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1

はじめに
1.1

本書の目的
本書は、組織又は企業において情報処理業務の一部又は全てを外部委託する場合に、

情報セキュリティ責任者及び担当者が委託先の選定に ISMS 適合性評価制度を活用す
るためのガイドである。また、委託先候補における情報セキュリティ対策の履行状況
を確認する手段として情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価
制度を利用する場合のガイドとして活用することを目的としたものである。

1.2

本書の対象者
本書は、各組織又は企業で情報処理業務の外部委託に係る手続を行う情報システム

の情報セキュリティ責任者及び担当者を対象としている。

2

ISMS 適合性評価制度
2.1

ISMS 制度の概要
2.1.1 ISMS 制度の目的
ISMS 適合性評価制度（以下、
「ISMS 制度」という。）は、国際的に整合性のとれ

た情報セキュリティマネジメントに対する第三者適合性評価制度である。ISMS 制度
は、わが国の情報セキュリティ全体の向上に貢献するとともに、諸外国からも信頼を
得られる情報セキュリティレベルを達成することを目的としている。
2.1.2 ISMS 制度の認証基準
認証基準とは、第三者である審査登録機関が ISMS 制度の認証を希望する事業者の
適合性を評価するための基準である。ISMS 制度では、JIS Q 27001:2006（ISO/IEC
27001:2005）を認証基準として用いている。
2.1.3 ISMS 制度の運用体制
ISMS 制度は、組織が構築した ISMS が JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）
に適合しているかを審査し登録する「審査登録機関」、その審査員になるために必要
な研修を実施する「審査員研修機関」及び審査員の資格を付与する「審査員評価登録
機関」
、そしてこれらの各機関がその業務を行う能力を備えているのかを確認する「認
定機関（JIPDEC(財団法人日本情報処理開発協会)/情報マネジメント推進センター）」
からなる総合的な仕組みである。
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なお、認定機関の認定システムに関する国際規格 ISO/IEC 17011:2004 及び要員の
認証に関する国際規格 ISO/IEC 17024:2003 に適合させるため、審査員評価登録機関
業務、審査員研修機関の認定業務を認定機関とは別法人に移管するなど新しい体制へ
の移行を予定している。
なお、運用体制については、次の「図 制度のスキーム」を参照されたい。
申請

審査員評価登録機関
JIPDEC
ISMS審査員
評価登録室

審査登録機関
審査
（認定）

評価

申請

認定機関
申請

(JIPDEC/情報マネジメント推進センター)
認定機関 (JIPDEC)
（JIPDEC/ISMS制度推進室)

審査（認証）
審査

審査員希望者

証明書
発行

受講

申請

評価希望事業者
図

審査員研修機関

意見・苦情等

審査（認定）

制度のスキーム（2006 年 6 月現在）

2.1.4 ISMS 制度に関する情報公開
ISMS 制度の概要や認定された ISMS 審査登録機関及び ISMS 審査員研修機関等に
ついては、下記の URL を参照されたい。
・ ISMS 適合性評価制度のホームページ http://www.isms.jipdec.jp/
・ ISMS 審査登録機関一覧 http://www.isms.jipdec.jp/lst/isr/index.html
・ ISMS 審査員研修機関一覧 http://www.isms.jipdec.jp/lst/ist/index.html
・ 認証取得事業者一覧 http://www.isms.jipdec.jp/lst/ind/index.html
2.1.5 ISMS 制度に関する問い合わせ先
ISMS 制度に関するお問い合わせは、電子メールにて財団法人日本情報処理開発協
会 情報マネジメント推進センター ISMS 制度推進室（info@isms.jipdec.jp）まで、
または下記 URL を参照されたい。
・ URL； http://www.isms.jipdec.jp/ask/index.html
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2.2

ISMS 制度の活用
各組織又は企業では、委託先の選定に当たり、委託先における事業の安定性に加え、

委託する業務の種類に応じて必要とされる情報セキュリティ対策の遂行能力が要求
する水準に到達していることを確認することが望ましい。
一般的に ISMS 認証を取得している企業であれば、情報セキュリティマネジメント
に関して一定の水準に到達していることを容易に確認でき、これを第三者の審査登録
機関が客観的に評価・認証していることから、委託先の候補者が ISMS 認証を取得し
ているか否かを委託先の選定における評価に利用することは、極めて効果的かつ信頼
性が高いといえる。
具体的には、ISMS 認証は情報セキュリティを確保するための体制の整備、取り扱
う組織又は企業の情報の秘密保持等、及び情報セキュリティが侵害された場合の対処
といった情報セキュリティ対策を客観的に評価する指標として参考にできる。
技術的対策の詳細については、認証を取得している事実のみからすべて充足してい
るとする根拠とはならないことに留意する必要がある。これについては、委託先が、
委託先の ISMS を対象として過去に内部監査又は情報セキュリティ監査を行っていた
場合に、必要に応じてその結果報告書の提出を求め、確認することもできる。
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3

ISMS 認証の活用方法
委託先の選定に ISMS 認証を活用する際には、次の３点の文書を確認することが有
効である。
①登録証
・認証を取得したことを証する登録証
②適用範囲を定義した文書（以下、
「適用範囲定義書」と呼ぶ）
・どのような範囲（組織、部門、業務、プロセス、サービス等）で認証を取得し
たのかを定義した文書。
「適用範囲定義書」と呼ばれることが多い。
③適用宣言書
・どのような管理策を実施しているのかを宣言している文書
以下で登録証、適用範囲定義書及び適用宣言書の見方について解説する。

3.1

登録証
登録証は、ISMS 認証を取得していることを証した文書であり、JIPDEC により認

定された審査登録機関より発行される。登録証を確認する際のポイントは次の通りで
ある。なお、登録証の例については、付録１．を参照されたい。
①名称及び所在地
・適用範囲を示す法人名及び部門名の記載から、委託業務に適しているかどうか
について、ある程度の確認ができる。
・例えば、営業部のみが記載されている場合において、開発業務を委託したいと
いう要求に対してすべて充足している根拠とはならない。
②登録範囲
・登録範囲内の活動（業務プロセスやサービス）の記述から、委託業務に適して
いるかどうかについて、ある程度の確認ができる。
・例えば、システムの開発を委託する予定であるが、システムの運用が登録範囲
である場合は、委託内容に対してすべて充足している根拠とはならない。
③登録日及び有効期間
・登録日が有効期間内であることを確認すること。ただし、有効期間内であって
も登録を一時停止されたり抹消されている可能性もあるため、直近の審査報告
書の提出を求めることもあり得る。
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④適用宣言書のバージョン
・登録証に記載されている適用宣言書のバージョンと提出された適用宣言書のバ
ージョンが異なっている場合は、変更されている箇所についての説明を求める。
⑤審査登録機関
・記載されている審査登録機関の名称、ロゴマーク及び認定マークにより、認定
されている審査登録機関であることを確認する。

審査登録機関

図

3.2

審査登録機関マークと認定マーク

適用範囲定義書
ISMS 認証を取得した事業者は、適用範囲定義書を作成している。適用範囲定義書

は、認証を取得している業務やサービス内容を記載しているほか、それを運用してい
る組織やシステム等について組織図やネットワーク構成図を用いて説明している文
書である。この文書では、「事業、組織、その所在地、資産及び技術」の各特徴の観
点から対象とした組織を説明しているので、委託したい業務プロセスが、それらの中
に包含されていることを確認できる。
例えば、委託したい業務と合致していることについて、適用範囲定義書の該当部分
を明記し説明することを委託先候補に要求して確認する必要がある。
適用範囲定義書の記載例、及び適用範囲の妥当性の確認の仕方については、付録２．
を参照されたい。
なお、組織によっては必ずしも適用範囲定義書という名称を用いているわけではな
いことに留意すること。
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適用範囲を確認する際のポイントは次の通りである。
■委託業務との合致
・委託を予定している業務が概ね適用範囲と合致していること。

3.3

適用宣言書
ISMS 認証を取得した事業者は、適用宣言書を作成している。適用宣言書では、要

求される管理策の採用・不採用及びそれらの理由について説明している。委託する業
務に応じて要求すべき管理策が適切に採用されているかどうかを、適用宣言書におい
て確認する。仮に、一部又は全部の管理策が実施されていない場合は、その理由が合
理的であることを確認する必要がある。例えば、代替的なセキュリティ対策がとられ
ている、もしくはリスクが存在していなかった場合などは、合理的な理由であると判
断し得る。
なお、適用宣言書の記載例については、付録３．を参照されたい。
また、業務を委託するにあたり、その業務における必要な管理策（管理目的）に○
印を付けるなどにより管理策（管理目的）の採用を確認することが望ましい。
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付録１．登録証（例）

登録証（例）

株式会社＊＊＊＊＊＊ ××部 ①
〒***-****
東京都千代田区××××
上記 組織が登 録範囲に詳述 された活 動について JIS Q 27001:2006(ISO/IEC
27001:2005)の要求事項に適合した ISMS を実施していることをここに証します。
登録範囲 ②
データセンタ事業、運用監視事業、運用委託事業にかかわる情報セキュリティ
マネジメントシステム
登録番号：×××××
初回登録日：2005 年 6 月 1 日
有効期限 ：2008 年 5 月 31 日 ③

適用宣言書 第１版（2005 年 3 月 1 日付）④

株式会社○○○○審査機構（ISR○○○）⑤
(審査登録機関
のマーク)

審査登録機関

補足：①～⑤は、「3.1 登録証」の①～⑤に対応している。
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付録２．適用範囲定義書（例）

適用範囲定義書（例）
【適用範囲内の主な業務】
データセンタ事業、運用監視事業、運用委託事業
【適用範囲内の要員数】
従業員
(アルバイトを含む)

派遣社員

大手町事業所

35 名

7名

全社

150 名

50 名

【組織図】
株主総会
監査役会
取締役会

適用範囲
代表取締役社長
CEO

内部監査室

法務部

総務部

営業部

データセンタ
事業部第2部
（川崎）

データセンタ
事業部第1部
（大手町）

危機管理室

CISO

総務課

人事課 経理課

１課

２課

３課

１課

２課

３課

セキュリティ
対策室

WG
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【適用範囲内のシステム構成】

イーデータセンタ

消費者金融会社
(A社)

OS：××××
自社開発のアプリケーション
VPNルータ
W
P

W

O

K

I C

0

W

IC

0

E

共用ルータ

T H

R
A

C

T / C

H

0

A C

T /

A

C

T / C

H

1

A C

T /C

C H

H

0

1

A

C T

C

O

共用ルータ

L

ISP

ユーザ PC

Firewall
(VPN ルータ )

アプリケーションサーバ

PC LASER

コンソール

データベースサーバ
OS：××××
データベース： ××××

網掛け部分が認証の適用範囲

■適用範囲の妥当性確認（例）
①妥当性を確認できる例
・メルマガサービスの委託を予定している。
・委託先候補 A に確認したところ、大手町データセンタでメルマガサービスを提
供している。
・大手町データセンタのすべての業務において認証を取得している。
②妥当性を確認できない例１
・委託先候補では当該業務を川崎データセンタで行う予定である。
・大手町データセンタは認証を取得しているが、川崎データセンタは認証を取得
していない。
③妥当性を確認できない例２
・大手町データセンタで認証を取得している。
・適用範囲に含まれない川崎データセンタの設備を用いたメルマガサービスを用
いた提案。
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付録３．適用宣言書（例）
■適用宣言書（例）
適用宣言書（例）
附属書 A 管理策
項番 ①
A.6.1.3
情報セキュリティ責任の割当て
すべての情報セキュリティ責任を，明確に
定めること。
中略
A.6.2.1
外部組織に関係したリスクの識別
外部組織が関わる業務プロセスからの，組
織の情報及び情報処理施設に対するリスク
を識別し，外部組織にアクセスを許可する
前に適切な管理策を実施すること。
中略
A.10.1.3
職務の分割
職務及び責任範囲は，組織の資産に対する，
認可されていない又は意図しない変更又は
誤用の危険性を低減するために，分割する
こと。

採否 ②
○

理由 ③
情報セキュリティにおける
責任は、職務定義書に記載
している。

○

第三者からの不正アクセス
に関連したリスクを評価
し、受容できる水準まで低
減する対策を採用してい
る。

×

システム責任者とセキュリ
ティ責任者との明確な職務
の分割は、非常に小さな組
織であり分割が困難である
ため、十分にできていない
状況である。
ただし、システムに大きな
影響を及ぼすであろうアク
セス権の付与、ネットワー
クルーティングの変更、サ
ービスの追加、削除等の活
動は複数人の作業とし、チ
ェックおよび監視機能を有
しながら実施し、作業後は
上級経営者からの検証を得
ている。またこのような変
更があった場合、重点項目
のひとつとして監査を受け
る。
なお、今年度の下期までに
明確に職務を分割していく
計画としている。

以下略
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■委託する業務と管理目的との表
次の表は、業務を委託するにあたり、想定されるリスク及び期待される対策などを識別す
るために、委託業務内容から必要な管理策を判断する際に利用することが出来るような様
式である。なお、この表は便宜的に管理目的のみをのせているが、一般的な適用宣言書の
様式とは管理策が記載されていない点で異なる。
委託する業務の特徴

情報セキュリティ対策
JIS Q 27001:2006
附属書 A 管理目的

委託業務内容：
□ 常駐
□ 非常駐
主なリスクの特定：
期待される対策：

必要な対策
A.5 セキュリティ基本方針
A.5.1 情報セキュリティ基本方針

A.6.情報セキュリティのための組織
A.6.1 内部組織
A.6.2 外部組織

A.7.資産の管理
A.7.1 資産に対する責任
A.7.2 情報の分類

A.8 人的資源のセキュリティ
A.8.1 雇用前
A.8.2 雇用期間中
A.8.3 雇用の終了又は変更

A.9 物理的及び環境的セキュリティ
A.9.1 セキュリティを保つべき領域
A.9.2 装置のセキュリティ

A.10 通信及び運用管理
A.10.1 運用手順及び責任
A.10.2 第三者が提供するサービスの管理
A.10.3 システムの計画作成及び受け入れ
A.10.4 悪意のあるコード及びモバイルコードから
の保護
A.10.5 バックアップ
A.10.6 ネットワークセキュリティ管理
A.10.7 媒体の取扱い
A.10.8 情報の交換
A.10.9 電子商取引サービス
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A.10.10 監視

A.11 アクセス制御
A.11.1 アクセス制御に対する業務上の要求事項
A.11.2 利用者アクセスの管理
A.11.3 利用者の責任
A.11.4 ネットワークのアクセス制御
A.11.5 オペレーティングシステムのアクセス制御
A.11.6 業務用ソフトウェア及び情報のアクセス制
御
A.11.7 モバイルコンピューティング及びテレワー
キング

A.12 情報システムの取得，開発及び保守
A.12.1 情報システムのセキュリティ要求事項
A.12.2 業務用ソフトウェアでの正確な処理
A.12.3 暗号による管理策
A.12.4 システムファイルのセキュリティ
A.12.5 開発及びサポートプロセスにおけるセキュ
リティ
A.12.6 技術的ぜい弱性管理

A.13 情報セキュリティインシデントの管理
A.13.1 情報セキュリティの事象及び弱点の報告
A.13.2 情報セキュリティインシデントの管理及び
その改善

A.14 事業継続管理
A.14.1 事業継続管理における情報セキュリティの
側面

A.15 順守
A.15.1 法的要求事項の順守
A.15.2 セキュリティ方針及び標準の順守，並びに技
術的順守
A.15.3 情報システムの監査に対する考慮事項
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付録４．JIS Q 27001 附属書 A

項番
A.5

管理目的

JIS Q 27001:2006
条文
セキュリティ基本方針

A.5.1

情報セキュリティ基本方針
目的： 情報セキュリティのための経営陣の方向性及び支持を，事業上の要求事
項，関連する法令及び規制に従って規定するため。

A.6

情報セキュリティのための組織

A.6.1

内部組織
目的：組織内の情報セキュリティを管理するため。

A.6.2

外部組織
目的： 外部組織によってアクセス，処理，通信，又は管理される組織の情報及び情
報処理施設のセキュリティを維持するため。

A.7

資産の管理

A.7.1

資産に対する責任
目的： 組織の資産を適切に保護し，維持するため。

A.7.2

情報の分類
目的： 情報の適切なレベルでの保護を確実にするため。

A.8

人的資源のセキュリティ

A.8.1

雇用前
目的： 従業員，契約相手及び第三者の利用者がその責任を理解し，求められてい
る役割にふさわしいことを確実にするとともに，盗難，不正行為，又は施設の不正使
用のリスクを低減するため。
雇用期間中
目的： 従業員，契約相手及び第三者の利用者の，情報セキュリティの脅威及び諸
問題，並びに責任及び義務に対する認識を確実なものとし，通常の業務の中で組
織の情報セキュリティ基本方針を維持し，人による誤りのリスクを低減できるように
することを確実にするため。
雇用の終了又は変更
目的： 従業員，契約相手及び第三者の利用者の組織からの離脱又は雇用の変更
を所定の方法で行うことを確実にするため。

A.8.2

A.8.3

A.9

物理的及び環境的セキュリティ

A9.1

セキュリティを保つべき領域
目的： 組織の施設及び情報に対する認可されていない物理的アクセス，損傷及び
妨害を防止するため。
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A.9.2

装置のセキュリティ
目的： 資産の損失，損傷，盗難又は劣化，及び組織の活動に対する妨害を防止す
るため。

A.10

通信及び運用管理

A.10.1

運用の手順及び責任
目的： 情報処理設備の正確，かつ，セキュリティを保った運用を確実にするため。

A.10.2

第三者が提供するサービスの管理
目的： 第三者の提供するサービスに関する合意に沿った，情報セキュリティ及びサ
ービスの適切なレベルを実現し，維持するため。
システムの計画作成及び受入れ
目的： システム故障のリスクを最小限に抑えるため。

A.10.3

A.10.4

A.10.5

悪意のあるコード及びモバイルコード 3)からの保護
目的：ソフトウェア及び情報の完全性を保護するため。
注３） モバイルコードとはあるコンピュータから別のコンピュータへ移動するソフト
ウェアであって，利用者とのやり取りがほとんどない，又はまったくない状
態で自動的に起動し，特定の機能を実行するものをいう。
バックアップ
目的： 情報及び情報処理設備の完全性及び可用性を維持するため。

A.10.6

ネットワークセキュリティ管理
目的： ネットワークにおける情報の保護，及びネットワークを支える基盤の保護を
確実にするため。
A.10.7 媒体の取扱い
目的： 資産の認可されていない開示，改ざん，除去又は破壊，及びビジネス活動
の中断を防止するため。
A.10.8 情報の交換
目的： 組織内部で交換した及び外部と交換した，情報及びソフトウェアのセキュリテ
ィを維持するため。
A.10.9 電子商取引サービス
目的： 電子商取引サービスのセキュリティ，及びそれらサービスのセキュリティを保
った利用を確実にするため。
A.10.10 監視
目的： 認可されていない情報処理活動を検知するため。

A.11

アクセス制御

A.11.1

アクセス制御に対する業務上の要求事項
目的： 情報へのアクセスを制御するため。

A.11.2

利用者アクセスの管理
目的：情報システムへの，認可された利用者のアクセスを確実にし，認可されていな
いアクセスを防止するため。
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A.11.3

A.11.4

A.11.5

A.11.6

A.11.7

利用者の責任
目的： 認可されていない利用者のアクセス，並びに情報及び情報処理設備の損傷
又は盗難を防止するため。
ネットワークのアクセス制御
目的： ネットワークを利用したサービスへの認可されていないアクセスを防止する
ため。
オペレーティングシステムのアクセス制御
目的： オペレーティングシステムへの，認可されていないアクセスを防止するため。
業務用ソフトウェア及び情報のアクセス制御
目的： 業務用ソフトウェアシステムが保有する情報への認可されていないアクセス
を防止するため。
モバイルコンピューティング及びテレワーキング 5)
目的： モバイルコンピューティング及びテレワーキングの設備を用いるときの情報
セキュリティを確実にするため。
注 5) モバイルコンピューティングとは，移動中又は外出先でコンピュータを利用する
ことであり、テレワーキングとは、要員が自分の所属する組織の外で決まった
場所で、通信技術を用いて作業することである。

A.12

情報システムの取得，開発及び保守

A.12.1

情報システムのセキュリティ要求事項
目的： セキュリティは情報システムの欠くことのできない部分であることを確実にす
るため。
業務用ソフトウェアでの正確な処理
目的： 業務用ソフトウェアにおける情報の誤り，消失，認可されていない変更又は
不正使用を防止するため。
暗号による管理策
目的： 暗号手段によって，情報の機密性，真正性又は完全性を保護するため。

A.12.2

A.12.3

A.12.4

システムファイルのセキュリティ
目的： システムファイルのセキュリティを確実にするため。

A.12.5

開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ
目的： 業務用ソフトウェアシステムのソフトウェア及び情報のセキュリティを維持す
るため。
技術的ぜい弱性管理
目的： 公開された技術的ぜい弱性の悪用によって生じるリスクを低減するため。

A.12.6

A.13

情報セキュリティインシデントの管理

A.13.1

情報セキュリティの事象及び弱点の報告
目的： 情報システムに関連する情報セキュリティの事象及び弱点を，時機を失しな
い是正処置をとることができるやり方で連絡することを確実にするため。

A.13.2

情報セキュリティインシデントの管理及びその改善
目的： 情報セキュリティインシデントの管理に，一貫性のある効果的な取組み方法
を用いることを確実にするため。
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A.14

事業継続管理

A.14.1

事業継続管理における情報セキュリティの側面
目的： 情報システムの重大な故障又は災害の影響からの事業活動の中断に対処
するとともに，それらから重要な業務プロセスを保護し，また，事業活動及び重要な
業務プロセスの時機を失しない再開を確実にするため。

A.15

順守

A.15.1

法的要求事項の順守
目的： 法令，規制又は契約上のあらゆる義務，及びセキュリティ上のあらゆる要求
事項に対する違反を避けるため。

A.15.2

セキュリティ方針及び標準の順守，並びに技術的順守
目的： 組織のセキュリティ方針及び標準類へのシステムの順守を確実にするた
め。

A.15.3

情報システムの監査に対する考慮事項
目的： 情報システムに対する監査手続の有効性を最大限にするため，及びシステ
ムの監査プロセスへの干渉及び/又はシステムの監査プロセスからの干渉を最小
限にするため。
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おわりに
本ガイドは、委託先候補における情報セキュリティ対策の履行状況を確認する手段とし
て ISMS 適合性評価制度を利用する場合の解説書として活用することを目的としており、
本制度が委託先を選定するための有効な方法の一つであることをご理解いただければ幸い
である。なお、本ガイドでご紹介している方法は、あくまでも一例であり委託先を選定す
る際の組織又は企業における全ての要件を満たしているものではないことにご留意願いた
い。
作成メンバー
氏名
駒瀬 彰彦
松尾 正浩
丸山 満彦

所属／役職
メンバー
㈱アズジェント 取締役 技術本部長
㈱三菱総合研究所 コンサルティング事業本部 研究部長 主席研究員
監査法人トーマツ エンタープライズ リスク サービス部 パートナー

2006 年 6 月
ISMS 適合性評価制度技術専門部会
財団法人日本情報処理開発協会

17/17

