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ISO15408/ISO27001 統合型システムセキュリティ
設計技法の提案
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企業や組織の情報セキュリティを確保するためには，顧客の個人情報等の情報資産を保護するた
めのセキュリティ対策を実施することが重要である．このためには，情報システム全体を対象とし
てリスク分析に基づいたシステムセキュリティ設計を行う必要がある．また，セキュリティ設計では
設計根拠を示すために国際セキュリティ基準を利用・準拠してほしいという要望もある．現在，代
表的な国際セキュリティ基準には ISO/IEC15408 と ISO/IEC27001 があり，前者は技術的セキュ
リティ対策の評価，後者はセキュリティ運用管理対策の評価を主としており，どちらか一方の基準
に準拠しただけでは IT 対策・Non-IT 対策の両面をカバーできない．そこで，本論文では，両基準
（ISO15408，ISO27001）を併用しながらセキュリティ設計を行う ISO15408/ISO27001 統合型シス
テムセキュリティ設計方式・手順について提案する．本方式は，ISO27001 準拠設計の結果を利用・
参照して ISO15408 準拠設計を行うことで，両設計結果間の不整合をなくすことを特徴としている．
また，両基準に記載されたセキュリティ対策方針リストを対応付けたテーブルを作成・利用すること
で，両者間の整合を容易に確保可能とすることも特徴としている．また，提案する方式を具体的事例
に適用し，その有効性を示す．

Proposal of the System Security Design Method
Based on ISO15408 and ISO27001
Masayuki Morohashi,† Yasuhiko Nagai,† Masato Arai††
and Satoru Tezuka††
In order to maintain information security in an enterprise or an organization, it is important to enforce countermeasures that protect the assets. For this purpose, it is necessary
to perform security design for information system. And, it is important to perform system
security design based on the international security standard. Now, there are ISO/IEC15408
and ISO/IEC27001 in the international security standard. ISO15408 is to evaluate IT security
countermeasures, and ISO27001 is to evaluate the security management. For this, it is impossible to cover both IT and Non-IT security countermeasures in case of performing system
security design based on one side security standard. In this paper, we propose the system security design method based on both ISO15408 and ISO27001, by means of using and referring
the security design result based on ISO27001 to perform security design based on ISO15408,
and by means of making and using the mapping table that countermeasures in ISO15408
correspond to countermeasures in ISO27001 to assure consistency about countermeasures.
Furthermore, we will show the usefulness of the method in a case study.

資産に対する脅威が増えてきている．また，保護すべ

1. は じ め に

き情報資産には，IT システム内の電子データだけでな

近年，従業員のノートパソコン紛失による顧客情

く，CD-ROM 等の記憶媒体や，印刷された紙媒体も

報の漏洩や，部外者によるインターネットを経由した

あり，このような資産を脅威から守るためにはセキュ

サーバへの不正アクセス，といった組織や企業の情報

リティ対策を実施する必要がある．このセキュリティ
対策には様々なものがあり，データに対するアクセス
制御等の技術的なセキュリティ対策（以下，IT 対策と
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呼ぶ）と，オフィスへの入退室管理や従業員へのセキュ
リティ教育等の運用管理面のセキュリティ対策（以下，

Non-IT 対策と呼ぶ）がある．セキュリティ対策はこ
3520
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れらの中から選択する必要があるが，場当たり的なセ
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れていない．

キュリティ対策の選択では，重大な被害を受ける可能

そこで，本論文では，両基準を併用したセキュリティ

性のある脅威を対策しなかったり，そもそも起こる可

設計で生じる両設計結果間の不整合，およびそれにとも

能性のない脅威に対して対策を行ったりする可能性が

なう作業工数の増加を解決する，ISO15408/ISO27001

ある．これを防ぐためには，情報システム全体を対象

統合型システムセキュリティ設計方式・手順について

として脅威の洗い出しやリスク評価といった分析を行

提案する．本方式は，ISO27001 準拠設計の結果を利

い，これに基づいてセキュリティ対策を立案すること

用・参照して ISO15408 準拠設計を行うことで，両基

が有効である．なお，本論文では，このような情報シ

準におけるアウトプット間の不整合をなくすことを特

ステムを対象としたセキュリティ対策立案までの一連

徴としている．また，ISO15408 記載のセキュリティ

の作業を「システムセキュリティ設計」と呼ぶ．

対策方針と ISO27001 記載のセキュリティ対策方針と

また，セキュリティ設計では設計結果の根拠を示す

を対応付けたテーブルを新規に作成・利用することで，

ことが要求されることから，すでに普及して実績も

両者間の対応付けを容易に行うことも特徴とする．こ

ある基準や方法を利用したいという要望がある．こ

れらにより，並行して設計作業を行った後で整合確認・

のため，国際セキュリティ基準を利用・準拠したセ

調整するよりも少ない工数で設計可能としている．

キュリティ設計を行うことが有効である．これに対

以下，2 章では国際セキュリティ基準に準拠したシ

し，現状活用できる代表的な国際セキュリティ基準に

ステムセキュリティ設計の問題点と課題について，ま

は ISO/IEC15408 1)〜3) と ISO/IEC27001 4) がある．

た，3 章ではその課題を解決するシステムセキュリティ

まず，ISO15408 は IT 製品や IT システムを対象とし，

設計方式・手順を提案する．そして，4 章では本方式・

IT セキュリティ機能を評価するためのセキュリティ評
価基準である．すでに JIS 化（JIS X 5070）されてお

手順を具体的なシステムに適用した結果および考察結

り，日本でも認証制度が本格運用されている．一方，

ISO27001 は情報システムのセキュリティ運用管理面
（Non-IT 面）を評価するための基準である．ISO27001
も ISO15408 と同様，JIS 化（JIS Q 27001）され，国
内でも認証制度がすでに運用されている．
ところで，前述したように，セキュリティ対策には

IT 対策と Non-IT 対策があり，システムセキュリティ
設計ではこれらの中から実施するものを選択すること
になる．しかし，ISO15408 は IT セキュリティ機能

果について示し，最後に 5 章でまとめを述べる．

2. 基準に準拠したシステムセキュリティ設計
の問題点と課題
本章では，現状の国際セキュリティ基準（ISO15408，
ISO27001）に準拠したシステムセキュリティ設計手
順，および，基準に準拠したシステムセキュリティ設
計において生じる問題点と課題について述べる．

2.1 現状の基準に準拠したシステムセキュリティ
設計手順の概要

を対象とした基準であり，Non-IT 対策は対象外であ

1 章で述べたように，システムセキュリティ設計で

る．また，ISO27001 はセキュリティ運用管理面を対

は国際セキュリティ基準に準拠することが有効であり，

象とした基準であり，IT 対策は部分的なものしかな

現状活用できる代表的な国際セキュリティ基準には

い．このため，どちらか一方の基準に準拠するだけで

ISO15408 と ISO27001 がある．前者は IT セキュリ

は，IT 対策・Non-IT 対策の両面を考慮したシステム

ティ機能の評価，後者はセキュリティ運用管理面の評

セキュリティ設計に十分に対応できない．

価を目的としており，両者は目的に応じて使い分ける

このような状況に対応する方法として，IT/Non-IT
両面を網羅した国際基準を新規に制定・利用するアプ
ローチと，両基準（ISO15408/ISO27001）を併用す
るアプローチが考えられる．これらのうち，ISO15408
と ISO27001 は両方ともすでに確立・普及しており，

ものとなっている．これらの各基準に準拠したセキュ
リティ設計手順の概要を以下に説明する．

2.1.1 ISO15408 準拠セキュリティ設計手順
ISO15408 に準拠したシステムセキュリティ設計（以
下，ISO15408 設計と呼ぶ）の手順を以下に示す．な

すぐに有効に使えることから，今回は両基準を併用す

お，ISO15408 では設計手順を規定していないため，

るアプローチを採用した．しかし，このアプローチで

本手順は文献 5)，6) を参考にした．

は，両者の設計結果間に不整合が生じる可能性があり
（詳細は 2.2 節 (2) に記載），この不整合をなくすため

(1) ステップ 1：評価対象の定義
組織の IT システムを対象とし，その対象範囲内に

には作業の手戻りが発生するという問題がある．そし

存在する保護すべき情報資産や物理的環境等を定義

て，現状ではこのような問題を解決する方法は提案さ

する．
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(2) ステップ 2：脅威の抽出
ステップ 1 で定義した対象範囲に対して，前提とし

のリスク評価結果を考慮して，情報資産を保護するた

ステップ 2 で洗い出した脅威，および，ステップ 3

て考慮すべき前提条件と，法律等によって規定されて

めの管理策を ISO27001 4) から選択する．さらに，選

いる組織のセキュリティポリシーを識別する．次に，

択した管理策を適用宣言書としてまとめる．

前提条件を考慮しつつ，対象範囲に対する脅威を網羅

(5) ステップ 5：規則・手順書の作成
ステップ 4 で立案した管理策を実現するために必要

的に洗い出す．

(3) ステップ 3：リスク評価

な規則・手順書を策定する．

ステップ 2 で抽出した脅威ごとに，脅威の発生可
能性，および，脅威発生時の損失の大きさを評価し，
それらに基づいてリスクの大きさを評価する．なお，

2.2 基準に準拠したシステムセキュリティ設計に
おける問題点
システムセキュリティ設計に活用可能な国際セキュ

ISO15408 ではリスク値を算出することは要求されな
いが，セキュリティ対策で対抗すべき脅威を決定した

能を対象とした基準であり，Non-IT 対策は対象外で

リティ基準である ISO15408 は，IT セキュリティ機

り，コスト効果の高いセキュリティ対策を立案するた

ある．一方，ISO27001 はセキュリティ運用管理面を

めの手段としてリスク評価は有効である．

対象とした基準であり，IT 対策は部分的なものしか

(4) ステップ 4：セキュリティ目標・機能要件の立案

ない．このため，どちらか一方の基準に準拠するだけ

ステップ 2 で洗い出した脅威，および，ステップ 3

では，IT 対策・Non-IT 対策の両面を考慮したシステ

のリスク評価結果を考慮して，情報資産を保護するた

ムセキュリティ設計に十分に対応できない．これに対

めのセキュリティ目標を立案する．さらに，ステップ

して下記のような解決方法が考えられ，それぞれに問

2 で定義した前提条件と組織のセキュリティポリシー

題がある．

を実現するセキュリティ目標も立案する．

(1) IT 対策・Non-IT 対策の両面を網羅した新しい国

さらに，立案したセキュリティ目標に対し，それに
対応するセキュリティ機能要件を ISO15408 part2

2)

際セキュリティ基準の制定

IT 対策と Non-IT 対策の両面が充実した国際基準を

から選択する．

新規に作成する．これに対応する基準として ISO/IEC

(5) ステップ 5：セキュリティ機能の決定
ステップ 4 で選択したセキュリティ機能要件を実現

TR19791 8) が 2006 年に制定されている．この基準は
システムセキュリティ評価手法に関するテクニカルテ

するためのセキュリティ機能を決定する．最後に，ス

ポートであり，IT 対策と Non-IT 対策の両面をカバー

テップ 1〜5 の結果をセキュリティ基本設計書として

するために ISO15408 のフレームワークに ISO27001

まとめる．

記載の管理策を取り込むというアプローチを提案してい

2.1.2 ISO27001 準拠セキュリティ設計手順

る．具体的には，ISO27001 記載の管理策を ISO15408

ISO27001 に準拠したシステムセキュリティ設計（以

記載のセキュリティ機能要件と同様の記述形式に再表

下，ISO27001 設計と呼ぶ）の手順を以下に示す．な

現した管理要件を新規に定義している．しかし，この

お，ISO27001 では設計手順を規定していないため，

ような新しい基準が ISO15408 や ISO27001 と同程度

本手順は文献 7) を参考にした．
(1) ステップ 1：対象の定義

普及し，実績を得るには今後まだ時間がかかると思わ

組織全体（IT システム・人・施設等を含む）を対象
とし，その対象範囲内に存在する保護すべき情報資産
や物理的環境等を定義する．

れる．

(2) 両基準（ISO15408/ISO27001）を併用したシステ
ムセキュリティ設計
ISO15408 は IT セキュリティ対策，ISO27001 は主

(2) ステップ 2：脅威の抽出
ステップ 1 で定義した対象範囲に対して，法令や

に Non-IT セキュリティ対策を対象としており，両者

事業上の要求事項を考慮しつつ，脅威を網羅的に洗い

め，それぞれの基準に準拠したセキュリティ設計を行

出す．
(3) ステップ 3：リスク評価

リティ対策を立案・実施できる．また，両基準はすで

ステップ 2 で抽出した脅威ごとに，脅威の発生可能
性，および，脅威発生時の損失の大きさを評価し，そ
れらに基づいてリスクの大きさを評価する．

(4) ステップ 4：管理策の選択

はお互いに補完するような関係になっている．このた
うことで，IT 面と Non-IT 面の両方を考慮してセキュ
に普及して実績のある基準であるため，本方法はすぐ
に有効に使えるアプローチである．
しかし，各基準で生成されるアウトプットには関連
する部分があるため，各基準に準拠した設計を別々に
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表 1 ISO15408 設計および ISO27001 設計におけるアウトプッ
トと両者間に生じる不整合
Table 1 Output and inconsistence in security design
based on ISO15408 and ISO27001.
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げた併用時の問題点をふまえ，以下の要件を満たす
ISO15408/ISO27001 統合型システムセキュリティ設
計方式を開発した．
(1) 基準間におけるアウトプットの不整合をなくすこと
各個別基準で要求するアウトプットは不整合が生じ
る可能性がある．この不整合をそのままにしておくと，
ある脅威に対して両設計間で異なるセキュリティ対策
を立案してしまい，過剰に対策することで対策コスト
が増えてしまう等の問題が生じる．また，運用後に不
整合を指摘された場合に，設計の信憑性が失われ，分
析・設計結果全体が信用されなくなる恐れがある．そ
こで，このようなことを防ぐためにも，アウトプット
間の不整合をなくすことを要件とした．
(2) 並行して設計作業を行った後で整合確認・調整す
るよりも少ない工数で設計可能
基準間のアウトプットの不整合が発覚した場合に，
不整合をなくすための見直し作業を行う必要がある．
セキュリティ設計はウォータフォール型であることか
ら，1 つの変更が以降の作業結果に影響を与えるため，
見直しにかかる作業工数が大きくなる可能性がある．
そこで，並行して設計作業を行った後で整合確認・調
整するよりも少ない工数で設計可能な方式・手順とす
ることを要件とした．
なお，本提案方式で生成するアウトプットは，個別
基準に準拠した設計で生成するアウトプットと同じと

実施するとアウトプット間の不整合が生じる可能性が
ある．表 1 に，各基準に準拠した設計におけるアウ
トプットと，それらの間に生じる不整合を示した．作
業工数や必要な専門知識を考えると，両者の設計作業

する．

3. ISO15408/ISO27001 統合型システムセ
キュリティ設計方式・手順

やすい．また，これらの中でも，脅威に対してどのよ

本章では，前章であげた要件を満たす ISO15408/
ISO27001 統合型システムセキュリティ設計方式を開
発するうえでの問題点，および，その解決方法と，こ

うなセキュリティ対策方針を選択するかについては，

れらをふまえて開発した設計手順について述べる．

は分担して行うことが考えられるため，設計者間のス
キルや判断の違い等によってこのような不整合が生じ

設計者のスキルや判断に大きく依存するため，特に

3.1 開発上の問題点

不整合が生じやすい．このため，各基準に準拠した設

まず，要件 (1) を満たすために，基準で要求される

計を行った後で，設計結果間で整合がとれているかど

アウトプットの記述内容を明確化し，両者間で整合を

うかを確認し，さらに不整合があった場合には修正作

とるべき部分を特定・整理した（表 1）．次に，セキュ

業が必要となる．これに対して，IPA や ECSEC や
JIPDEC 等の公開情報を参照しても，現状ではこのよ

リティ設計はウォータフォール型であることから，要

うな問題を解決する具体的な手段は提案されていない．

認・調整をした方がよいと考えた．ISO15408 設計と

2.3 両基準を併用したシステムセキュリティ設計
における課題

とに着目し，設計ステップレベルの手戻りをなくすた

件 (2) を満たすためにはできるだけ早い段階で整合確

ISO27001 設計では設計ステップはほぼ同じであるこ

ISO15408 と ISO27001 は両方ともすでに確立・普
及しており，すぐに有効に使えることを考え，これら

キュリティ対策方針の策定」「実現手段の決定」とい

の基準をそのまま利用する ISO15408/ISO27001 併用

う設計ステップとし，それぞれにおいて ISO15408 設

アプローチを今回採用した．そこで，2.2 節 (2) であ

計作業・ISO27001 設計作業に加えて両者間の整合確

めに，
「対象の定義」
「脅威の抽出」
「リスク評価」
「セ
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図 1 ISO15408 機能要件と ISO27001 管理策との対応関係
Fig. 1 Correspondence between ISO15408 security functional requirements and
ISO27001 security controls.

認・調整作業を行う手順とした．そして，さらに各設
計ステップの詳細化・具体化を行った．しかし，この

(b) ISO15408 機能要件と ISO27001 管理策を対応
付けたときに片方にしか存在しない部分がある

設計ステップ単位の手順の詳細化・手順化において，

ため，対応関係の漏れをチェックすることが困

以下の点が問題となった．

難である．具体的には，ISO15408 機能要件に

(1) 各設計ステップ内における整合確認・調整のタイ

は Non-IT 対策がなく，ISO27001 管理策には

ミング
設 計 ス テップ 内 に お い て も ，ISO15408 設 計 と

IT 対策が部分的にない（大まかな対応関係を
図 1 に示す）．

ISO27001 設計を別個に行った後で，両者間の整合を
確認・調整したのでは作業の手戻りが発生するため非

(c) ISO15408 機能要件と ISO27001 管理策はとも
に表現が抽象的であるため，両方をよく知る専

効率的である．そこで，各設計ステップ内においても，

門家でないと対応付けが困難である．
3.2 解 決 方 法
上記の問題点を解決するため，以下の特徴を備える

できるだけ手戻りを少なくする方法・手順を検討した．

(2) ISO15408 機能要件と ISO27001 管理策の間の対
応付け

ISO15408 設計におけるセキュリティ対策方針の
策定では，ISO15408 記載のセキュリティ機能要件
（ 以 下 ，ISO15408 機 能 要 件 ）を 選 択 す る ．ま た ，

統合型システムセキュリティ設計方式を開発すること
とした．

(1) ISO15408 設計作業における ISO27001 設計結果
の利用・参照

ISO27001 設計におけるセキュリティ対策方針の策定

ISO15408 設計と ISO27001 設計では，ともに IT シ

では，ISO27001 記載の管理策（以下，ISO27001 管

ステムを対象に含んでいる．また，ISO27001 設計で

理策）を選択する．両者間の整合確認・調整を行うた

要求される脅威抽出等の分析と比較して，ISO15408

めには，選択した ISO15408 機能要件と ISO27001 管

設計ではより詳細な分析が要求される．このことから，

理策との対応付けを行い，対応関係に矛盾や漏れがな

まず ISO27001 設計として組織全体に対する概要レベ

いことを確認する必要がある．しかし，下記のような

ルの設計作業を行い，次にその ISO27001 設計結果の

理由から両者の対応付けが困難である．

IT システム部分を利用・参照することで両者間の整
合を考慮した ISO15408 設計を行う手順を提案する．

(a) 記述の詳細度が異なる．具体的には，ISO15408
機能要件は記述が詳細であり，それに比べて

これによって，整合確認・調整のための作業を別途行

ISO27001 管理策は抽象度が高い．

うことが不要で，かつ，整合調整のための手戻り作業
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図 2 ISO15408 機能要件 — ISO27001 管理策間マッピングテーブルの構成
Fig. 2 Composition of the mapping table about security objectives.

も発生しない．なお，設計ステップごとの作業内容に

属するファミリ（FDP ROL（ロールバック））

ついては 3.3 節に記載する．

に関する記述である「利用者データの完全性を

(2) ISO15408 機能要件 — ISO27001 管理策間マッピ

保持するために，1 つの操作または一連の操作

ングテーブル

の影響を元に戻す能力を提供する」を参考にし

セキュリティ機能要件と管理策はそれぞれ ISO15408
と ISO27001 で定義されているものであり，かつ，両

て ISO27001 管理策を追加した．

(b) ISO15408 機能要件の Non-IT 部分の補完

者は整合確認のために繰り返し対応付けるものであ

2.2 節 (1) に記載したように，ISO19791 で

ることから，両者間の対応関係を格納したマッピング

は，ISO27001 管理策を ISO15408 機能要件と

テーブル（図 2）をセキュリティ設計の専門家が事前

同様の記述形式に再表現した管理要件を新規に

に作成することとした．さらに，本テーブルの作成で

定義している．そこで，この管理要件を利用す

は以下のようにして，ISO15408 機能要件の Non-IT

ることで，ISO15408 機能要件の Non-IT 部分

部分，および ISO27001 管理策の IT 部分を補完した．

を補完した．具体的には，ISO27001 管理策の

(a) ISO27001 管理策の IT 部分の補完

1 つである「A.5.1.1 情報セキュリティ基本方

ISO15408 機能要件は ISO15408 part2 に記

針文書」に相当する ISO15408 管理策はないた

載されているように，クラスと呼ばれる大分類

め，これに対応する ISO19791 記載の管理要件

とファミリと呼ばれる中分類によって分類され

である「FOD POL.1 セキュリティポリシー」

ており，この中分類の下に 1 つ以上の ISO15408
機能要件がある．このうち，ISO27001 管理
策の詳細度と近いのは中分類レベルであるこ
とに着目し，ISO15408 part2 に記載された

を追加した．
3.3 ISO15408/ISO27001 統合型システムセ
キュリティ設計手順

中分類（ファミリ）に関する記述を参考にし

上記の解決方法をふまえて開発した ISO15408/
ISO27001 統合型システムセキュリティ設計方式の全

て，ISO27001 管理策の IT 部分を補完した．

体フローを図 3 に示す．以下に，各ステップの作業内

具体的には，ISO15408 機能要件の 1 つである

容を説明する．

FDP ROL.1（基本ロールバック）に相当する
ISO27001 管理策はないため，この機能要件が

(1) ステップ 1：対象の定義
設 計 対 象 に 関 す る 情 報 を 入 力 と し て ，ま ず，
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図 3 ISO15408/ISO27001 統合型システムセキュリティ設計手順
Fig. 3 Procedure for the system security design based on ISO15408 and ISO27001.

ISO27001 設計として組織全体の対象定義を行う．具

る部分であるため，資産・攻撃者・脅威種別の 3 項目

体的には，IT システムの構成（構成する機器，ネッ

のほかに攻撃方法も加えることで脅威を詳細に識別す

トワーク構成），資産，物理環境，関与者，組織（組

る．たとえば，上記で示した脅威に対応付く脅威とし

織の体制やセキュリティポリシー）を定義する．

て，「管理者が正規の管理者権限でクライアント端末

次に ISO15408 設計の対象定義では，ISO27001 設

からネットワーク経由でサーバにアクセスして顧客情

計の定義情報との共通部分（IT システムの構成，資

報を不正に漏洩する」や「管理者が他の管理者の ID/

産，物理環境，関与者，組織）を再利用する．そして，

パスワードを盗み，他人になりすましてサーバにログ

各機器の機能構成については ISO27001 設計で定義し

インして顧客情報を不正に漏洩させる」といった脅威

ていないため，新たに定義する．

が洗い出せる．

(2) ステップ 2：脅威の抽出
まず，ISO27001 設計の脅威抽出では，ステップ 1

(3) ステップ 3：リスク評価
まず，ISO27001 設計のリスク評価では，ステップ 2

で定義した組織全体を対象にして，定義した資産に想

で洗い出した ISO27001 設計の脅威を対象にして「脅

定される脅威を洗い出す．本作業は対象が組織全体で

威の発生可能性」と「脅威発生時の被害の大きさ」を

あり，あまり詳細な脅威を洗い出すことが困難である

それぞれランク付けし，これらを掛け算することに

ため，資産・攻撃者・脅威種別の 3 項目を視点にして

よって脅威単位でリスクランクを算出する．なお，
「脅

脅威を識別する．たとえば，資産を「サーバ内の顧客

威の発生可能性」は攻撃者のスキルや攻撃方法の難し

情報」
，攻撃者を「管理者」，攻撃種別を「機密性侵害」

さ等をふまえて 3 段階（3：頻繁に発生する，2：たま

とした場合，脅威は「管理者がサーバにアクセスして

に発生する，1：ほとんど発生しない）でランク付け

顧客情報を不正に漏洩させる」となる．

する．また，「脅威発生時の被害の大きさ」は資産の

次に，ISO15408 設計の脅威抽出では，ISO27001 設

価値や攻撃種別等をふまえて 3 段階（3：被害が大き

計の IT システム部分に関する脅威と対応付けながら，

い，2：中程度の被害を受ける，1：被害が小さい）で

ステップ 1 で定義した IT システムに想定される脅威

ランク付けする．具体例で示すと，「管理者がサーバ

を洗い出す．本作業は IT システムの実装にも関係す

にアクセスして顧客情報を不正に漏洩させる」という
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図 4 セキュリティ対策方針の策定作業の例
Fig. 4 Sample of work to decide security objectives.

脅威では，管理者はアクセス権限を持っていて攻撃が

に該当する脅威を ISO15408 設計における脅威の中か

容易であることから「脅威の発生可能性」を「2」，顧

ら特定する．

客情報は漏洩すると組織が大きな損害を受けることか

次に，ISO27001 設計のセキュリティ対策方針策定

ら「脅威発生時の被害の大きさ」を「3」と評価した

では，ISO27001 設計における脅威（対抗すべき脅威

とすると，リスクランクは 6 となる．

のみ）とリスクランクを参考にして，脅威に対抗する

次に，ISO15408 設計のリスク評価では，ISO15408

ためのセキュリティ対策方針を選定する．その際，セ

設計の脅威を対象にして，ISO27001 設計における脅

キュリティ対策方針の選択候補として，ISO15408 機

威のリスク評価結果を参照しながら，不整合が起きな

能要件 — ISO27001 管理策間マッピングテーブル記載

いようにリスクランクを算出する．なお，不整合を生

の ISO27001 管理策を利用する．そして，ISO15408

じないようにするため，ISO27001 設計と同じリスク

設計のセキュリティ対策方針策定では，ISO15408 設

評価方法を用いる．本作業を，(2) で例示した 2 つの

計における脅威（対抗すべき脅威のみ）とリスクラン

脅威を用いて説明する．まず，前者の脅威は攻撃が容

クを参考にして，脅威に対抗するためのセキュリティ

易であることから「脅威の発生可能性」を「2」，「脅

対策方針を選定する．その際，セキュリティ対策方針

威発生時の被害の大きさ」を「3」と評価したとする

の選択候補として，ISO15408 機能要件 — ISO27001

とリスクランクは 6 となる．また，後者の脅威は他の

管理策間マッピングテーブルを用いて，ISO27001 設

管理者の ID/パスワードを盗むことが難しいため「脅

計で選定した ISO27001 管理策に対応する ISO15408

威の発生可能性」を「1」，「脅威発生時の被害の大き

機能要件を利用する．

さ」を「3」と評価したとするとリスクランクは 3 と

本ステップにおけるセキュリティ対策方針の策定作

なる．

業について具体例を示して説明する．この作業全体の

(4) ステップ 4：セキュリティ対策方針の策定
まず，ISO27001 設計において対策すべきリスク

の脅威を「管理者がサーバにアクセスして顧客情報を

ランクの範囲を決定し，その範囲に該当する脅威を

不正に漏洩させる」とし，これに対応する ISO15408

ISO27001 設計における脅威の中から特定する．次に，

設計の脅威を「管理者が正規の管理者権限でクライ

上記で決めたリスクランクの範囲を ISO15408 設計に

アント端末からネットワーク経由でサーバにアクセ

おいて対策すべきリスクランクの範囲とし，その範囲

スして顧客情報を不正に漏洩させる」とする．さら

イメージを図 4 に示す．この例では，ISO27001 設計
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に，ISO27001 設計のセキュリティ対策方針立案では，

報を利用した各種帳票データ（発注書，請求書等）の

ISO27001 管理策として「A.8.2.2 情報セキュリティの

作成」
「電子メールや可搬媒体（CD-ROM 等）を用い

意識向上，教育及び訓練」を選択したとする．このよ

た顧客との情報交換」である．

立案では，まず，マッピングテーブルを用いて，上記

4.2 適 用 結 果
本節では，3 章で提案した方式を，前節で示した適

の ISO27001 管理策に対応する ISO15408 機能要件

用対象に適用した結果を示す．なお，設計者について

（この例では「MPS IST.1 情報セキュリティ教育」が

は，ISO15408 設計と ISO27001 設計を別の人が分担

うな場合に，ISO15408 設計のセキュリティ対策方針

その 1 つ）を導出する．そして，ISO15408 設計の脅

し，前者は ISO15408 設計に関するスキル・経験，後

威とリスクランクを参考にして，導出した ISO15408

者は ISO27001 に関するスキル・経験を持つ専門家に

機能要件の中から実施するものを選択する．

実施していただいた．また，特別な分析・設計ツール

(5) ステップ 5：実現手段の決定
ステップ 4 で策定したセキュリティ対策方針のうち，

等は使用していない．

(1) ステップ 1：対象の定義

IT 面の ISO15408 機能要件および ISO27001 管理策

ISO27001 設計では，営業部門サイト全体を対象と

を入力として，IT システムのセキュリティ機能を決定

して，IT システムの構成（顧客管理サーバ，クライア

する．また，この作業とは別に，ステップ 4 で策定し

ント端末，ファイアウォール，ネットワーク構成），資

た Non-IT 面の ISO15408 機能要件および ISO27001

産（顧客情報（電子データ/記憶媒体/紙媒体），営業

管理策を入力として，組織全体の規則・手順書を作成

情報（電子データ/記憶媒体/紙媒体），顧客管理ソフ

する．

ト，電子メールソフト，ファイアウォールソフト，OS，

最終的な出力としては，ISO15408 設計については

顧客管理サーバ，クライアント端末，ファイアウォー

これまでの設計結果をまとめたセキュリティ基本設計

ル），物理環境（所在地，施設，設備），関与者（管理

書を作成する．一方，ISO27001 設計については，規

者，一般ユーザ），組織（事業の目的，組織の体制，関

則・手順書，リスク評価結果等の分析結果，選択した

連部門・組織との関係）を定義した．また，ISO15408

ISO27001 管理策をまとめた適用宣言書を作成する．

設計ではさらに IT システムの機能構成を定義した．

4. 事例による評価

(2) ステップ 2：脅威の抽出
ISO27001 設計では，営業部門サイト全体を対象に

3 章で提案した ISO15408/ISO27001 統合型システ
ムセキュリティ設計方式・手順を具体的なシステムに

して，(1) で示した資産，攻撃者（管理者，一般ユー
ザ，外部者，機器等），脅威種別（漏洩等の機密性侵

適用した結果，および考察内容について述べる．

害，消去・改ざん等の完全性侵害，サービス停止等の

4.1 適 用 対 象

可用性侵害）を組み合わせ，ありえない脅威を削除す

図 5 に示す営業部門を適用対象とし，そこに含まれ

ることで，117 個の脅威（そのうち IT システムの脅

る IT 機器・人・設備等を含む全体を対象とした（図 5

威は 54 個）を洗い出した．具体的には「管理者が顧

における吹出しは資産を示す）．なお，この営業部門

客管理サーバにアクセスして顧客情報を不正に漏洩さ

では業務効率化のために顧客管理システムを導入して

せる」等があった．

おり，業務内容は「顧客情報の登録・閲覧」「顧客情

次に ISO15408 設計では，54 個の IT システムの脅
威と対応付けながら，攻撃手段までを考慮した脅威を
洗い出した結果，顧客管理サーバには 257 個，クライ
アント端末には 232 個，ファイアウォールには 190 個
の脅威があった．具体的には「管理者が正規の管理者
権限でクライアント端末からネットワーク経由で顧客
管理サーバにアクセスして顧客情報を不正に漏洩させ
る」等があった．

(3) ステップ 3：リスク評価
ISO27001 設計では，営業部門サイトで洗い出した
各脅威について，脅威の発生可能性と，脅威発生時の
図 5 営業部門サイトの概要
Fig. 5 Outline of the business department site.

被害の大きさをそれぞれ 3 段階（1，2，3）でランク
付けし，これらを掛け算することでリスクランクを算
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出した．次に ISO15408 設計では，ISO27001 設計の

業を行う必要があるため，若干手間が増えた．

リスクランクを参照して不整合が起きないように注意

しかし，本分析作業では脅威を網羅的に洗い出

しながらリスクランクを算出した．

す作業に多くの工数がかかるものであり，前述

(4) ステップ 4：セキュリティ対策方針の策定
ISO27001 設計では，リスクランク 1〜9 のうち 4 以

のような作業負荷の多少の増減では大きな工数

上を対策すべきリスクランク範囲とし，それに対応す

(c) 両設計における脅威の対応付けを行っているた
め，後で脅威を削除・変更した場合でも，修正す

る脅威を特定した．また，ISO15408 設計についても
同様に 4 以上を対策すべきリスクランク範囲とした．

の変化はなかった．

べき箇所を両設計にわたってすぐに特定できる．

次に，ISO27001 設計では，営業部門サイトにおけ

これにより，設計時だけでなくシステム運用後

る脅威に対抗するために 109 個の ISO27001 管理策

や定期的な見直し時においても，両者の整合を

を選択した．そして，ISO15408 設計では，マッピン
グテーブルを用いることで選択した ISO27001 管理策

確保しながら効率的に修正することができた．
(d) 脅威抽出では完全に抜け漏れなく洗い出すこと

と対応付く ISO15408 機能要件を候補として各機器に

は困難であり，漏れが生じる可能性がある．本

対して実施すべきものを選択した．たとえば，顧客管

提案方式では，ISO27001 設計におけるマクロ

理サーバでは 93 個の ISO15408 機能要件を選定した

な視点での脅威抽出に加え，ISO15408 設計に

（内訳は IT 対策が 47 個，Non-IT 対策が 46 個）．

おけるミクロな視点での脅威抽出も行うため，

(5) ステップ 5：実現手段の決定

単独で設計した場合と比較して脅威の網羅性を

IT 面の ISO15408 機能要件/ISO27001 管理策を実
現するために，顧客管理サーバに 12 個，クライアン
ト端末に 11 個，ファイアウォールに 8 個のセキュリ

高めることができた．

(3) ステップ 3：リスク評価
(a) 両設計におけるリスクランクの不整合をなくす

ティ機能を開発することにした．一方，Non-IT 面の

ために，両者のリスク評価方法を同じにする方

ISO15408 機能要件/ISO27001 管理策を実現するため

法は有効であった．また，ISO27001 設計のリ

に規則・手順書を 28 個作成することにした．そして，

スク評価結果を参照しながら，整合がとれるよ

最終的な成果物として，ISO15408 設計ではセキュリ

うに ISO15408 設計のリスク評価を行ったため，

ティ基本設計書，ISO27001 設計では規則・手順書や
適用宣言書等を作成した．

4.3 結果の検討
本節では，前節で示した適用結果を通じて得た評価

両者の整合を確保できた．

(4) ステップ 4：セキュリティ対策方針の策定
(a) マッピ ン グ テ ー ブ ル に お い て ISO15408 記
載のセキュリティ機能要件の Non-IT 部分，

および考察を以下に示す．

ISO27001 記載の管理策の IT 部分をそれぞれ

4.3.1 本方式の有効性
セキュリティ専門家やコンサルタントから適用結果
に対するコメントをいただくことで，以下に示したよ

追加している．これによって ISO27001 管理策

うに有効性を確認できた．なお，具体的な作業工数に

(b) ISO15408 設計では，マッピングテーブルを用
いることで整合のとれた ISO15408 機能要件の

ついては 4.3.2 項に記載する．

の数が増えているため，ISO27001 設計におけ
る作業負荷が増えた．

(1) ステップ 1：対象の定義
(a) 両設計における定義情報の共通部分をもう一方
で再利用したため，両者間の不整合は起こらな

中から選択したため両者間の不整合が起こらな

かった．また，ISO15408 設計の作業工数も削

ため，選定にかかる負荷を軽減できた．
(c) ISO15408 記載のセキュリティ機能要件の Non-

減できた．

(2) ステップ 2：脅威の抽出
(a) ISO27001 設 計 の 脅 威 と 対 応 付 け な が ら
ISO15408 設計における脅威を洗い出したため，
両者間の不整合は起こらなかった．

(b) ISO15408 設計において，ISO27001 設計の脅
威を参考にできるため，分析にかかる負荷が多
少軽減された．一方，両者を対応付けながら作

かった．また，マッピングテーブルによって選
択候補となる ISO15408 機能要件を絞り込める

IT 部分，ISO27001 記載の管理策の IT 部分の
追加によって，既存の ISO15408 機能要件およ
び ISO27001 管理策を利用するよりも，IT 対
策・Non-IT 対策をふまえた網羅的なセキュリ
ティ対策方針を立案できた．

(5) ステップ 5：実現手段の決定
(a) ステップ 4 で ISO27001 管理策と ISO15408 機
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図 6 作業工数の比較
Fig. 6 Comparison in term of work hours.

能要件との間の整合をとっているため，このス

を図 6 の参考情報 A に記載した．対象が異なるため

テップでは特別な作業をしなくても，セキュリ

両者の工数を単純に比較することはできないが，この

ティ機能と規則・手順書の間の整合を確保する

例では全体の工数を比較すると本提案方式の方が若干

ことができた．
4.3.2 作 業 工 数

少ないといえる．

本事例適用に要した作業工数と，この工数に対す
る考察について示す．まず，全体の作業工数について

ISO15408 設計および ISO27001 設計をそれぞれ単独
で行った場合の工数の和ははほとんど変わらないと考

は 27.2 人月であった（作業ステップごとの内訳につ

えられる．したがって，後者の方法では単独で設計し

いては図 6 に記載）．本提案方式の作業は大別すると

た後で両設計間の整合確認・調整が必要であるため，

ISO27001 設計作業と ISO15408 設計作業に分けられ

これにかかる作業工数だけ本提案方式の方が工数が少

るため，それぞれについて検討した．

ない．

以 上 の こ と か ら ，本 提 案 方 式 に 要 す る 工 数 と ，

ま ず ISO27001 設 計 作 業 に つ い て は ，単 独 で

ただし，単独で両設計を行った方法は並行して設計

ISO27001 設計を行う場合と作業内容が同じである

作業を行えるため，設計開始から終了までの期間につ

ため，両者にかかる工数はほぼ同じと予想される．実

いては短くなる可能性がある．しかし，両設計後に整

際，本事例と同程度の規模のシステムを対象とした

合の確認作業が必要で，かつ，不整合があった場合に

ISO27001 設計では全体で 7.2 人月かかり，本提案方
式における工数とほとんど同じであった（作業ステッ

は追加作業が生じるため，工数の見積りや人員の割当

プごとの内訳は図 6 の参考情報 B に記載）．

生しない．

一方，ISO15408 設計作業では，整合を確保するた
めに，単独で ISO15408 設計を行う場合と作業内容が

てが困難である．一方，本提案方式では追加作業が発

5. お わ り に

部分的に異なる．しかし，各ステップでは網羅的な脅

本論文では，情報システムのセキュリティを確保

威の洗い出し等の分析作業に多くの工数がかかり，こ

するために，IT セキュリティ機能を対象としたセ

の分析作業自体は本提案方式でも同じであることから，

キュリティ評価基準 ISO15408 とセキュリティ運用

両者にかかる工数はあまり変わらないと予想される．

管理面の基準である ISO27001 の両基準を併用する

参考情報として，別のシステムを対象にした ISO15408

ISO15408/ISO27001 統合型システムセキュリティ設
計方式・手順を提案した．また，この方式・手順を事

設計にかかった工数を，本事例の規模に換算した工数

Vol. 48
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例適用することにより，本方式・手順の有効性を確認
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