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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セキュリティ評価装置が、１以上の機器で構成されるシステムに施されたセキュリティ
を評価するセキュリティ評価方法であって、
　前記セキュリティ評価装置は、
　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースと、入力装置と、表示装置と、演算装置と、を有し、
　前記演算装置は、
　前記データベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出して前記表示装置に
表示し、前記入力装置を介して、操作者より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか
１つの指定を評価対象システムの指定として受け付けた後、評価対象システムとして指定
されたシステムタイプの構成機器すべてを前記データベースから読み出して前記表示装置
に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、表示中の構成機器各々の評価対象システ
ムでの使用の有無を、評価対象システムを構成する各機器の指定として受け付ける第１の
ステップと、
　前記データベースを検索し、前記第１のステップで指定された評価対象システムに対応
するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された評価対象システ
ムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
　前記第１のステップで指定された評価対象システムを構成する機器毎に、前記第２のス
テップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記表示装置に表示し、前記入力装
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置を介して、操作者より、当該機器毎に対応付けて表示されたセキュリティ施策の実施の
有無を受け付ける第３のステップと、
　前記第３のステップで受け付けた評価対象システムを構成する各機器のセキュリティ施
策の実施の有無に基づいて、当該評価対象システムに施されたセキュリティ状態の評価を
行ない、その結果を前記表示装置に表示する第４のステップと、を行うこと
を特徴とするセキュリティ評価方法。
【請求項２】
　請求項１記載のセキュリティ評価方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティの種類が対応付けられて記述されており、
　前記演算装置は、
　前記第４のステップにおいて、前記第２のステップで読み出した評価対象システムを構
成する各機器のセキュリティ施策を、当該セキュリティ施策に対応付けられたセキュリテ
ィの種類毎に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分類されたセキュリティ施策
の数に対する前記第３のステップで実施有りとされたセキュリティ施策の数の割合を求め
、これを当該種類に対するセキュリティ施策の達成度として、セキュリティの種類各々の
達成度を前記表示装置に表示すること
を特徴とするセキュリティ評価方法。
【請求項３】
　請求項１記載のセキュリティ評価方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティの種類とそのセキュリティ施策を施すことに
って回避される危険度とが併せて記述されており、
　前記演算装置は、
　前記第４のステップにおいて、前記第２のステップで読み出した評価対象システムを構
成する各機器のセキュリティ施策を、当該セキュリティ施策に対応付けられたセキュリテ
ィの種類毎に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分類されるセキュリティ施策
のうち、前記第３のステップで実施無しとされたセキュリティ施策に対応付けられた危険
度の総和を求め、これを当該種類に対するセキュリティ施策の残存危険度として、セキュ
リティの種類各々の残存危険度を前記表示装置に表示すること
　を特徴とするセキュリティ評価方法。
【請求項４】
　請求項１記載のセキュリティ評価方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティの種類とそのセキュリティ施策を施すのにか
かるコストとが併せて記述されており、
　前記演算装置は、
　前記第４のステップにおいて、前記第２のステップで読み出した評価対象システムを構
成する各機器のセキュリティ施策を、当該セキュリティ施策に対応付けられたセキュリテ
ィの種類毎に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分類されるセキュリティ施策
のうち、前記第３のステップで実施有りとされたセキュリティ施策に対応付けられたコス
トの総和を求め、これを当該種類に対するセキュリティ施策の所要コストとして、セキュ
リティの種類各々の所要コストを前記表示装置に表示すること
を特徴とするセキュリティ評価方法。
【請求項５】
　請求項１記載のセキュリティ評価方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティのレベルが併せて記述されており、
　前記演算装置は、
　前記第１のステップにおいて、前記入力装置を介して、操作者より、評価対象システム
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と当該システムを構成する各機器の指定に加えて、当該システムに施すべきセキュリティ
施策のレベルの指定を受け付け、
　前記第２のステップにおいて、前記データベースから、前記第１のステップで指定され
た評価対象システムに対応するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで
指定された支援対象システムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策であって、前
記第１のステップで指定されたレベル以下のセキュリティ施策を読み出すこと
を特徴とするセキュリティ評価方法。
【請求項６】
　電子計算機に、１以上の機器で構成されるシステムに施されたセキュリティを評価させ
るためのプログラムが記憶された記憶媒体であって、
　前記プログラムは、前記電子計算機に、
　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出して表示装置に表示し
、入力装置を介して、操作者より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定
を評価対象システムの指定として受け付けた後、評価対象システムとして指定されたシス
テムタイプの構成機器すべてを前記データベースから読み出して前記表示装置に表示し、
前記入力装置を介して、操作者より、表示中の構成機器各々の評価対象システムでの使用
の有無を、評価対象システムを構成する各機器の指定として受け付ける第１のステップと
、
　前記データベースを検索し、前記第１のステップで指定された評価対象システムに対応
するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された評価対象システ
ムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
　前記第１のステップで指定された評価対象システムを構成する機器毎に、前記第２のス
テップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記電子計算機に接続された表示装
置に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、当該機器毎に対応付けて表示されたセ
キュリティ施策の実施の有無を受け付ける第３のステップと、
　前記第３のステップで受け付けた評価対象システムを構成する各機器のセキュリティ施
策の実施の有無に基づいて、当該評価対象システムに施されたセキュリティ状態の評価を
行ない、その結果を前記表示装置に表示する第４のステップと、を実行させること
を特徴とするプログラムが記憶された記憶媒体。
【請求項７】
　１以上の機器で構成されるシステムに施されたセキュリティを評価するセキュリティ評
価装置であって、
　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースと、前記データベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出
して表示し、操作者より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定を評価対
象システムの指定として受け付ける第１の指示受付手段と、
　前記第１の指示受付手段にて評価対象システムとして指定されたシステムタイプの構成
機器すべてを前記データベースから読み出して表示し、操作者より、表示中の構成機器各
々の評価対象システムへの使用の有無を、評価対象システムを構成する各機器の指定とし
て受け付ける第２の指示受付手段と、
　前記第１の指示受付手段にて評価対象システムとして指定されたシステムタイプの構成
機器のうち、前記第２の指示受付手段にて評価対象システムを構成する機器として指定さ
れた各構成機器に施すべきセキュリティ施策を、前記データベースから読み出して表示し
、操作者より、表示中の各構成機器に施すべきセキュリティ施策の実施の有無を受け付け
る第３の指示受付け手段と、
　前記第３の指示受付け手段で受け付けた各構成機器のセキュリティ施策の実施の有無に
基づいて、前記評価対象システムに施されたセキュリティ状態の評価を行ない、その結果
を表示する評価手段と、を有すること
を特徴とするセキュリティ評価装置。
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【請求項８】
　セキュリティ施策の構築支援装置が、１以上の機器で構成されるシステムに施されたセ
キュリティ施策の作成を支援するセキュリティ施策の構築支援方法であって、
　前記セキュリティ施策の構築支援装置は、
　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースと、入力装置と、表示装置と、演算装置と、を有し、
　前記演算装置は、
　前記データベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出して前記表示装置に
表示し、前記入力装置を介して、操作者より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか
１つの指定を支援対象システムの指定として受け付けた後、支援対象システムとして指定
されたシステムタイプの構成機器すべてを前記データベースから読み出して前記表示装置
に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、表示中の構成機器各々の支援対象システ
ムでの使用の有無を、支援対象システムを構成する各機器の指定として受け付ける第１の
ステップと、
　前記データベースを検索し、前記第１のステップで指定された支援対象システムに対応
するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された支援対象システ
ムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
　前記第１のステップで指定された支援対象システムを構成する機器毎に、前記第２のス
テップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記表示装置に表示する第３のステ
ップと、を有すること
を特徴とするセキュリティ施策の構築支援方法。
【請求項９】
　請求項８記載のセキュリティ施策の構築支援方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティの種類が対応付けられて記述されており、
　前記演算装置は、
　前記第２のステップにおいて、前記データベースから、前記第１のステップで指定され
た支援対象システムに対応するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで
指定された支援対象システムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策とその種類を
読み出し、
　前記第３のステップにおいて、前記第１のステップで指定された支援対象システムを構
成する機器毎に、前記第２のステップで読み出した支援対象システムを構成する各機器の
セキュリティ施策とその種類を対応付けて、前記表示装置に表示すること
　を特徴とするセキュリティ施策の構築支援方法。
【請求項１０】
　請求項８記載のセキュリティ施策の構築支援方法であって、
　前記データベースは、記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施策
を施すことによって確保されるセキュリティのレベルが併せて記述されており、
　前記第１のステップにおいて、前記入力装置を介して、操作者より、支援対象システム
と当該システムを構成する各機器の指定に加えて、当該システムに施すべきセキュリティ
施策のレベルの指定を受け付け、
　前記第２のステップにおいて、前記データベースから、前記第１のステップで指定され
た支援対象システムに対応するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで
指定された支援対象システムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策であって、前
記第１のステップで指定されたレベル以下のセキュリティ施策を読み出すことを特徴とす
るセキュリティの構築支援方法。
【請求項１１】
　電子計算機に、１以上の機器で構成されるシステムに施すべきセキュリティ施策の作成
を支援させるためのプログラムが記憶された記憶媒体であって、
　前記プログラムは、前記電子計算機に、
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　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出して表示装置に表示し
、入力装置を介して、操作者より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定
を支援対象システムの指定として受け付けた後、支援対象システムとして指定されたシス
テムタイプの構成機器すべてを前記データベースから読み出して前記表示装置に表示し、
前記入力装置を介して、操作者より、表示中の構成機器各々の支援対象システムでの使用
の有無を、支援対象システムを構成する各機器の指定として受け付ける第１のステップと
、
　前記データベースを検索し、前記第１のステップで指定された支援対象システムに対応
するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された支援対象システ
ムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
　前記第１のステップで指定された支援対象システムを構成する機器毎に、前記第２のス
テップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記電子計算機に接続された表示装
置に表示する第３のステップと、を実行させること
を特徴とするプログラムが記憶された記憶媒体。
【請求項１２】
　１以上の機器で構成されるシステムに施すべきセキュリティ施策の作成を支援するセキ
ュリティ施策の構築支援装置であって、
　システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述さ
れたデータベースと、
　前記データベースに記述されているシステムタイプをすべて読み出して表示し、操作者
より、表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定を支援対象システムの指定と
して受け付ける第１の指示受付手段と、
　前記第１の指示受付手段にて支援対象システムとして指定されたシステムタイプの構成
機器すべてを前記データベースから読み出して表示し、操作者より、表示中の構成機器各
々の支援対象システムでの使用の有無を、支援対象システムを構成する各機器の指定とし
て受け付ける第２の指示受付手段と、
　前記第１の指示受付手段にて支援対象システムとして指定されたシステムタイプの構成
機器のうち、前記第２の指示受付手段にて支援対象システムを構成する機器として指定さ
れた各構成機器に施すべきセキュリティ施策を、前記データベースから読み出し、機器毎
に表示するセキュリティ施策表示手段と、を有すること
を特徴とするセキュリティ施策の構築支援装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、１つ以上の機器で構成されるシステムに対し、当該システムに施されたセキュ
リティの状態を評価し、あるいは、当該システム固有のセキュリティ施策の作成を支援す
る技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
企業のビジネス活動において、インターネット技術に基づく情報システムが重要なインフ
ラとなってきている。また、企業内情報システムのインターネット接続に対する関心が高
まるにつれて、企業内情報システムに対する不正アクセスやウィルスによる情報資産の破
壊などのセキュリティ問題が認知されるようになってきている。
【０００３】
このようなセキュリティ問題から情報システムを守るため、従来、企業は、個々のセキュ
リティ問題に対してファイアウォールの設置やウィルス対策ソフトの導入などの個別の技
術的対策を行なっていた。しかし、近年では、情報システム全体に対する脅威を分析して
セキュリティ状態を評価し、その評価結果に基づいて今後の対策方針を作成することによ
り、対象となる情報システム固有のセキュリティ対策を総合的に実施することが求められ
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るようになりつつある。
【０００４】
このような背景から、情報技術製品やこれらの製品で構成された情報システムのセキュリ
ティを体系的に評価・構築するための枠組みとして、セキュリティ評価基準ＣＣ（Common
 Criteria）が１９９９年６月に国際標準化された（IS 15408）。また、個々の情報シス
テムに施すべきセキュリティポリシーの事例を提示したものとして、米国のセキュリティ
専門家であるCharles Cresson Wood氏が作成した運用管理中心のセキュリティポリシー事
例集ＩＳＰＭＥ（Information Security Policy Made Easy）が１９９７年６月１０日にB
ASELINE software社より出版された。
【０００５】
そして、コンサルタントサービスとして、上記のセキュリティ評価基準ＣＣやセキュリテ
ィポリシー事例集ＩＳＰＭＥに基づいて、情報システムのセキュリティ状態を評価したり
、セキュリティ施策の作成を支援するサービスを提供する者が現れてきている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のセキュリティ評価基準ＣＣに基づいて、情報システムのセキュリティ状
態を評価したり、セキュリティ施策の作成を支援する場合、体系的に規定されたセキュリ
ティ評価基準ＣＣから、セキュリティ状態の評価対象あるいはセキュリティ施策作成の支
援対象となる情報システムを構成する各機器に適用されるべき基準を抽出し、当該情報シ
ステムに固有の基準を作成しなければならない。このため、セキュリティ評価基準ＣＣを
熟知した、高度な専門知識を有するものでなければ実施することができない。したがって
、実施に多くの時間がかかり、また、作業コストも高くなる。
【０００７】
また、上記のセキュリティポリシー事例集ＩＳＰＭＥに基づいて、セキュリティ施策の作
成を支援する場合においても、当該事例集ＩＳＰＭＥのなかからセキュリティ施策作成の
支援対象となる情報システムに対応する事例を抽出し、抽出した事例を、当該情報システ
ムの実際の構成に当てはめながら当該情報システムに対するセキュリティポリシーを作成
しなければならない。このため、やはり、セキュリティポリシー事例集ＩＳＰＭＥと情報
システムの実際の構成の対応関係を熟知した、高度な専門知識を有するものでなければ実
施することができない。したがって、実施に多くの時間がかかり、また、作業コストも高
くなる。
【０００８】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、高度な専門的知識がなくても、シス
テムのセキュリティ状態を評価したり、セキュリティ施策の作成を支援することを可能に
することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の第１の態様は、電子計算機を用いて、１以上の機器
で構成されるシステムに施されたセキュリティを評価するセキュリティ評価方法であって
、
前記電子計算機に接続された入力装置を介して、操作者より、評価対象システムと当該シ
ステムを構成する各機器の指定を受け付ける第１のステップと、
システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述され
たデータベースを検索し、前記第１のステップで指定された評価対象システムに対応する
システムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された評価対象システムを
構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
前記第１のステップで指定された評価対象システムを構成する機器毎に、前記第２のステ
ップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記電子計算機に接続された表示装置
に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、当該機器毎に対応付けて表示されたセキ
ュリティ施策の実施の有無を、たとえばチェックリスト形式で受け付ける第３のステップ
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と、
前記第３のステップで受け付けた評価対象システムを構成する各機器のセキュリティ施策
の実施の有無に基づいて、当該評価対象システムに施されたセキュリティ状態の評価を行
ない、その結果を前記表示装置に表示する第４のステップと、を有することを特徴とする
。
【００１０】
ここで、前記第１のステップは、たとえば、前記データベースに記述されているシステム
タイプをすべて読み出して前記表示装置に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、
表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定を評価対象システムの指定として受
け付けるステップと、評価対象システムとして指定されたシステムタイプの構成機器すべ
てを前記データベースから読み出して前記表示装置に表示し、前記入力装置を介して、操
作者より、表示中の構成機器各々の評価対象システムでの使用の有無を、評価対象システ
ムを構成する各機器の指定として、たとえばチェックリスト形式で受け付けるステップと
、からなるものであってもよい。
【００１１】
また、前記データベースに記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施
策を施すことによって確保されるセキュリティの種類が併せて記述されている場合、前記
第４のステップは、たとえば、評価対象システムを構成する各機器のセキュリティ施策を
セキュリティの種類毎に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分類されるセキュ
リティ施策の数に対する前記第３ステップで実施有りとされたセキュリティ施策の数の割
合を求め、これを当該種類に対するセキュリティ施策の達成度として、セキュリティの種
類各々の達成度を前記表示装置に表示するようにしてもよい。
【００１２】
また、前記データベースに記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施
策を施すことによって確保されるセキュリティの種類とそのセキュリティ施策を施すこと
にって回避される危険度（この危険度は、たとえば、そのセキュリティ施策を施さなかっ
たことにより発生する可能性のある年間損害額として表わされる）とが併せて記述されて
いる場合、前記第４のステップは、たとえば、評価対象システムを構成する各機器のセキ
ュリティ施策をセキュリティの種類毎に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分
類されるセキュリティ施策のうち、前記第３ステップで実施無しとされたセキュリティ施
策の危険度の総和を求め、これを当該種類に対するセキュリティ施策の残存危険度として
、セキュリティの種類各々の残存危険度を前記表示装置に表示するようにしてもよい。
【００１３】
あるいは、前記データベースに記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリテ
ィ施策を施すことによって確保されるセキュリティの種類とそのセキュリティ施策を施す
のにかかるコスト（このコストは、たとえば、そのセキュリティ施策を施すのにかかる年
間コストとして表わされる）とが併せて記述されている場合、前記第４のステップは、た
とえば、評価対象システムを構成する各機器のセキュリティ施策をセキュリティの種類毎
に分類し、セキュリティの種類毎に、当該種類に分類されるセキュリティ施策のうち、前
記第３ステップで実施有りとされたセキュリティ施策のコストの総和を求め、これを当該
種類に対するセキュリティ施策の所要コストとして、セキュリティの種類各々の所要コス
トを前記表示装置に表示するようにしてもよい。
【００１４】
本態様では、操作者が、入力装置を用いて、評価対象システムとその構成機器を指定する
と、当該評価対象システムを構成する機器毎に、その機器に施すべきセキュリティ施策の
リストが表示装置に表示される。操作者は、表示装置に表示された各機器のセキュリティ
施策を見て、入力装置を用いて、たとえば表示中のセキュリティ施策にチェックする（い
わゆるチェックリスト形式）ことで、その実施の有無を入力することができる。操作者が
、入力装置を用いて、表示装置に表示された各機器のセキュリティ施策の実施の有無を入
力すると、それに基づいて、評価対象システムに施されたセキュリティ状態の評価を行な
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い、その結果を表示装置に表示する。
【００１５】
このように、本態様によれば、操作者が評価対象システムとその構成機器を指定するだけ
で、その構成機器各々に施すべきセキュリティ施策が表示される。そして、操作者が表示
されている各構成機器のセキュリティ施策の実施の有無を入力するだけで、その評価対象
システムに施されているセキュリティの評価を行なうことができる。したがって、操作者
は、高度な専門的知識がなくても、システムのセキュリティ状態を評価することが可能と
なる。
【００１６】
次に、上記課題を解決するために、本発明の第２の態様は、電子計算機を用いて、１以上
の機器で構成されるシステムに施すべきセキュリティ施策の作成を支援するセキュリティ
の構築支援方法であって、
前記電子計算機に接続された入力装置を介して、操作者より、支援対象システムと当該シ
ステムを構成する各機器の指定を受け付ける第１のステップと、
システムタイプ毎に、構成機器と当該構成機器に施すべきセキュリティ施策とが記述され
たデータベースを検索し、前記第１のステップで指定された支援対象システムに対応する
システムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された支援対象システムを
構成する各機器に施すべきセキュリティ施策を読み出す第２のステップと、
前記第１のステップで指定された支援対象システムを構成する機器毎に、前記第２のステ
ップで読み出したセキュリティ施策を対応付けて、前記電子計算機に接続された表示装置
に、たとえばリスト形式で表示する第３のステップと、を有することを特徴とする。
【００１７】
ここで、前記第１のステップは、たとえば、前記データベースに記述されているシステム
タイプをすべて読み出して前記表示装置に表示し、前記入力装置を介して、操作者より、
表示中のシステムタイプのうちのいずれか１つの指定を支援対象システムの指定として受
け付けるステップと、支援対象システムとして指定されたシステムタイプの構成機器すべ
てを前記データベースから読み出して前記表示装置に表示し、前記入力装置を介して、操
作者より、表示中の構成機器各々の支援対象システムでの使用の有無を、支援対象システ
ムを構成する各機器の指定として、たとえばチェックリスト形式で受け付けるステップと
、からなるものであってもよい。
【００１８】
また、前記データベースに記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施
策を施すことによって確保されるセキュリティの種類が併せて記述されている場合、前記
第２のステップは、前記データベースから、前記第１のステップで指定された支援対象シ
ステムに対応するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１のステップで指定された支
援対象システムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策とその種類を読み出し、前
記第３のステップは、前記第１のステップで指定された支援対象システムを構成する機器
毎に、前記第２のステップで読み出した支援対象システムを構成する各機器のセキュリテ
ィ施策とその種類を対応付けて、前記表示装置に表示するようにしてもよい。
【００１９】
また、前記データベースに記述されているセキュリティ施策各々に、そのセキュリティ施
策を施すことによって確保されるセキュリティのレベルが併せて記述されている場合、前
記第１のステップは、前記入力装置を介して、操作者より、支援対象システムと当該シス
テムを構成する各機器の指定に加えて、当該システムに施すべきセキュリティ施策のレベ
ルの指定を受け付け、前記第２のステップは、前記データベースから、前記第１のステッ
プで指定された支援対象システムに対応するシステムタイプの構成機器のうち、前記第１
のステップで指定された支援対象システムを構成する各機器に施すべきセキュリティ施策
であって、前記第１のステップで指定されたレベル以下のセキュリティ施策を読み出すよ
うにしてもよい。
【００２０】
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本態様では、操作者が、入力装置を用いて、支援対象システムとその構成機器を指定する
と、当該支援対象システムを構成する機器毎に、その機器に施すべきセキュリティ施策の
リストが表示装置に表示される。このように、本態様によれば、操作者が支援対象システ
ムとその構成機器を指定するだけで、その構成機器各々に施すべきセキュリティ施策が表
示されるので、操作者は、高度な専門的知識がなくても、システムに施すべきセキュリテ
ィ施策を構築することが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について説明する。
【００２２】
まず、本発明の第１実施形態について説明する。
【００２３】
図１は、本発明の第１実施形態が適用されたセキュリティ支援・評価装置１の概略構成図
である。
【００２４】
図１に示すように、本実施形態のセキュリティ支援・評価装置１１は、ＣＰＵ１１と、メ
モリ１２と、ハードディスク装置などの外部記憶装置１３と、ＣＤ－ＲＯＭやＦＤなどの
可搬性を有する記憶媒体１５からデータを読み取る読取り装置１４と、キーボードやマウ
スなどの入力装置１６と、ディスプレイなどの表示装置１７と、ネットワークに接続され
た通信装置１８と、上述した各構成要素間のデータ送受を司るインターフェース１９とを
備えた、一般的な構成を有する電子計算機上に構築することができる。
【００２５】
ここで、外部記憶装置１３には、本実施形態のセキュリティ支援・評価装置１１を電子計
算機上に構築するためのセキュリティ評価・構築支援プログラムＰＧ１３２が格納されて
おり、ＣＰＵ１１がメモリ１２上にロードされたこのプログラム１３２を実行することに
より、操作者が指定した対象システムの構成機器各々に施すべきセキュリティ施策のリス
トを作成する施策リスト生成部１１１と、操作者から受け付けた対象システムの構成機器
各々に施すべきセキュリティ施策の実施の有無に基づいて、当該対象システムのセキュリ
ティ状態を評価するセキュリティ評価部１１２と、入力装置１６や表示装置１７を制御し
て操作者から各種指示を受け付けたり、施策リスト生成部１１１やセキュリティ評価部１
１２からの出力を表示する入出力制御部１１３とを、プロセスとして実現する。
【００２６】
なお、このプログラム１３２は、読取り装置１４によりＣＤ－ＲＯＭやＦＤなどの可搬性
の記憶媒体１５から読み取られ、外部記憶装置１３にインストールされるようにしてもよ
いし、あるいは、通信装置１８によりネットワークから外部記憶装置１３にダウンロード
されるようにしてもよい。また、図１では、このプログラム１３２を、一旦外部記憶装置
１３に格納してから、メモリ１２上にロードしてＣＰＵ１１により実行するようにしてい
るが、読取り装置１４により可搬性の記憶媒体１５から読み取って直接メモリ１２上にロ
ードしＣＰＵ１１により実行するようにしてもよい。あるいは、通信装置１８を介してネ
ットワークから直接メモリ１２上にロードしＣＰＵ１１により実行するようにしてもよい
。
【００２７】
また、外部記憶装置１３には、本実施形態によるセキュリティ評価・構築支援の適用が予
定されるシステムのタイプ毎に、システムの構成機器各々に適用すべきセキュリティ施策
が記述された施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１が予め格納されている。本実施形態で
は、セキュリティ評価・構築支援の適用が予定されるシステムのタイプとして、インター
ネット接続システム、認証システムおよびプラントシステムを想定している。
【００２８】
図２～図５に、施策データベースの一例を示す。
【００２９】
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ここで、図２および図３はインターネット接続システムに対応して設けられた施策データ
ベースの内容を示しており、図４は認証システムに対応して設けられた施策データベース
の内容を示している。そして、図５はプラントシステム対応して設けられた施策データベ
ースの内容を示している。
【００３０】
図２～図５において、列２０１には、施策種別（セキュリティの種類）が記述される。列
２０２には、同じ行の施策種別の欄に記述されたセキュリティを確保するためのセキュリ
ティ施策が記述される。列２０３には、同じ行のセキュリティ施策の欄に記述されたセキ
ュリティ施策が想定している想定脅威が記述される。列２０４には、同じ行のセキュリテ
ィ施策の欄に記述されたセキュリティ施策について、セキュリティ評価基準ＣＣ（IS 154
08）に規定されていれるセキュリティ機能要件（Security Functional Requirement）の
カタログから、その施策を満たす機能要件を選択したものが記述される。列２０５iには
、同じ行のセキュリティ施策の欄に記述されたセキュリティ施策について、それが所定業
種（たとえば、金融業など）の基準において実施が義務づけられていればその旨記述され
る。
【００３１】
また、列２０６iは、対象システムの構成機器として使用されることが予定される機器毎
に設けられ、同じ行のセキュリティ施策の欄に記述されたセキュリティ施策が適用可能で
ある場合に、そのセキュリティ施策を適用することにより確保されるセキュリティのレベ
ルＬ１～Ｌ３と、そのセキュリティ施策を適用するために必要とされる年間の所要コスト
Ｃ１～Ｃ５と、そのセキュリティ施策を適用しなかったことにより同じ行の想定脅威の欄
に記述された想定脅威が現実のものとなった場合における年間の損害額を示した残存リス
クＲ１～Ｒ５とが記述される。
【００３２】
また、列２０７は、対象システムの構成機器として使用されることが予定される各機器が
設置される施設について、列２０６iと同様に、同じ行のセキュリティ施策の欄に記述さ
れたセキュリティ施策が適用可能である場合に、そのセキュリティ施策を適用することに
より確保されるセキュリティのレベルＬ１～Ｌ３と、そのセキュリティ施策を適用するた
めに必要とされる年間の所要コストＣ１～Ｃ５と、そのセキュリティ施策を適用しなかっ
たことにより同じ行の想定脅威の欄に記述された想定脅威が現実のものとなった場合にお
ける年間の損害額を示した残存リスクＲ１～Ｒ５とが記述される。
【００３３】
そして、列２０８は、対象システムの運用について、列２０６iと同様に、同じ行のセキ
ュリティ施策の欄に記述されたセキュリティ施策が適用可能である場合に、そのセキュリ
ティ施策を適用することにより確保されるセキュリティのレベルＬ１～Ｌ３と、そのセキ
ュリティ施策を適用するために必要とされる年間の所要コストＣ１～Ｃ５と、そのセキュ
リティ施策を適用しなかったことにより同じ行の想定脅威の欄に記述された想定脅威が現
実のものとなった場合における年間の損害額を示した残存リスクＲ１～Ｒ５が記述される
。
【００３４】
なお、セキュリティのレベルＬ１～Ｌ３、年間の所要コストＣ１～Ｃ５および年間の残存
リスクＲ１～Ｒ５の具体的な値は、図２～図５に示すとおりである。
【００３５】
たとえば、図２および図３に示すインターネット接続システムに対応して設けられた施策
データベースにおいて、セキュリティ施策「個人単位でパスワードを設定」は、施策種別
「アクセス権限の管理」に属し、そのセキュリティ施策が想定している想定脅威が「不正
使用」であり、また、その施策を満たすセキュリティ機能が、セキュリティ評価基準ＣＣ
（IS 15408）に規定される機能要件「ＦＭＴ＿ＭＳＡ．１」であることを示している。ま
た、このセキュリティ施策「個人単位でパスワードを設定」は、インターネット接続シス
テムの構成機器のうちＷＷＷサーバおよびクライアントに適用可能であることを示してい
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る。そして、そのセキュリティ施策をＷＷＷサーバに適用することにより確保されるセキ
ュリティのレベルはＬ３（最強）であり、そのセキュリティ施策をＷＷＷサーバに適用す
るために必要とされる年間の所要コストはＣ２（１００万未満）であり、そのセキュリテ
ィ施策をＷＷＷサーバに適用しなかったことにより想定脅威「不正使用」が現実のものと
なった場合における年間の損害額（残存リスク）はＲ２（１００万未満）であることを示
している。また、そのセキュリティ施策をクライアントに適用することにより確保される
セキュリティのレベルはＬ３（最強）であり、そのセキュリティ施策をクライアントに適
用するために必要とされる年間の所要コストはＣ２（１００万未満）であり、そのセキュ
リティ施策をクライアントに適用しなかったことにより想定脅威「不正使用」が現実のも
のとなった場合における年間の損害額（残存リスク）はＲ２（１００万未満）であること
を示している。
【００３６】
なお、図２～図５に示すデータベースの列２０６i、２０７および２０８の各欄に記入す
る内容は、事前に行なった脅威分析やリスク分析等の結果に基づいて決定されるようにす
ることが好ましい。
【００３７】
次に、上記構成のセキュリティ支援・評価装置１の動作について説明する。
【００３８】
図６および図７は、本発明の第１実施形態であるセキュリティ支援・評価装置１の動作を
説明するためのフロー図である。
【００３９】
まず、施策リスト生成部１１１は、入出力制御部１１３を用いて、表示装置１７に、外部
記憶装置１３に記憶されている施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１の対象システムの名
称のリストを含んだ、図８に示すような、セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリ
ティ状態の評価の対象となるシステムの名称を選択するためのＧＵＩ画面を表示する（ス
テップＳ１００１）。
【００４０】
図８に示すようなＧＵＩ画面を介して、操作者により、入力装置１６を使って、セキュリ
ティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価の対象となるシステムの名称が選択
（図８ではインターネット接続システムが選択された例を示している）されると（ステッ
プＳ１００２）、施策リスト生成部１１１は、選択されたシステムの構成機器の名称を外
部記憶装置１３に記憶されている施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１から読み出す。そ
して、入出力制御部１１３を用いて、表示装置１７に、選択されたシステムの構成機器の
名称のリストを含んだ、図９に示すような、セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュ
リティ状態の評価の対象となるシステムの構成機器の選択するためのＧＵＩ画面（図９で
はインターネット接続システムを対象システムとした例を示している）を表示する（ステ
ップＳ１００３）。
【００４１】
なお、図９において、項目「機器構成」８０１は、対応する施策データベースＤＢ1～Ｄ
Ｂn１３１から読み出された、ステップＳ１００２で選択されたシステムを構成する機器
のなかから、セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価の対象となる
システムに実際に使用されている機器を選択するためのものであり、操作者は入力装置１
６を使って使用している機器の名称にチェックを入れられるようになっている。項目「環
境」８０２は、対象システムの構成機器が設置される施設や当該対象システムの運用を、
セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価の対象に含めるか否かを設
定するためのものであり、操作者は入力装置１６を使って含めたいものにチェックを入れ
られるようになっている。また、項目「セキュリティ強度」８０３は、セキュリティ施策
の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価を実施する上でのセキュリティのレベルを設
定するためのものであり、操作者は入力装置１６を使って設定したいレベルにチェックを
入れられるようになっている。ここで、レベル「並」は、対象システムに対し、必要最小
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限のキュリティを確保することを目的として、セキュリティ施策の作成支援あるいはセキ
ュリティ状態の評価を実施する場合にチェックすべきレベルであり、図２～図５に示すレ
ベルＬ１に相当する。レベル「最強」は、最大限のキュリティを確保することを目的とし
て、セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価を実施する場合にチェ
ックすべきレベルであり、図２～図５に示すレベルＬ３に相当する。そして、レベル「強
」は、レベル「並」とレベル「最強」の中間に位置するレベルであり、図２～図５に示す
レベルＬ２に相当する。また、ボタン「施策構築支援」８０４は、本装置１にセキュリテ
ィ施策の作成支援を行なわせる場合に選択すべきボタンであり、ボタン「セキュリティ評
価」８０５は、本装置１にセキュリティ評価を行なわせる場合に選択すべきボタンである
。
【００４２】
さて、図９に示すようなＧＵＩ画面を介して、操作者により、入力装置１６を使って、必
要な項目にチェックが入れられ、ボタン８０４、８０５のいずれかが選択されると（ステ
ップＳ１００４）、施策リスト生成部１１１は、ステップＳ１００２で選択されたシステ
ムに対応する対応する施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１から必要な情報を読み出し、
項目「機器構成」８０１にてチェックされた機器および項目「環境」８０２にてチェック
された環境毎に、セキュリティ施策リストを作成する（ステップＳ１００５）。
【００４３】
以下に、セキュリティ施策リストの作成処理について、図９に示す場合（項目「機器構成
」８０１にてＷＷＷサーバとクライアントがチェックされ、項目「環境」８０２にて運用
がチェックされた場合）を例にとり説明する。
【００４４】
まず、図２および図３に示すインターネット接続システムのデータベースの「ＷＷＷサー
バ」の列２０６1の各行において、同じ行のセキュリティ施策が適用可能であり、かつ、
当該セキュリティ施策を適用した場合に確保されるセキュリティレベルが、図８の項目「
セキュリティ強度」でチェックされたレベル（ここでは「並」＝Ｌ１）以下のものが記述
された行に着目する。そして、着目した各行について、「ＷＷＷサーバ」の列２０６1に
記述された内容と同じ行の列２０１～２０４、２０５iに記述された内容とを読み出し、
これらを基にＷＷＷサーバに対するセキュリティ施策リストを作成する。以上の処理を、
「クライアント」の列２０６2および「運用」の列２０８のそれぞれに対しても、同様に
実行することで、クライアントに対するセキュリティ施策リストと運用に対するセキュリ
ティ施策リストを作成する。
【００４５】
次に、施策リスト生成部１１１は、図９に示すような画面において、項目「機器構成」８
０１にてチェックされた機器および項目「環境」８０２にてチェックされた環境毎に、セ
キュリティ施策リストを作成したならば、ステップＳ１００４で選択されたボタンがボタ
ン「構築支援」８０４であるか、あるいはボタン「セキュリティ評価」８０５であるかを
判別する（ステップＳ１００６）。
【００４６】
選択されたボタンが「構築支援」８０４である場合、施策リスト生成部１１１は、入出力
制御部１１３を介して、表示装置１７に、ステップＳ１００５で作成した、項目「機器構
成」８０１にてチェックされた機器および項目「環境」８０２にてチェックされた環境毎
のセキュリティ施策リストを表示して、セキュリティ施策の作成を支援する（ステップＳ
１００７）。
【００４７】
図１０は、セキュリティ施策の作成支援のために表示されるセキュリティ施策リストの一
例を示した図である。この例では、図９に示すチェック内容にしたがって、図２および図
３に示すインターネット接続システムのデータベースから作成されたリストを示している
。ここで、ＷＷＷサーバ、クライアントおよび運用各々のセキュリティ施策リストは、別
々に表示されるようになっており、操作者は入力装置１６を使ってタグ９０１を選択する
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ことにより、所望のセキュリティ施策リストを表示することができる。なお、符号９０２
、９０３は、現在表示中のセキュリティ施策リストをスクロールさせるためのボタンであ
る。
【００４８】
一方、ステップＳ１００６にて、選択されたボタンが「セキュリティ評価」８０５である
場合、セキュリティ評価部１１２は、入出力制御部１１３を介して、表示装置１７に、ス
テップＳ１００５で作成した、項目「機器構成」８０１にてチェックされた機器および項
目「環境」８０２にてチェックされた環境毎のセキュリティ施策リストに含まれるセキュ
リティ施策各々の実施の有無を確認するためのＧＵＩ画面を表示する（ステップＳ１００
８）。
【００４９】
図１１は、セキュリティ評価のために表示されるセキュリティ施策の実施の有無を確認す
るためのＧＵＩ画面の一例を示した図である。この例では、図９に示すチェック内容にし
たがって、図２および図３に示すインターネット接続システムのデータベースから作成さ
れたリストに基づいて、ＧＵＩ画面を作成した例を示している。ここで、図１１に示すＧ
ＵＩ画面は、図１０に示す表示画面に、同じ行に記述されたセキュリティ施策の実施の有
無をチェックするための入力欄でなる列９０４が設けられた構成となっている。なお、ボ
タン「リセット」９０６は、列９０６の各入力欄のチェック内容をリセットし、再度チェ
ックし直すためのものである。
【００５０】
さて、図１１に示すようなＧＵＩ画面を介して、操作者により、入力装置１６を使って、
各セキュリティ施策の実施の有無がチェックが入れられ、ボタン「実行」９０５が選択さ
れると（ステップＳ１００９）、セキュリティ評価部１１２は、入出力制御部１１３を介
して、表示装置１７に、図１２に示すような、操作者より達成すべきセキュリティの目標
レベルを受け付けるためのＧＵＩ画面を表示する（ステップＳ１０１０）。
【００５１】
図１２に示す例では、図１１に示すＧＵＩ画面に表示された機器および環境各々について
、セキュリティの目標レベルを、施策種別毎のセキュリティ施策数に対する実施（対策）
済のセキュリティ施策数の割合で設定するか（９１０）、施策種別毎の実施済のセキュリ
ティ施策による所要コストの総額で設定するか（９１１）、あるいは、施策種別毎の未実
施（未対策）のセキュリティ施策による残存リスクの総額で設定するか（９１２）を、選
択することができるようになっている。ここで、セキュリティの目標レベルを施策種別毎
のセキュリティ施策数に対する実施済のセキュリティ施策数の割合で設定する場合には、
オプションとして特定業界（業界Ａ、Ｂ）における基準を適用するか否かを選択できるよ
うになっており、特定業界における基準の適用が選択された場合は、セキュリティの目標
レベルが、施策種別毎の当該基準で義務づけられたセキュリティ施策数に対する実施済の
当該基準で義務づけられたセキュリティ施策数の割合として設定される。なお、図１２で
は、施策種別毎のセキュリティ施策数に対する実施済のセキュリティ施策数の割合として
８０％以上が設定された例を示している。
【００５２】
さて、図１２に示すようなＧＵＩ画面を介して、操作者により、入力装置１６を使って、
セキュリティの目標レベルが設定されると（ステップＳ１０１１）、その設定内容にした
がって対象システムのセキュリティ状態を評価する（ステップＳ１０１２）。
【００５３】
たとえば、ステップＳ１０１１において、セキュリティの目標レベルが、施策種別毎のセ
キュリティ施策数に対する実施済のセキュリティ施策数の割合として設定された場合、セ
キュリティ評価部１１２は、図１１に示すＧＵＩ画面に表示された機器および環境各々（
つまり、ＷＷＷサーバ、クライアントおよび運用の各々）について、施策種別毎に、当該
種別に分類されるセキュリティ施策数に対する実施済（つまり、実施有無入力欄にチェッ
クが入れられた）セキュリティ施策数の割合を求める（ステップＳ１０１３）。そして、
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入出力制御部１１３を介して、表示装置１７に、その結果であるセキュリティ評価を表示
する（ステップＳ１０１４）。
【００５４】
図１３は、セキュリティの目標レベルが施策種別毎のセキュリティ施策数に対する実施済
のセキュリティ施策数の割合として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表
示例を示している。この例では、図１２に示すＧＵＩ画面において、目標値として８０％
以上が設定された場合を示している。ここで、ＷＷＷサーバ、クライアントおよび運用各
々のセキュリティ評価結果は、別々に表示されるようになっており、操作者は入力装置１
６を使ってタグ９１３を選択することにより、所望のセキュリティ評価結果を表示するこ
とができる。
【００５５】
また、図１３に示す例では、施策種別毎のセキュリティ施策数に対する実施済のセキュリ
ティ施策数の割合を、各施策種別を軸とする、いわゆるレーダチャートを用いて表示して
いる。ここで、実線は、各軸上における、当該軸が示す施策種別のセキュリティ施策数に
対する実施済のセキュリティ施策数の割合に応じた点を結んだ線、すなわちセキュリティ
評価結果を示している。一方、一点鎖線は、各軸上における、図１２に示すＧＵＩ画面で
設定された目標値に応じた点を結んだ線である。操作者は、セキュリティ評価結果を示す
実線と目標レベルを示す一点鎖線を比較することで、視覚的に、対象システムに施された
セキュリティの状態を把握することが可能となる。
【００５６】
なお、ステップＳ１０１１において、設定されたセキュリティの目標レベルが、施策種別
毎のセキュリティ施策数に対する実施済のセキュリティ施策数の割合であり、かつ、オプ
ションとして特定業界における基準を適用するように設定された場合は、ステップＳ１０
１３において、図１１に示すＧＵＩ画面に表示された機器および環境各々について、施策
種別毎に、当該種別に分類されるセキュリティ施策のうち当該業界基準として義務付けら
ているセキュリティ施策数に対する実施済の当該業界基準として義務付けらているセキュ
リティ施策数の割合が求められる。
【００５７】
また、たとえば、ステップＳ１０１１において、セキュリティの目標レベルが、施策種別
毎の実施済のセキュリティ施策による所要コストの総額として設定された場合、セキュリ
ティ評価部１１２は、図１１に示すＧＵＩ画面に表示された機器および環境各々について
、施策種別毎に、当該種別に分類されるセキュリティ施策のうち実施済セキュリティ施策
による所要コストの総額を求める（ステップＳ１０１５）。そして、入出力制御部１１３
を介して、表示装置１７に、その結果であるセキュリティ評価を表示する（ステップＳ１
０１６）。
【００５８】
図１４は、セキュリティの目標レベルが施策種別毎の実施済のセキュリティ施策による所
要コストの総額として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表示例を示して
いる。この例では、図１２に示すＧＵＩ画面において、目標値として１００万未満／年が
設定された場合を示している。また、図１４に示す例では、図１３と同様、施策種別毎の
実施済のセキュリティ施策による所要コストの総額を、各施策種別を軸とする、いわゆる
レーダチャートを用いて表示している。ここで、実線は、各軸上における、当該軸が示す
施策種別の実施済のセキュリティ施策による所要コストの総額に応じた点を結んだ線、す
なわちセキュリティ評価結果を示している。一方、一点鎖線は、各軸上における、図１２
に示すＧＵＩ画面で設定された目標値に応じた点を結んだ線である。操作者はセキュリテ
ィ評価結果を示す実線と目標レベルを示す一点鎖線を比較することで、視覚的に、対象シ
ステムに施されたセキュリティの状態を把握することが可能となる。
【００５９】
また、たとえば、ステップＳ１０１１において、セキュリティの目標レベルが、施策種別
毎の未実施のセキュリティ施策による残存リスクの総額として設定された場合、セキュリ
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ティ評価部１１２は、図１１に示すＧＵＩ画面に表示された機器および環境各々について
、施策種別毎に、当該種別に分類されるセキュリティ施策のうち未実施のセキュリティ施
策による残存リスクの総額を求める（ステップＳ１０１７）。そして、入出力制御部１１
３を介して、表示装置１７に、その結果であるセキュリティ評価を表示する（ステップＳ
１０１８）。
【００６０】
図１５は、セキュリティの目標レベルが施策種別毎の未実施のセキュリティ施策による残
存リスクの総額として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表示例を示して
いる。この例では、図１２に示すＧＵＩ画面において、目標値として１００万未満／年が
設定された場合を示している。また、図１５に示す例では、図１３と同様、施策種別毎の
未実施のセキュリティ施策による残存リスクの総額を、各施策種別を軸とする、いわゆる
レーダチャートを用いて表示している。ここで、実線は、各軸上における、当該軸が示す
施策種別の未実施のセキュリティ施策による残存リスクの総額に応じた点を結んだ線、す
なわちセキュリティ評価結果を示している。一方、一点鎖線は、各軸上における、図１２
に示すＧＵＩ画面で設定された目標値に応じた点を結んだ線である。操作者はセキュリテ
ィ評価結果を示す実線と目標レベルを示す一点鎖線を比較することで、視覚的に、対象シ
ステムに施されたセキュリティの状態を把握することが可能となる。
【００６１】
以上、本発明の第１実施形態について説明した。
【００６２】
本実施形態では、図９に示すＧＵＩ画面において、操作者が、入力装置１６を用いて、対
象システムの構成機器を指定して評価ボタンを選択すると、図１１に示すような、指定さ
れた機器毎にその機器に施すべきセキュリティ施策リストを含んだＧＵＩ画面が表示装置
１７に表示される。操作者は、表示装置１７に表示された各機器のセキュリティ施策を見
て、入力装置１６を用いて、実施有無入力欄にチェックする（いわゆるチェックリスト形
式）ことで、そのセキュリティ施策の実施の有無を入力することができる。操作者が、入
力装置１６を用いて、表示装置１７に表示された各機器のセキュリティ施策の実施の有無
を入力すると、それに基づいて、対象システムに施されたセキュリティ施策の評価を行な
い、その結果を表示装置１７に表示する。
【００６３】
このように、本実施形態によれば、操作者がセキュリティを評価すべき対象システムの構
成機器を指定するだけで、その構成機器各々に施すべきセキュリティ施策が表示される。
そして、操作者が表示されている各構成機器のセキュリティ施策の実施の有無を入力する
だけで、その評価対象システムに施されているセキュリティの評価を行なうことができる
。したがって、操作者は、高度な専門的知識がなくても、システムのセキュリティ状態を
評価することが可能となる。
【００６４】
また、本実施形態では、図１２に示すＧＵＩ画面において、操作者はセキュリティの目標
レベルを設定することができる。また、図１３～図１５に示すように、セキュリティ評価
結果は、設定した目標レベルと対比できるようにして表示される。このため、操作者は、
評価対象システムの規模や評価対象システムに要求されるセキュリティレベルなどの、当
該評価対象システムに固有の事情が考慮されたセキュリティ評価結果を得ることができる
。
【００６５】
また、本実施形態では、図９に示すＧＵＩ画面において、操作者が、入力装置１６を用い
て、対象システムの構成機器を指定して構築支援ボタンを選択すると、図１０に示すよう
な、指定された機器毎にその機器に施すべきセキュリティ施策リストを含んだＧＵＩ画面
が表示装置１７に表示される。このように本実施形態によれば、操作者がセキュリティ施
策を構築すべき対象システムの構成機器を指定するだけで、その構成機器各々に施すべき
セキュリティ施策が表示されるので、操作者は、高度な専門的知識がなくても、システム
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に施すべきセキュリティ施策を構築することが可能となる。
【００６６】
また、図９に示すＧＵＩ画面において選択されたセキュリティ強度以下のセキュリティ施
策が図１０に示すセキュリティ施策リストに表示されるので、操作者は、対象システムの
規模や対象システムに要求されるセキュリティレベルなどの、当該対象システムに固有の
事情が考慮して、当該システムに施すべきセキュリティ施策のリストを表示させることが
できる。
【００６７】
次に、本発明の第２実施形態について説明する。
【００６８】
図１６は、本発明の第２実施形態が適用されたセキュリティ支援・評価システムの概略図
である。
【００６９】
上記の第１実施形態では、セキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１を、セキュ
リティ支援・評価装置１の外部記憶装置１３に格納した場合について説明した。これに対
し、本実施形態では、図１６に示すように、セキュリティ支援・評価装置１がたとえば携
帯型の電子計算機上に構築される場合を考慮し、セキュリティ施策データベースＤＢ1～
ＤＢn１３１をセキュリティ支援・評価装置１とは別の電子計算機上に構築されたデータ
ベース管理装置２1～２n（ｎ≧１）に格納し、セキュリティ支援・評価装置１は、公衆網
などのネットワークを介してデータベース管理装置２i（１≦ｉ≦ｎ）にアクセスし、セ
キュリティ施策リスト作成に必要な情報を得るようにしている。
【００７０】
図１７は、本発明の第２実施形態に用いるセキュリティ支援・評価装置１の概略構成図で
ある。ここで、図１に示す第１実施形態のセキュリティ支援・評価装置１と同じ機能を有
するものには同じ符号を付している。
【００７１】
図示するように、本実施形態のセキュリティ支援・評価装置１が、図１に示す第１実施形
態のセキュリティ支援・評価装置１と異なる点は、外部記憶装置１３にセキュリティ施策
データベースＤＢ1～ＤＢn１３１が格納されていない点と、外部記憶装置１３に、ネット
ワークを介してデータベース管理装置２1～２nにアクセスするための通信プログラムＰＧ
１３３、および、図１８に示すようなデータベース管理装置２1～２nの各々アクセス先（
アドレス）が記述されたＤＢアドレス管理テーブル１３４が格納されている点である。Ｃ
ＰＵ１１は、通信プログラム１３３をメモリ１２上にロードし実行することで、通信部１
８により公衆網などのネットワークを介してデータベース管理装置２1～２nにアクセスし
、データベース管理装置２1～２nの間の通信を実現するために必要な各種プロトコル群を
処理する通信制御部１１４をプロセスとして実現する。
【００７２】
図１９は、本発明の第２実施形態に用いるデータベース管理装置２i（１≦ｉ≦ｎ）の概
略構成図である。ここで、図１に示す第１実施形態のセキュリティ支援・評価装置１と同
じ機能を有するものには同じ符号を付している。
【００７３】
図示するように、本実施形態のデータベース管理装置２iは、図１７に示すセキュリティ
支援・評価装置１と異なる点は、外部記憶装置１３に、ＤＢアドレス管理テーブル１３４
および評価・構築支援プログラムＰＧ１３２に代えて、セキュリティ施策データベースＤ
Ｂi１３１およびＤＢ管理プログラムＰＧ１３５が格納されている点である。ＣＰＵ１１
は、ＤＢ管理プログラム１３５をメモリ１２上にロードし実行することで、通信制御部１
１４を介して、セキュリティ支援・評価装置１より受け取った要求に応じて、外部記憶装
置１３に格納されているセキュリティ施策データベースＤＢi１３１から必要な情報を読
み出し、セキュリティ支援・評価装置１に送信するデータベースＤＢ検索部１１５をプロ
セスとして実現する。
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【００７４】
次に、上記構成のセキュリティ支援・評価システムの動作について説明する。
【００７５】
まず、図１７に示すセキュリティ支援・評価装置１の動作について説明する。
【００７６】
本実施形態のセキュリティ支援・評価装置１の動作は、図６および図７に示す第１実施形
態のセキュリティ支援・評価装置１の動作と基本的に同様である。ただし、以下の点で異
なる。
【００７７】
すなわち、ステップＳ１００１において、セキュリティ支援・評価装置１は、データベー
ス管理装置２1～２nが格納するセキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１各々の
対象システムの名称を、予め外部記憶装置１３などに記憶しており、施策リスト生成部１
１１は、外部記憶装置１３からセキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１の対象
システム各々の名称を読み出し、入出力制御部１１３を用いて、図８に示すようなＧＵＩ
画面を表示する。
【００７８】
また、ステップＳ１００３において、施策リスト生成部１１１は、ステップＳ１００２で
選択されたシステムのセキュリティ施策データベースを格納するデータベース管理装置２

iより当該システムの構成機器の名称を読み出すため指示を通信制御部１１４に渡す。こ
れを受けて、通信制御部１１４は、当該データベース管理装置２iのアドレスを外部記憶
装置１３に格納されているＤＢアドレス管理テーブル１３４から取得し、通信装置１８を
介して、当該データベース管理装置２iに指示を送信する。その後、通信制御部１１４は
、当該データベース管理装置２iから当該システムの構成機器の名称が送られてくると、
これらを施策リスト生成部１１１に渡す。これを受けて、施策リスト生成部１１１は、入
出力制御部１１３を用いて、受け取った構成機器の名称のリストを含んだ、図９に示すよ
うなＧＵＩ画面を表示する。
【００７９】
さらに、ステップＳ１００５において、図２０に示す処理を行なう。
【００８０】
まず、施策リスト生成部１１１は、ステップＳ１００２で選択されたシステムのセキュリ
ティ施策データベースを格納するデータベース管理装置２iより必要な情報を読み出すた
めの検索指示を、ステップＳ１００４にて図９に示すようなＧＵＩ画面を介して操作者に
よりチェックされた項目の内容とともに、通信制御部１１４に渡す（ステップＳ１１０１
）。
【００８１】
これを受けて、通信制御部１１４は、当該データベース管理装置２iのアドレスを外部記
憶装置１３に格納されているＤＢアドレス管理テーブル１３４から取得し、通信装置１８
を介して、当該データベース管理装置２iに、前記チェックされた項目の内容を含んだデ
ータベースの検索指示を送信する（ステップＳ１１０２）。その後、通信制御部１１４は
、当該データベース管理装置２iから検索結果が送られてくると（ステップＳ１１０３）
、これらを施策リスト生成部１１１に渡す。
【００８２】
これを受けて、施策リスト生成部１１１は、検索結果に基づいて、図９に示すＧＵＩ画面
の項目「機器構成」８０１にてチェックされた機器および項目「環境」８０２にてチェッ
クされた環境毎に、セキュリティ施策リストを作成する（ステップＳ１１０４）。
【００８３】
次に、図１９に示すデータベース管理装置２iの動作について説明する。
【００８４】
図２１は、本発明の第２実施形態で用いるデータベース管理装置２iの動作を説明するた
めのフロー図である。
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【００８５】
まず、通信制御部１１４は、通信装置１８を介して、セキュリティ支援・評価装置１から
システムの構成機器の名称を読み出すため指示を受け取ると（ステップＳ２００１）、こ
れをＤＢ検索部１１５に渡す。これを受けて、ＤＢ検索部１１５は、外部記憶装置１３に
格納されているセキュリティ施策データベースＤＢiから、当該データベースの列２０６
に記述されている各構成機器の名称を読み出し（図２～図５参照）、通信制御部１１４に
渡す（ステップＳ２００２）。通信制御部１１４は、受け取った各構成機器の名称を、セ
キュリティ支援・評価装置１に送信する（ステップＳ２００３）。
【００８６】
次に、通信制御部１１４は、通信装置１８を介して、セキュリティ支援・評価装置１から
、図９に示すＧＵＩ画面でチェックされた構成機器や環境の名称およびセキュリティ強度
を含んだ検索指示を受け取ると（ステップＳ２００４）、これをＤＢ検索部１１５に渡す
。これを受けて、ＤＢ検索部１１５は、外部記憶装置１３に格納されているセキュリティ
施策データベースＤＢiから必要な情報を読み出す（ステップＳ２００５）。
【００８７】
たとえば、外部記憶装置１３に格納されているセキュリティ施策データベースＤＢiが図
２および図３に示すインターネット接続システムのものであり、検索指示に含まれる構成
機器および環境の名称が、「ＷＷＷサーバ」、「クライアント」および「運用」であり、
セキュリティ強度が「並」であるる場合、以下のようにして必要な情報を読み出す。
【００８８】
まず、図２および図３に示すインターネット接続システムのデータベースの「ＷＷＷサー
バ」の列２０６1の各行において、同じ行のセキュリティ施策が適用可能であり、かつ、
当該セキュリティ施策を適用した場合に確保されるセキュリティレベルが、検索指示に含
まれるセキュリティ強度（ここでは「並」＝Ｌ１）以下のものが記述された行に着目する
。そして、着目した各行について、「ＷＷＷサーバ」の列２０６1に記述された内容と同
じ行の列２０１～２０４、２０５iに記述された内容とを読み出す。以上の処理を、「ク
ライアント」の列２０６2および「運用」の列２０８のそれぞれに対しても、同様に実行
することで、検索指示に含まれる構成機器および環境毎に、必要な情報を読み出す。
【００８９】
次に、ＤＢ検索部１１５は、上記のようにして読み出した情報を通信制御部１１４に渡す
。通信制御部１１４は、受け取った情報を、検索結果として、セキュリティ支援・評価装
置１に送信する（ステップＳ２００６）。
【００９０】
以上、本発明の第２実施形態について説明した。
【００９１】
本実施形態では、セキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１をセキュリティ支援
・評価装置１とは別の電子計算機上に構築されたデータベース管理装置２1～２nに格納し
、セキュリティ支援・評価装置１は、公衆網などのネットワークを介してデータベース管
理装置２iにアクセスし、セキュリティ施策リスト作成に必要な情報を得るようにしてい
るので、セキュリティ支援・評価装置１を、たとえば携帯型の電子計算機上に構築する場
合に好適である。
【００９２】
なお、上記の実施形態において、セキュリティ支援・評価装置１は、データベース管理装
置２1～２nが格納するセキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn１３１各々の対象シス
テムの名称を、予め外部記憶装置１３などに記憶しておくようにしているが、この情報は
、セキュリティ支援・評価装置１がデータベース管理装置２1～２n各々に定期的にアクセ
スすることで、取得するようにしてもよい。また、この際、各データベース管理装置２1

～２nから、セキュリティ施策データベースの対象システムの名称とともに当該対象シス
テムの構成機器の名称も併せて取得しておくようにすれば、上述した図６のステップＳ１
００３の変更は不要になる。
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【００９３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、高度な専門的知識がなくても、システムのセキュ
リティ状態を評価したり、セキュリティ施策の作成を支援することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態が適用されたセキュリティ支援・評価装置１の概略構成図
である。
【図２】インターネット接続システムに対応するセキュリティ施策データベースの一例を
示す図である。
【図３】インターネット接続システムに対応するセキュリティ施策データベースの一例を
示す図である。
【図４】認証システムに対応するセキュリティ施策データベースの一例を示す図である。
【図５】プラントシステムに対応するセキュリティ施策データベースの一例を示す図であ
る。
【図６】本発明の第１実施形態であるセキュリティ支援・評価装置１の動作を説明するた
めのフロー図である。
【図７】本発明の第１実施形態であるセキュリティ支援・評価装置１の動作を説明するた
めのフロー図である。
【図８】セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価の対象となるシス
テムの名称を選択するためのＧＵＩ画面の例を示した図である。
【図９】セキュリティ施策の作成支援あるいはセキュリティ状態の評価の対象となるシス
テムの構成機器の選択するためのＧＵＩ画面の例を示した図である。
【図１０】セキュリティ施策の作成支援のために表示されるセキュリティ施策リストの一
例を示した図である。
【図１１】セキュリティ評価のために表示されるセキュリティ施策の実施の有無を確認す
るためのＧＵＩ画面の一例を示した図である。
【図１２】操作者より達成すべきセキュリティの目標レベルを受け付けるためのＧＵＩ画
面の例を示した図である。
【図１３】セキュリティの目標レベルが施策種別毎のセキュリティ施策数に対する実施済
のセキュリティ施策数の割合として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表
示例を示す図である。
【図１４】セキュリティの目標レベルが施策種別毎の実施済のセキュリティ施策による所
要コストの総額として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表示例を示す図
である。
【図１５】セキュリティの目標レベルが施策種別毎の未実施のセキュリティ施策による残
存リスクの総額として設定された場合における、セキュリティ評価結果の表示例を示す図
である。
【図１６】本発明の第２実施形態が適用されたセキュリティ支援・評価システムの概略図
である。
【図１７】本発明の第２実施形態に用いるセキュリティ支援・評価装置１の概略構成図で
ある。
【図１８】本発明の第２実施形態に用いるセキュリティ支援・評価装置１の外部記憶装置
１３に格納されているＤＢアドレス管理テーブル１３４を説明するための図である。
【図１９】本発明の第２実施形態に用いるデータベース管理装置２i（１≦ｉ≦ｎ）の概
略構成図である。
【図２０】本発明の第２実施形態に用いるセキュリティ支援・評価装置１における、図６
のステップＳ１００５の処理を説明するためのフロー図である。
【図２１】本発明の第２実施形態で用いるデータベース管理装置２iの動作を説明するた
めのフロー図である。
【符号の説明】
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１・・・セキュリティ支援・評価装置
２1～２n・・・データベース管理装置
１１・・・ＣＰＵ
１２・・・メモリ
１３・・・外部記憶装置
１４・・・読取り装置
１５・・・過般性のある記憶媒体
１６・・・入力装置
１７・・・表示装置
１８・・・通信装置
１９・・・インターフェース
１１１・・・施策リスト生成部
１１２・・・セキュリティ評価部
１１３・・・入出力制御部
１１４・・・通信制御部
１１５・・・ＤＢ検索部
１３１・・・セキュリティ施策データベースＤＢ1～ＤＢn

１３２・・・評価・構築支援プログラムＰＧ
１３３・・・通信プログラムＰＧ
１３４・・・データベースアドレステーブル
１３５・・・データベース管理プログラムＰＧ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(24) JP 4084914 B2 2008.4.30

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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