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概要 

静岡大学における，ISO/IEC 27017 に基づく ISMS クラウドセキュリティ認証を導入する

ためのさまざまな活動や対応内容について検討する．静岡大学では，2003 年に国内の大学

では先駆けて ISMS 認証（ISO/IEC 27001）を取得し，2012 年には ITSMS 認証（ISO/IEC 
20000-1）を取得した．昨今のクラウドサービス興隆のなか，静岡大学においてもクラウド

サービスの調達および提供を行なって来た．本稿では，情報セキュリティに配慮したクラ

ウド運用を行なうための ISMS クラウドセキュリティ認証の取得を検討し，認証取得のた

めに大学内のクラウドサービスに対する調査と評価を行なったので報告する． 
 

1  はじめに 

昨今，情報セキュリティの指針や対策計画の策

定および運用は現代社会において必要不可欠であ

り，ISMS[1]やプライバシーマーク[2]などのセキュ

リティ認証を取得する組織体が増加している．大

学においても例外ではなく，文部科学省の学術情

報基盤実態調査[3]では，情報セキュリティポリシ

ーを策定済みの大学は，2012 年では国公私大合わ

せて 510 校であったが，2016 年では 568 校に増加

している．これは全大学数 778 校に対して 7 割以

上である．筆者の調査では ISMS 取得大学数は，

2012 年では 7 校であったのに対して，2017 年 9 月

現在では 19 校となっている[4]．これら状況から，

各大学が策定した情報セキュリティポリシーに対

して ISMS の要求に沿うようポリシーの拡張や修

正を実施し，認証取得という形で情報セキュリテ

ィへの対策を対外的に公表する運用が多くみられ

る． 
ここで，昨今のクラウドサービスの理由状況を

みると，総務省による「情報通信白書[5]」では，

2011 年では全社および一部の部門での利用が全体

の 21.6%であったのに対して，2016 年時点では

44.6%とほぼ 2 倍の増加となっている．一方で，ク

ラウドサービスを利用しない理由では，情報漏え

いなどセキュリティに不安がある，が 3 割を占め

ている．クラウドサービスの利用状況が増加して

いる反面，情報セキュリティ対策や実行手法の立

案および制度化が課題といえる． 
このような状況のなか，大学やその他教育機関

においてもクラウドサービスを利用する機会が増

加し，クラウドサービスを安全に正しく使用する

ことは，学生およびその他構成員の情報漏えいや

セキュリティリスクを回避する上で重要である．

情報セキュリティに対する施策として，ISMS クラ

ウドセキュリティ認証（ISO/IEC 27017[6]，以降，

ISMS クラウド）がある．ISMS クラウドは，国際

標準化機構より 2015 年に発行されたクラウドセ

キュリティに関する国際規格である．既存の ISMS
に追加する形で用い，クラウドサービスのセキュ

リティ対策を実行する上で有効な規格である． 
本稿では，静岡大学（移行，本学）が利用およ

び提供しているクラウドサービスに対して，ISMS
クラウド認証取得の検討および，必要になる活動

や対応内容の調査を行なう．2 章では，本学およ

び他大学の ISMS 状況について，3 章では，ISMS
クラウドの概要，4 章では，本学における ISMS
クラウド適用サービスの検討，5 章でまとめる． 



2  静岡大学や他大学の ISMS の状況 

2.1 静岡大学の ISMS 
本学では 2003 年に認証取得し，当時 ISMS 認証

規格精度が開始されたわずか 1 年ほどの初期であ

り，大学の情報系センターとしては ISMS 認証を

取得した初の機関であった．その後，数度の規格

本文の修正および更新審査を経て，2017 年現在で

14 年間の運用を継続している．また，2012 年には

健全な IT サービスの提供および運用を目的とし，

ITSMS[7]認証を取得した．適用範囲を図 1 に示す．

認証取得から 2011 年までは，情報基盤センター教

職員 12 名で構成されており，2011 年の認証審査

において情報企画課を取り込み，現在の ISMS 適

用範囲人員は 20 名程度で構成されている． 
ISMS 関連研究では，マインドマップの放射状

チャートを用いたリスクアセスメントの実施や，

ISMS 上位文書に対してワープロ機能を利用し簡

便かつ効果的に集約する提案がある[8]．また，情

報基盤センタースタッフの就業時間と障害想定頻

度に基づいた SLA（Service Level Agreement）の理

論値算出など[9]，ISMS 先進大学としてさまざま

な知見を公開している． 
2.2 他大学の ISMS 

昨今の ISMS 取得大学の増加により，各大学か

らさまざまな調査および手法が報告されている． 
山口大学では，ISMS 構築で得た知見に基づき

ISMS を構成する PDCA サイクルの各フェーズで

用意すべき様式や工夫についての報告がある[10]．
ISMS 構築の際は，効率のよい導入・運用を行なわ

ないと組織業務にとってオーバーヘッドが懸念さ

れる．本報告はそれら懸念に対する効果的な手法

を説明している．[11]では，ISMS 構築・運用のた

めに作成した各文書や手法を，ISMS 構築テンプレ

ートとして構築している．[12]では，人件費を含め

た情報セキュリティインシデントコストの定量的

把握手法を提案している．構築したコスト算出方

式により，個々のインシデントの大きさを定量的

に把握し，相互比較を可能としている． 
徳島大学では，ISMS に関するさまざまな文書

に対して，全文検索システムの導入について報告

している[13]．ISMS 文書は通常複数人が参照およ

び更新するため，当該文書への探索時間や手間が

少ないほど業務効率が向上する．提案システムで

は検索時間短縮を実現しており，ISMS 文書管理の

利便性向上を示している．[14]では，ISMS 認証取

得後 3 年経過時点の効果を報告している．ISMS
構築・運用を契機とした情報センター業務の合理

化・省力化などの効果が報告されている． 
2.3 ISMS クラウドの重要性 

これら報告から，昨今の ISMS への注目度が高

いことがうかがえる．また，本学含め現在 10 大学

にて運営している ISMS 研究会[15]は，2007 年に

第 1 回の研究会を開催し，現在では合計 15 回の開

催および 10 年間の継続を維持し，活発な議論が行

なわれている．第 15 回の研究会では，広島大学よ

り ISMS クラウドの報告[16]があり，大学での認証

第 1 号として他大学へ有益な知見を展開した． 
昨今のクラウドサービスの利用者数の増加か

ら，クラウドサービスの情報セキュリティに配慮

図 1 静岡大学の適用範囲 



した取り組みが重要となる．本学では，2010 年に

情報基盤の大部分をクラウドへ移行[17]し，現在で

は 32 項目の IT サービスを情報基盤センターが学

内利用者である学生・教員・職員，および外部利

用者へ提供している．クラウドサービスを利用お

よび提供している本学では，ISMS に追加して，ク

ラウドサービスのセキュリティに特化した ISMS
クラウドの認証取得が，今後の安全かつ利便性の

高いクラウド基盤の運営に対して重要といえる． 

3  ISMS クラウド 

3.1 概要 
ISMS クラウドは，クラウドサービスの利用お

よび提供に関する情報セキュリティ管理策のため

のガイドラインである．情報セキュリティ管理策

の実践規範である ISO/IEC 27002[18]をベースとし

て，クラウドサービスに特化した追加の要求や管

理策が示されている．ISMS クラウド単独での認証

取得はなく，ISMS の認証を取得していることが前

提条件となる．適用範囲は ISMS の適用範囲と一

致するか，もしくは一部であり，ISMS の適用範囲

から逸脱しない．適用範囲に含めるクラウドサー

ビスには原則名称を明記し，適用範囲に含まれな

いサービスと明確に区別する必要がある．また，

適用範囲は，クラウドサービスの扱いによりクラ

ウドサービスカスタマ（以降，CSC）とクラウド

サービスプロバイダ（以降，CSP）の立場を区別

する．管理策体系は ISMS と同じで，箇条 5～箇条

18 に対して ISMS クラウドの管理策拡張や，ISMS

クラウド固有の管理策として附属書A，Bがあり，

認証審査はこれらが対象となる．認証審査時期は，

ISMS と ISMS クラウドの同時取得や，取得済みの

ISMSの定期／更新審査時に ISMSクラウドを取得，

ISMSの定期／更新審査時とは別に ISMSクラウド

を単独取得，がある．登録審査移行の審査は ISMS
の有効期限および審査サイクルと同様となる． 
3.2 管理策体系 

管理策体系を図 2 に示す．基本的には ISMS の

管理策に対して，クラウド固有の手引きの追加や

新設，または手引きなしとなる．手引きなしの場

合は，既存の ISMS の実施手引きを適用する． 
手引きの追加は，各箇条に対して管理策を追加

する．たとえば，「A.5.1.1 情報セキュリティのた

めの方針群」で，ISMS では情報セキュリティ全体

の方針を定めていたのに対して，ISMS クラウドで

はクラウドサービスのための情報セキュリティ方

針群を個別に定義する必要がある．このように各

箇条において ISMSクラウドの管理策を追加する． 
手引きの新設は，ISMS の管理策体系になかっ

た管理策を「附属書 A クラウドサービス拡張管理

策集」として新設する．なお附属書 B はクラウド

コンピューティングの情報セキュリティリスクに

関する参考文献が規定されている．附属書 A は項

番冒頭に CLD が付記される．たとえば，「CLD.8.1 
資産に対する責任」では，クラウドベンダに保存

した情報資産などは利用が終了した時点で除去ま

たは返却されることを要求し，クラウドサービス

ならではの管理策といえる． 

ISO/IEC 27002

5. 情報セキュリティのための方針群
6. 情報セキュリティのための組織
7. 人的資源のセキュリティ
8. 資産の管理
9. アクセス制御
10. 暗号
11. 物理的及び環境的セキュリティ
12. 運用のセキュリティ
13. 通信のセキュリティ
14. システムの取得，開発及び保守
15. 供給者関係
16. 情報セキュリティインシデント管理
17. 事業継続マネジメントにおける

情報セキュリティの側面
18. 順守

ISO/IEC 27017

5. 情報セキュリティのための方針群
6. 情報セキュリティのための組織
7. 人的資源のセキュリティ
8. 資産の管理
9. アクセス制御
10. 暗号
11. 物理的及び環境的セキュリティ
12. 運用のセキュリティ
13. 通信のセキュリティ
14. システムの取得，開発及び保守
15. 供給者関係
16. 情報セキュリティインシデント管理
17. 事業継続マネジメントにおける

情報セキュリティの側面
18. 順守

附属書A クラウドサービス拡張管理策集
附属書B クラウドコンピューティングの

情報セキュリティリスクに関する
参考文献

・箇条5～箇条18の
基本体系は共通

・クラウド固有の
対策を追加する

・クラウド固有の
対策が無い場合は
追加なし

・箇条5～箇条18に
含まれないクラウド
固有の対策を新設認証審査対象

図 2 管理策体系 



3.3 クラウドサービスカスタマとプロバイダ 
ISMS クラウドでは，適用範囲を CSC と CSP の

立場を区別し，新設管理策「CLD.6.3 クラウドサ

ービスカスタマとクラウドサービスプロバイダの

関係」で両者の関係を明確にする必要がある．CSP
とは，IaaS，PaaS，SaaS などのクラウドサービス

を提供する組織であり，CSC とはクラウドサービ

スを利用する組織である．両者の関係を図 3 に示

す．ISMS クラウドの認証は，クラウドサービスの

利用形態に応じてCSCでの取得もしくはCSPでの

取得，あるいは両者で取得する．ISMS クラウドを

認証取得する場合は，自組織のクラウドサービス

利用を精査し，どの立場に属するか明確にしなけ

ればならない．2017 年 9 月時点での認証数は，CSC，
CSP 合わせて 23 組織となり，2016 年 12 月時点の

3 組織と比較し，大幅に増加している． 

4  静岡大学での ISMS クラウド適用 

4.1 サービス概要 
本学では，ISMS での情報セキュリティの確立

だけでなく，学内外の利用者に提供する研究・教

育用 IT サービスに対して，持続的な安定供給と利

用者満足度向上の実現を目的とし，ITSMS 認証も

取得している．2017 年 9 月時点で 32 項目のサー

ビスを提供しており，情報基盤センターの学内サ

イトにて各サービスの詳細を記している（図 4）．
提供サービスの内容は多岐にわたるが一部を紹介

すると，Office365 のライセンス管理，学内アカウ

ントの設定変更，無線 LAN，教育用 PC 端末，TV
会議システム，クラウドサーバ提供，電子掲示板

システムなどや，最近では，静岡大学テレビジョ

ン，反転授業支援システム，情報サービス  for 
Pepper，WWP，など情報発信に関するサービスも

増加している．これらのサービスは，システム稼

働基盤にクラウドベンダから調達したクラウドサ

ーバを用い，クラウドサーバ上の Web サイトにて

ユーザにサービス提供しているケースが多い． 
4.2 適用検討 

クラウドベンダからクラウドサーバを調達し，

そのサーバを用いてユーザにサービス提供する形

態は，CSC および CSP 両者の立場を取ると考えら

れる．たとえば学内アカウントの設定変更のサー

ビスでは，クラウドベンダのサーバを用いてシス

テムを構築し，ユーザがアカウント変更をする際

はシステムへログインし，実行する．このとき追

加管理策「A.9.2.3 特権的アクセス権の管理」にお

いて，CSP は十分に強い認証技術（例：多要素認

証）を提供する必要がある，としており，情報基

盤センターはサーバを利用する CSC であり，サー

ビス提供および認証に配慮する CSP でもある．ま

た，クラウドサーバ提供サービスは，情報基盤セ

ンターがクラウドベンダからサーバを一括調達し，

ユーザへ IaaS として提供するサービスである．こ

のとき，新設管理策「CLD. 9.5.2 仮想マシンの要

塞化」では，仮想マシンの設置および提供の際は

適切な側面からの要塞化（例：ファイヤーウォー

ル，アクセス制限など）を施し，CSC，CSP 両者

に対して安全に使用する適切な技術手段を講じる

ことを求めている．本節では一部のサービスの例

にとどめるが，ISMS クラウドを適用する際は，利

用しているもしくは提供しているサービスの詳細

な調査が必要である．大学でのクラウドサービス

の多くは CSC としての利用目的であるが，本学の

例のように学内外へサービス提供している場合は，

その限りではない． 
また，ISMS クラウドでは ISMS に含まれるサー

ビスのすべてまたは一部を対象としており，本学

の 32 項目のサービスすべてを必ずしも適用対象

とする必要はない．適用対象となるサービスは原

則としてサービス名を付記する必要があり，対象

クラウド
ベンダ

大学

学外向けサービス

外部ユーザ

学内向けシステム

CSC

CSP

CSP

CSCCSC

内部ユーザ

CSC

図 3 CSC と CSP の関係 

図 4 静岡大学情報基盤センターのサービス 



外サービスと明確に区別しなければならないため，

全サービスを吟味し，対象外とするかあるいは複

数サービスをグルーピングして対象とするなどの

選択が可能である． 
4.3 適用効果の予測 

ISMS クラウド取得の適用効果としては，追加

および新設の管理策の実施により，効果的なクラ

ウドサービスの運用が期待できる．昨今の多様な

クラウドサービスでは既存の ISMS だけではいき

とどかない箇所に，ISMS クラウド認証で明確なセ

キュリティ手引きを定義し，より強固なクラウド

セキュリティを実現できる．また，特に本学のよ

うに多くのクラウド関連資産を運用している組織

では，クラウド技術やサービスを安全に正しく使

用していることを公に周知できる．企業であれば

顧客獲得につながると期待できる． 
一方で，取得に関わる人的工数や費用などの課

題もある．多くの組織では ISMS 推進担当者は本

務と兼任であるため，担当者へは相応の労力がか

かり，また担当者の移動などの人員交代にも配慮

しなければならない．取得する上でのさまざまな

調査や，認証継続／更新費用も発生する． 
これらメリットとデメリットを考慮した上で，

自組織のサービスに対して ISMS クラウド認証取

得が妥当か否かを吟味しなければならない． 

5  おわりに 

本稿では，静岡大学のクラウドサービスに対し

て，ISMS クラウド認証の適用に対する検討や対応

内容の調査および評価を行なった．本学のクラウ

ドサービスの形態調査において，本学の場合は

CSC および CSP 両者での認証取得が検討された．

今後は認証取得に向けて，本稿の調査結果を踏ま

え，さらに細部の調査を進めていく予定である．

また，現在は大学での ISMS クラウド認証取得数

が少ないため，本学での知見を認証取得テンプレ

ートとして公開することも視野に入れたい． 
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