誠実な企業活動

情報セキュリティ

情報社会における安全性・信頼性の確保と事業活動を推進し、
セキュアな社会づくりに貢献します
情報分野を事業領域とするリコーグ
ループにとって、情報セキュリティは
お客様に安心してご利用いただける
商品・サービスを提供していくため
の不可欠な要素と認識しています。
したがって、情報セキュリティへの

2009 年度の実施状況とレビュー
●グループISMS統一認証の維持

●グループ ISMS 統一認証の維持

グループ 統 一 認 証の更 新 審 査 後、

グループ統一認証２回目の更新審査

2回目の継続審査を受審し、52社が

を受審します。

ISMS* の認証を継続しました。海外

●「情報セキュリティ対策共通基準」

ではRicoh Singapore PTE Ltd. が

の継続的改善と海外展開

新規審査を受審し、統一認証に加わ

基準としての完成度は高まってきた

（国内52社、海外46社、計98社）
りました。

ため、ＩＴ技術の実装や運用方法の

●
「情報セキュリティ対策共通基準」

工夫・改善により、実質的な対応を
キュリティ活動を進めるため、リスク

を目指した自社製品・サービスの積

2009年度版共通基準をリリースし
た結果を踏まえ、
「お客様へのサービ

アセスメントの効率化を検討します。

極的な社内活用を実践しています。

ス提供時に発生する情報の取り扱

海外においても共通基準の展開を継

情報セキュリティ活動は、リコーグ

い」
の項目を追加、管理運用方法を具

続します。

体的に反映した記述の見直しなど、

●リコーグループの事業継続計画・

取り組みを全員参加の活動と位置付
け、現場 ･ 第一線での日々の管理と継
続的改善を進めています。また、それ
らを基盤としてお客様への価値提供

ループ CSR 憲章にある｢誠実な企業
活動」と｢社会との調和」の実践を目
指すものです。

の継続的改善と海外展開

2010年度版として共通基準を改訂
展開を進めました。

クに備えて、グループとして有事対応

●情報セキュリティ事件・事故および、

の行動手順の整備・見直し・改善の

外部への発表、審査機関や監督機関

情報価値の創造

お客様への価値提供
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全員参加 日々の管理と
継続的改善

の取り組みをさらに有効なものにする

事件・事故管理データベースシステ

ために、セルフチェック形式の教育を

ムのさらなる改善と再発防止策のグ

実施し、全従業者のセキュリティ意識

ループ内への展開を開始しました。

向上を図ります。

●全従業者対象の教育を実施

●ＩＴ活用による情報セキュリティ事

ニングを実施しました。
●リコーグループの事業継続計画・

D

C

管理の充実

新型インフルエンザの発生に対処す
べく、
リコー独自の行動基準を定め、
全世界のグループ企業が一体となっ
て行動計画を策定しました。
＊Information Security Management System
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向けた教育の継続

ありませんでした。情報セキュリティ

活動の３つの考え方について、
ｅ-ラー

社内実践

● 情報セキュリティへの意識向上に

一人ひとりの情報セキュリティ活動へ

一人ひとりの
「情報セキュリティ体質」

情報保護

プロセスを推進します。

に報告を要する重大な事件・事故は

の確立・強化を図る情報セキュリティ
情報活用

管理の充実

大地震、強毒性インフルエンザのリス

防止の徹底
セキュアな社会の実現

進めます。また、さらに有効な情報セ

しました。海外においても共通基準の

監 査・審 査の不 適 合 事 項の再 発
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2010 年度の計画

件・事故の再発防止

ITの活用だけで再発防止が完全に図
れるわけではなく、従業者一人ひとり
の情報セキュリティ事件・事故に対
する認識が必須です。本年度はヒュー
マンエラーの観点を加味して再発防
止、未然防止を図ります。

内部監査活動により、
日々の管理と継続的改善を推進

■ 日々の管理と継続的改善のプロセス

参加により、日々の業務活動の中で確

資格でそのスキルを管理しています。

日常業務活動

情報セキュリティマネジメントは、全員

（１）内部監査員補

フィード
バック

監査・審査

実に実践されてはじめて意味を持ちま

日常点検

ルールの整備や、教育・訓練の実施を

育を受講し修了した者に与えられる最
初の資格です。
（２）内部監査員

マネジメント
レビュー

業務で実践されていることを、従業者

過去３年以内に規定時間、もしくは規

一 人ひとりの自己管 理、上司による定

定 回 数 以 上の監 査 経 験を有する者に

期点検、専門家による監査・審査など

与える資格です。監査員は監査チーム
リーダーの役割を担います。

で確認し、問題点等は速やかに是正・

●リコーグループ内部監査体制

改善しています。このように、従業者か

リコーグループは 1,700 名を超える内

ら、管 理 者、推 進 者、経 営 者に至る各

部監査員を擁し、監査統括部門が、その

過 去３年 以 内に規 定 回 数 以 上の監 査

階層で PDCA の改善サイクルを回しな

教育実績と内部監査実績を把握してい

チームリーダーの経験を有するものに

がら、継続的改善を進め、セキュリティ

ます。すべての内部監査員は内部監査

与える資格です。

レベルの向 上につなげています。そし

員データベースで管理されています。

それぞれの資格やスキルの維持向上の

て、日々の管理と継続的改善の PDCA

これらの実績から内部監査員の資格を

ために、監査員は教育の受講や監査経

を回す原動力のひとつに内部監査を位

段 階 的に定め、ＩＳＭＳ認 証の継 続・

験を積み重ねて監査スキルの向上をめ

置づけています。

更新に寄与しています。

ざしています。

情報セキュリティの国際規格策定に
積極的に参画し、世界初の認証も取得 *¹

SP*³」が世界で初めて取得。より安心し
した。リコーでは今後も、国内外で販売
する商品において CC 認証の取得を推

ティ機能の国際規格がなく、各メーカー

進するとともに、お客様の情報資産に関

は “ 独自の基準 ” でセキュリティ機能を

わるあらゆるリスクに対処するため、時

機器に搭載してきました。そのような状

代に先駆けて商品のセキュリティ機能

況のなか、2003 年に主要メーカーが

の開発に取り組んでいきます。

活動し、規格策定に大きく貢献。2009

＊1 2010 年 3月11日時点で世界初、リコー調べ。
＊2 Common Criteria(ISO/IEC15408)認証。製品・
システムに関するセキュリティ評価のための代表
的な国際標準です。

年 6 月に国際的な情報セキュリティ機

＊3 オプションの「 imagio セキュリティカード タイプ
9」
が必要となります。

能の規格「 IEEE 2600.1」が制定され

■ IEEE2600.1 の主な要求仕様

項目

ました。この規格は、複合機・プリンター
を対 象にしたもので、オフィス用 途は
レベルのセキュリティ環境での要求仕

IEEE 2600.1に適合したCC 認証を
世界で初めて取得したimagio MP 5000 SP

機能名

基本セキュリティ機能

識別認証機能、アクセス制御機能、ネットワーク保護機能
( 暗号化通信機能 )など

消去機能

残存情報を指定パターンで上書き消去する情報消去機能
など

様（表参照）を定義しています。そして

管理機能

2010 年 3 月、
「 IEEE 2600.1」に適合

監査機能

セキュリティに関するログの記録閲覧を可能とする監査
機能など

検証機能

搭載ソフトウエアの正当性を確保するソフトウエア検証
機能など

した CC 認証 *² を、リコーのデジタル複
合 機「 imagio MP 5000 SP/4000

社 会との調 和

もちろん政府機関や軍など非常に高い

人間尊重

リコーは、業 界 他 社とともに積 極 的に

環 境との調 和

て機器をお使いいただけるようになりま

従来、複合機やプリンターにはセキュリ

中心となりワーキンググループを結成。

（３）主任内部監査員
誠 実な 企 業 活 動

《 リコー／日本 》

C S Rの考え 方

フィード
バック

徹底しています。また、それらが日々の

監査統括部門が定める「 情報セキュリ
ティ内部監査員養成教育コース」の教

改善活動

す。リコーグル ープでは、共 通 基 準・

リコーグループの内部監査員は３つの
特集

《リコーグループ／日本》

●リコーグループ内部監査員制度

管理者によるセキュリティ管理機能など
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