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A社の
クライテリア
で評価

各社個別に対応

従来（各社が委託先を調査）

格付制度

情報セキュリティ格付制度が目指すもの
 情報セキュリティのレベルに関する客観的評価指標、共通の枠組みが確立し、社会インフラとしての格付プラッ

トホームが形成され、取引先・委託先の重複評価が解消される

 n対nの評価が解消されることで、発注者、受託者間の情報の非対称性の解消、調査コスト・工数の効率化が図
られ、発注者、受託者双方にとって大きなメリットが期待でき、社会コスト削減にも貢献できる
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共通のクライテリアで評価

格付結果の閲覧

情報管理に関する格付け
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B社の
クライテリア
で評価

協働の着眼点による業務改善
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格付概要

情報セキュリティ格付の必要性

 後を絶たない情報セキュリティ事故、社会・市場は認証制度に加え、実態に即してレベル
を評価する制度を要請
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Plan Do

CheckAct

マネジメントの成熟度を評価

成熟度＋管理策の強度
＋コンプライアンスで評価

技術的要請
企業の要請

政府の要請

社会の要請 市場の要請

情報セキュリティガバナンス
の確立

安全・安心

情報の非対称性解消
企業の説明責任

取引先の情報
セキュリティレベル

攻撃の高度化
内部犯行の防止

ISO(ISMS)認証制度

情報セキュリティ格付制度
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格付概要

格付の定義（１７段階）

企業等の組織が取り扱う技術情
報や営業秘密、個人情報等のセ
キュリティ水準に関して、情報漏洩、
改ざん、サービス停止等、想定する
ビジネスリスクへの耐性の度合い
（脅威に応じた管理策の水準、事故
の起きにくさ）を示す格付機関の意
見です。

評価に当たっては、（１）マネジメン
トの成熟度、（２）セキュリティ対策の
強度、（３）コンプライアンスへの取り
組みなどの観点で計測し、記号や数
値で指標化します（事故が起きない
ことを保証するものではありません）。

情報セキュリティ格付とは 格付符号の表記法と定義

AAA is リスク耐性は極めて高く、多くの優れた要素がある。

AA is リスク耐性はかなり高く、優れた要素がある。

A is リスク耐性は高く、部分的に優れた要素がある。

BBB is
リスク耐性は十分であるが、将来環境が大きく変化す
る場合、新たな対策が必要である。

BB is
リスク耐性には注意すべき要素があり、将来環境が変
化する場合、新たな対策が必要である。

B is
リスク耐性に問題があり、絶えず注意すべき要素があ
る。

C is リスクが顕在化する可能性が極めて高い。

（注）上記の格付けの各レベル内の位置が上位または下位ある場合は‘+’または
‘－’符号を付記する。 また、 添え字の“is”は、Information Securityの頭文字。
なお、AAAとＣには‘+,－’符号は付記しない。
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格付概要

格付定義の補足説明

(注)各々の格付けを付与するに際しては、下位の格付けの要件を満たす必要がある。
なお、上記の要件１や要件２は、格付定義を補足説明したものであり、被格付組織の特性や脅威の変化等により随時変更することがあります。

各々の格付けの要件は、要件1「マネジメントの成熟度」と要件２「セキュリティ対策の強度」が主な

構成要素となります。なお、コンプライアンスへの取り組みに係わる要件は、成熟度および強度の
要件に内包されています。

AAA is
（要件１）新たな脅威に迅速に対応し、常時、高水準の管理状態を維持、発展させている。
（要件２）常時、リスクをモニタリングし、即時に柔軟な対応ができる。

AA is
（要件１）継続的な改善プロセスを有し、高水準の管理状態を維持、発展させている。
（要件２）悪意のある内部者に対する管理策（発見的、抑止的、予防・防止的管理策）を織り込んでいる。

A is
（要件１）検証したプロセスを用いて、目標を指標化したうえで管理、実行している。
（要件２）悪意のある外部者に対する管理策（発見的、抑止的、予防・防止的管理策）を織り込んでいる。

BBB is
（要件１）明確に定義した手順書等に基づき、組織的に管理、実行している。
（要件２）一定の予防・防止的管理策（前もって防ぐこと）を織り込んでいる。

BB is
（要件１）手順書等は整っていないが、一定水準の管理をしている。
（要件２）一定の抑止的管理策（行動を思いとどまらせること）および発見的管理策を織り込んでいる。

B is
（要件１）特定の人員に依存して、非公式な管理をしている。
（要件２）発見的管理策（事故の発生を発見できること）等の対策が不十分である。

C is
（要件１）プロセスが確立しておらず、管理が不十分である。
（要件２）対策を講じておらず、絶えず脅威にさらされている。
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評価実務

当社格付クライテリアとムーディーズ格付クライテリアとの構成比較（１）

項
目

当社格付クライテリア大項目 ムーディーズ格付クライテリア大項目

１ 管理体制 [01] Organization

２ 情報セキュリティ関連規定 [02] Information Security Policy

３ 情報資産の識別 [03] Information Classification

４ リスクアセスメント [04] Communications ａｎｄ Ｏｐｅｒａｔｉｏ
ｎｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ５ 人的セキュリティ

６ 再委託

７ 監査

８ 情報取扱管理・媒体管理・廃棄 [05] Ｄａｔａ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

９ 物理アクセス管理 [06] Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

１０ ネットワーク管理 [07] Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
（米国Moody’s社資料より一部抜粋）

◆金融庁「監督指針改正の骨
子（2010年6月4日施行）」

顧客等に関する情報管理態勢
について
(3)外部委託先等における顧客等に
関する情報管理

金融検査結果事例集(平成22 検査事務年度前期版)
平成23年2月、金融庁検査局が公表

主要行等及び外国銀行支店における個別の問題点
検査結果
顧客に係る個人データを取り扱っているにもかかわらず、再々委託先における個人情
報管理責任者の設置状況を確認していないなど、安全管理措置を講じていない。

再々委託先に対する承認プロセスを構築していないなど、外部委託先管理の枠組みが
十分に整備されていない。

経営者のコミットメント
理念、体制、ルール
経営陣と管理者層・従業員層の間でリ
スクや対策についての共通認識を持
つための仕組みを確立しているか？

識別、評価、モニタリング
組織風土の醸成、誓約書、教育、訓練
業務遂行が適切に行われているか確認し、問題の改
善を促す監査等の活動

廃棄、返却管理
持出し、持込み管理

セキュリティ区画の方針
特権ＩＤ管理
変更管理
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評価実務

基準の構成比較（２）

項目 大項目 中項目

１１ クライアント制御 ([07] Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ)

１２ クライアント管理 [08] Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ

１３ システム運用管理 ([07] Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ)

１４ インシデント管理 [08] Incident Management

１５ 事業継続管理 [10] Business Continuity

１６ コンプライアンス [11] Privacy ａｎｄ Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ

「情報セキュリティ格付」大項目 １６ 「情報リスク格付」大項目11
（米国Moody’s社資料より一部抜粋）

緊急時の体制、教育、訓練
リスクコミュニケーション （緊急時のガバナンスに関する充実した取組み）

法令遵守
セキュリティ要求事項の管理

ITシステムの導入
サーバーの不正プログラム対策
ユーティリティの制限
ITシステムの運用

ユーザーID管理・パスワード管理
アクセス管理

端末およびクライアントPCの管理
クライアントの不正プログラム対策

インシデント発生時の委託元への対応等
モニタリング結果を用いて目的・目標が実現できたか評価のうえ、必要に応じ業務プロセスを継続的に改善

情報セキュリティ報告書やサステナビリティ報告書等を用い、CSR(Corporate Social Responsibility)の観点
でステークホルダーとのリスク・コミュニケーションを図るとともに、説明責任を果たしているか？

報告書等は例えば次の事項を盛り込むなどなどの工夫を凝らしているか？
a:経営トップによる社会に対するコミットメント
b:方針・目的・目標(活動方針と、具体的な目的・目標へのブレークダウン)
c:組織体制(目的・目標を実行するための組織体制やマネジメントシステム)
d:パフォーマンス（活動結果としての効果を可視化して開示）
e:第三者評価による情報の信頼性確保(格付け、監査、認証等)

情報セキュリティ目的・目標を実現するために、例えば次の事項を考慮する
などの施策を講じているか？
→経営課題の達成に向け、組織内の活動状況をモニタリング（可視化）する
仕組みを確立
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株式会社アイ・エス・レーティング
TEL： 03-6430-0470 FAX： 03-6430-0473
E-mail： ISR@israting.com http://www.israting.com/

お問合せ先

なお、当資料に記載の内容は予告なく変更することが御座いますので、予めご了承願います。

• 格付け

• ｸﾗｲﾃﾘｱ改善

• 格付委員会

• 格付け制度研究会

• ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ評価

• 顧客開拓

• イベント企画/運営

• 事業戦略

• 広報/管理

企画
マーケティ
ング

格付審査調査研究

「格付け」で確かめ合う、情報の安全安心！

mailto:ISR@israting.com

