更に、脅威の内容とデー
タの取り扱いシチュエーションを対応付けし、デー

表-3 情報資産価値を特定するための基準値

情報資産価値の基準値

機密性（C）：認可されていない個人、エンティティ又はプロセス
に対して、情報を使用不可又は非公開にする特性

資産価値   評価尺度

     １ 　公開情報

     ２ 　外部へ公開する情報のうち業務上重要な情報

     ３ 　外部へ公開しない情報

     ４ 　個人情報・xx 応募情報・企業情報等のうち業務
上必要とする最小限の者のみが扱う情報

完全性（I）：資産の正確さおよび完全さを保護する特性

資産価値   評価尺度

     １ 　改ざんされても影響は微小であるが、部署に影響
がある

     ２ 　改ざんされることは問題があり、部門に影響がある

     ３ 　改ざんされることにより重大な影響があり、全社に
影響がある

 　※ログ情報は完全性 “３” とする。

     ４ 　改ざんされることにより完全な業務停止に陥る

可用性（A）：認可されたエンティティが要求したときに、アクセ
スおよび使用が可能である特性

資産価値   評価尺度

     １ 　利用できない場合には部署に影響がある

     ２ 　利用できない場合には部門に影響がある

     ３ 　利用できない場合には重大な影響があり、全組織
に影響がある

     ４ 　利用できない場合には業務停止に陥る

2009コンサル集_16.indd   54 2009/11/06   10:06:13



FRIコンサルティング最前線. Vol.2, （2010） 55

リスク分析から始める情報セキュリティガバナンス

タの取り扱いシチュエーションごとの脅威を確定
していくという工程を踏み、リスク分析を行う。
●	 組合せアプローチによるリスク分析の効果
お客様現場部門を交えたリスク分析の実施によ
り、お客様がどのような情報資産を保有している
のか、それらにどのような情報資産価値があるの
か、どのようなリスクがあるのかを正しく認識し
ていただくことができ、分析結果から現状の情報
セキュリティ管理のレベルを正しく把握すること
が可能となった。更にベースライン評価ツールの
整備により、後工程の情報セキュリティマネジメ
ントに関わる諸規定整備のための文書体系および
文書構成の策定にもつながっている。

む　　す　　び

本稿では、FRIの提供する情報セキュリティコ
ンサルティングの一部を紹介した。

FRIでは、情報セキュリティ分野に対して、高
い専門性を有したコンサルタントを抱えており、
多くのノウハウを蓄積している。お客様の様々な
課題に対してお役に立てると自負しており、今後
も積極的に活動を継続していきたい。
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媒体
資産価値

脅威特性②No. シチュエーション名称
シチュエーション

概要

入手した情報を元に
メールアドレス、ア
カウント、パスワー
ドを決定し、台帳へ
登録する。

ウィークポイント 脅威特性① 資産名称

メールアドレス（システム上のデータ）
メール初期パスワード（個別）

現状変更申請書

xxシステム台帳（名前、所属、役職、メールアドレス、ID）

1

3

2

メールアドレス
の登録

決定したメールアド
レスをメールサーバ
へ登録する。

保管

採用・退職情報

共用(ファイル
サーバ、共有
ロッカーなど)

電子
電子
電子

メールサーバアカウント（システム上のデータ）

メールアドレス
の作成と台帳
への登録

台帳の更新作業は
PCとファイルサーバ
上で行う。台帳（エ
クセル）にはパスワ
ードを設定している。

電子
電子

電子

内部関係者
から

申請書等の
受領

個人用メールアドレス（個別）

社内他部署から現状
変更申請書、採用情
報、人事異動の内示
情報、他システムID
情報等を受領。

電子データは基本的
に電子メールで受領
するが、暗号化やパ
スワードの設定はし
ていない。

現状変更申請書
xxシステム用電子会議室申請書
採用・退職情報

電子

人事異動内示情報

現状変更申請書受領 紙

電子
電子
電子

電子

電子
メールデータ
他システムID情報

電子

業務用メールアドレス（個別）

電子

電子
電子

電子
紙

電子
メールアカウント（個別）
メール初期パスワード（個別）
現状変更申請書

作成・閲覧 -

業務用メールアドレス申請書

業務用メールアドレス申請書

図-2 詳細リスク評価ツール（抜粋）
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