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1.はじめに
背景および目的
近年、企業の技術情報や顧客情報等、営業上重要な情報である営業秘密1の漏えいが後
を絶たず、大型の訴訟事例2も発生している。経済産業省が実施した営業秘密の調査3によ
ると、最も重要な技術情報が漏えいした場合、自社の経営に致命的な損害が生じると回
答した企業が約半数に達している。企業にとって、競争力の源泉である営業秘密の漏え
いは、事業に深刻な影響を及ぼすため、営業秘密の保護・活用は重要な課題である。
このような状況の中、2015 年 1 月、経済産業省は、営業秘密を保護するための環境整
備として、
「営業秘密管理指針4」を全部改訂した。営業秘密管理指針は、企業が営業秘密
の不正な持ち出し等による被害にあった場合、不正競争防止法により法的保護を受ける
ために必要となる最低限の水準の対策を示している。企業が、営業秘密の漏えい等に対
し、民事上・刑事上の保護を受けるためには、本指針に基づき、各々の業態・実情に応
じた適切な管理方法で運用する必要がある。中小企業においても、営業秘密の要件を満
たす情報管理を実現するためのシステム（以下、営業秘密管理・保護システム）が必要
であるが、実装すべき標準的なセキュリティ要求仕様はなく、それを自ら検討し判断す
ることは必ずしも容易ではない。
独立行政法人情報処理推進機構（以下、IPA）では、これらの状況を受け、営業秘密管
理指針の管理要件を満たすセキュリティ機能を明らかにし、特に中小企業に対し、営業
秘密管理・保護システムとして必要最低限のセキュリティ機能を示すことを目的として、
本調査を実施した。また、今後、共通的な要求仕様の参考とするために、実装すべきセ
キュ リティ機 能や前提とな る環境等 を、セキュリ ティ評価 基準の国際標 準であ る
ISO/IEC 15408 に従い記述し、セキュリティ要求仕様書5（後述の営業秘密管理 PP(案)）
にまとめた。

実施概要
企業における営業秘密管理・保護システムの技術動向や利用状況、課題について、文
1

営業秘密とは、不正競争防止法で定められた 3 要件（①秘密として管理されていること、②有用な情報
であること、③公然と知られていないこと）を満たす情報。技術やノウハウ、経営情報、顧客情報等。
2
新日本製鐵株式会社：POSCO 等に対する訴訟の提起について
http://www.nssmc.com/news/old_nsc/detail/?rec_id=4267
株式会社東芝：韓国 SK ハイニックス社との訴訟における和解について
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_12/j1902/cover2.pdf
3
営業秘密保護制度に関する調査研究報告書(別冊) 「営業秘密管理に関するアンケート」調査結果
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/26chousa-bessatsu.pdf
4
経済産業省：営業秘密管理指針
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf
5
本事業で開発したセキュリティ要求仕様書は、営業秘密の漏えい防止および漏えい時の包括的な対策と
して経済産業省が策定した「秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上に向けて～」
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf）に従い継続的に検討
していく。

4

献や事例調査および、関連製品やシステムを開発・販売するベンダーへのヒアリング調
査を実施し、有識者およびセキュリティ製品・サービス提供事業者による委員会を通し
て、営業秘密管理・保護システムに求められる機能および前提となる利用環境等をまと
めた。また、それらを元に、セキュリティ要求仕様書である営業秘密管理・保護システ
ムプロテクションプロファイル(案)（以下、営業秘密 PP(案)）を開発した。
実施期間、実施項目を以下に示す。
実施期間：2014 年 12 月～2015 年 3 月
実施項目：
・営業秘密管理・保護システムに関する動向調査
・法的保護等のためのセキュリティ要件の調査
・営業秘密 PP(案)の開発
・その他
営業秘密 PP(案)開発のための検討委員会の設置
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2.営業秘密管理・保護システムの概要
営業秘密管理・保護システムの目的･機能概要、および前提となる利用環境について述べ
る。

目的・機能概要
企業が重要情報の不正な持ち出し等による情報漏えい被害にあった場合、不正競争防
止法では民事上・刑事上の保護につき定めている。漏洩した機密情報の差し止め請求や
損害賠償請求等の法的措置をとるためには、技術情報や顧客情報等を下記の参考にて定
義を掲げる営業秘密として適正に管理しておく必要がある。本書において規定した「営
業秘密管理・保護システム」は、これらの定義のうち特に、秘密管理性の実現を目的と
しているが、本システムを実装したからといって法的保護を受けられるものではない6。
また、営業秘密管理・保護システムでは、法的保護の観点（不正な持ち出し等に対す
る事後的な対策）のほか、情報セキュリティ対策（不正な持ち出し等の未然防止）も考
慮し、最低限必要なセキュリティ機能を実装する。
参考. 不正競争防止法第 2 条第 6 項の営業秘密の定義
① 秘密として管理されている [秘密管理性]
② 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 [有用性]
であって、
③ 公然と知られていないもの [非公知性]

対象企業
本システムは中小企業基本法第 2 条の定義による中小企業における IT 環境を想定した。
（表 2.2-1）
。
表 2.2-1 中小企業基本法の定義
業種分類
製造業その他

中小企業基本法の定義
資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社および個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社および個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社および個人

6

係争となった際に法的保護を受けられるか否かは営業秘密の要件に関する他の要素も含め法制度として
審理される。

6

サービス業

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社および個人

保護対象資産
不正競争防止法で定義される営業秘密のうち電子情報（電子媒体）を保護対象とする。
具体的な営業秘密の例を表 2.3-1 で示す。

表 2.3-1
情報資産分類

営業秘密の類型と例
情報資産分類に該当する主な情報の例

経営戦略に関する情報資産

経営計画、目標、戦略、新規事業計画、M&A 計画など

顧客に関する情報資産

顧客個人情報、顧客ニーズなど

営業に関する情報資産

販売協力先情報、営業ターゲット情報、セールス・マーケテ
ィングノウハウ、仕入価格情報、仕入先情報など

技術（製造含む）に関する情

共同研究情報、研究者情報、素材情報、図面情報、製造技術

報資産

情報、技術ノウハウなど

管理（人事・経理など）に関

社内システム情報（ID、パスワード）、システム構築情報、

する情報資産

セキュリティ情報、従業者個人情報、人事評価データなど

その他の情報資産

上記以外の情報資産

（出典）経済産業省「営業秘密管理の考え方 －営業秘密管理のための手順－」7

想定環境
中小企業の IT 化の状況について、平成 24 年に日本商工会議所が実施した調査による
と、80%以上の中小企業は、基本的な IT 機器が導入されている（表 2.4-1）。これによ
り、本 PP は、PC およびサーバが導入され、社内 LAN およびインターネットに接続さ
れている環境を前提とした。
表 2.4-1 中小企業の IT 化状況

設備

PC

サーバ

インターネット

社内 LAN

導入率

100%

80%

100%

87%

オフィス系
ソフト
92%

（出典）日本商工会議所「中小企業等の IT 活用に関する実態調査」8を基に IPA が編集

7

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide2-ver_20.pdf

8

中小企業等のＩＴ活用に関する実態調査（平成 24 年 9 月）
http://www.jcci.or.jp/it/chousa.html

7

社内 IT 部門の要員数は中小企業の従業員数から想定し、1～数名とした（※）
。
※中小企業の定義では、製造業の従業員数は 300 人以下だが、工場のライン業務の従
事者等で営業秘密の利用に関与しない従業員を除くと、製造業以外の業種と同数程
度と考え、社内 IT 部門の要員を想定した。
図 2.4-1 に、本事業における営業秘密管理・保護システムの想定環境の概要を示す。

サーバ(80%)

退
職
者

IT部門
管理者/運用者

-ファイル
-メール
-Web
営業秘密

インターネット

ﾒｰﾙ､Web

企業トップ
社内LAN(87%)

攻撃者

アクセス
ﾒ
権限なし

アクセス
権限あり

・・・
営業秘密

営業秘密

PC(100%)

社内LAN
に接続せず、
外部へ接続
可能なPC

可搬媒体を
利用

・他拠点／
他事業所
・取引先
(親会社、
発注元、
顧客等)

営業秘密にアクセス可能な従業員：10~100名程度
※（）は中小企業のIT導入率をさす

・PC が社内 LAN に接続されて業務に使用されている。
・社内 LAN にはサーバがあり、インターネットに接続されている。
・社内 IT 部門の要員数は 1 人～数名程度に限られる。
・親会社、発注元、取引先等の営業秘密情報も管理の対象とする。

図 2.4-1

中小企業を対象とした営業秘密管理の想定環境
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3.営業秘密管理・保護システムに関する動向調査
営業秘密管理・保護システムが提供するセキュリティ機能について、既存製品・システ
ムによる実現を検討する際の参考にするため、関連する国内外の製品について公開文献を
基に調査した。以下に調査対象および調査結果について述べる。

調査対象
営業秘密管理・保護システムでは、営業秘密を管理・保護する機能及び活用する機能や
外部攻撃や内部不正から守るための情報漏えい対策や入り口対策等が必要である。
これらに対応する製品を調査するため、表に示す 20 製品を選定し、機能を調査した。
対象製品を使用ステージ別に、情報漏えい防止製品（3.2）と営業秘密活用を含む情報
漏えい防止関連製品（3.3）に分類した。
（表 3.1-1）
表 3.1-1

調査した製品・システムの分類と製品数

分類

使用ステージ

製品数

3.2.情報漏えい防止製品

情報漏えい対策

13 製品

3.3.情報漏えい防止関連製品

ストレージ管理

1 製品

入口対策

2 製品

ドキュメント管理、知的財産活用管理・

4 製品

保護

合計 20 製品
具体的な製品・システム名、提供企業は表 3.1-2 の通りである。
表 3.1-2 調査対象の製品・システム

製品
番号

製品

情報漏えい防止製品
1 秘文
2 Driveware 4thEye Professional
3 CWAT
4 セキュリティプラットフォームevolution/SV
5 InfoCage
6 オフィスガードウォール
7 LanScope
8 SmartOn
9 HGSEALED for Web
10 Pirates Buster for WebDocument (WebDoc)
11 内部犯行対策ソリューション
12 三菱情報漏洩防止ソリューション
13 情報漏洩対策
情報漏えい防止関連製品
14 Hitachi Command Suite Common Component
15 WatchGuard APT Blocker
16 Dell SonicWALL
17 DocuWorks 8
18 活文
19 長期署名クラウドサービスeviDaemon
20 Genius Note

提供会社

(株)日立ソリューションズ
サイエンスパーク(株)
(株)インテリジェントウェイブ
ハミングヘッズ(株)
日本電気(株)
(株)電算システム
エムオーテックス株式会社
(株)ソリトンシステムズ
(株)ハイパーギア
(株)ティエスエスリンク
日本電気(株)
三菱電機インフォメーションシステムズ(株)
富士通(株)
(株)日立製作所
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン(株)
デル(株)
富士ゼロックス(株)
(株)日立ソリューションズ
9
セイコーソリューションズ(株)
メキキ・クリエイツ(株)

情報 スト
知財
ドキュ
漏え レー 入口
管理
メント
い
ジ 対策
・保
管理
防止 管理
護
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

情報漏えい防止製品のセキュリティ機能
情報漏えい防止製品（1～13）が提供しているセキュリティ機能を表 3.2-1 に示す。

表 3.2-1 情報漏えい防止機能のセキュリティ機能

機能
大項目(※1)
資産管理

物理的管理

技術・運用管理

証拠確保
事後対策
その他

中項目(※2）
秘密マークの表示（透かし印刷等）（４）
アクセス制御（５）
識別認証（ID/PWD）（７）
識別認証（ID/PWD以外）（７）
データ完全消去（９）
管理外機器のLAN接続制限（１１）
外部記録媒体の接続制限（１１）
使用ソフトウェア制限（１２）
Web（URLフィルタ）（１２）
Web（ファイルアップロード制限）（１２）
Web（書き込み制限）（１２）
ウイルス対策（１２）
メール送信制限（１２）
メール暗号化（１２）
ネットワークフォルダ書き込み制限（１２）
外部ネットワークストレージ暗号（１２）
ファイル暗号化（１３）
利用者PCドライブ暗号（１４）
公衆ネットワーク接続時の通信暗号化（１４）
公衆ネットワーク接続制限（１５）
不正使用時のPCロック（１５）
PCロック時のデータ消去（１５）
監査ログ・証跡の記録と保存（１７）
システム管理者のログ・証跡の確認（１８）
デジタルフォレンジック解析
（電子署名・時刻認証等）（２７）
その他通信制限（FTP等）
外部記録媒体の書き込み制限
印刷制限・監視
プリントスクリーン制限
現物の持ち出し監視
利用者への警告バナー表示
不正侵入/標的型攻撃検知

件数 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
1 ○
2
○
○
1
○
3
○
○
○
1
○
6
○
○
○
○
○
○
10 ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3
○
○
○
3 ○
○
○
5 ○
○
○
○
○
3 ○
○
○
1 ○
6 ○
○
○
○
○
○
2 ○
○
1
○
1 ○
11 ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4 ○
○
○
○
2 ○
○
2 ○
○
3
○
○
○
0
11 ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1
○
1
1
10
9
1
1
0
0

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○

○
○

○

○

公開文献に対応機能の提供が明記されているものに○
(※1) 大項目はIPA発行「組織における内部不正防止ガイドライン」に準ず
る。大項目の「その他」はガイドライン範囲外のセキュリティ機能
(※2) 中項目の括弧内の数値はIPA発行「組織における内部不正防止ガイド
ライン」 に記載された各対策の項目番号に対応する

表 3.2-1 から集計した情報漏えい防止製品が提供するセキュリティ機能数を表 3.2-2 に示
す。使用制限、監査ログ、データ暗号化の順に多いことがわかる。営業秘密の秘密管理性
を構成する機能である「秘密マークの表示機能（マル秘表示）
」を実装している製品は 1 製
品のみであった。4.1 にて説明する通り、営業秘密管理指針においては、合理的区分を実現
した上でマル秘マークの表示が行われることが秘密管理措置の一例として示されている9。
他方、調査した情報漏えい防止製品では秘密管理措置は運用面にて実施されるべき対策と
考えられており、明確な機能として定義・提供されている製品が多いとはいいがたい状況

9

営業秘密管理指針 2.秘密管理性について

(3)秘密管理措置の具体例

10

②電子媒体の場合 10 ページ

である。
表 3.2-2 情報漏えい防止製品のセキュリティ機能提供件数
No.

中項目

件数

1

使用制限10

12

2

監査ログ

11

3

データ暗号化

11

4

機器接続制限

10

5

識別認証

3

6

アクセス制御

3

7

PC ロック機能

3

8

通信データ保護

2

9

電子署名・時刻認証

1

10

ウイルス対策

1

11

秘密マークの表示

1

情報漏えい防止関連製品のセキュリティ機能
情報漏えい防止関連製品（14～20）が提供するセキュリティ機能を表 3.3-1 に示す。
表 3.3-1 情報漏えい防止関連製品のセキュリティ機能
機能
大項目(※1)
資産管理

物理的管理

技術・運用管理

証拠確保
事後対策
その他

入口対策
ドキュメント管理
知財管理・保護（※3）
ストレージ管理
中項目(※2）
製品１４
製品１５ 製品１６ 製品１７ 製品１８ 製品１９ 製品２０
秘密マークの表示（透かし印刷等）（４）
アクセス制御（５）
○
○
○
識別認証（ID/PWD）（７）
○
○
識別認証（ID/PWD以外）（７）
データ完全消去（９）
管理外機器のLAN接続制限（１１）
外部記録媒体の接続制限（１１）
使用ソフトウェア制限（１２）
Web（URLフィルタ）（１２）
Web（ファイルアップロード制限）（１２）
Web（書き込み制限）（１２）
ウイルス対策（１２）
○
○
メール送信制限（１２）
○
メール暗号化（１２）
ネットワークフォルダ書き込み制限（１２）
外部ネットワークストレージ暗号（１２）
ファイル暗号化（１３）
○
利用者PCドライブ暗号（１４）
公衆ネットワーク接続時の通信暗号化（１４）
○
○
○
○
公衆ネットワーク接続制限（１５）
不正使用時のPCロック（１５）
○
PCロック時のデータ消去（１５）
監査ログ・証跡の記録と保存（１７）
○
○
○
システム管理者のログ・証跡の確認（１８）
デジタルフォレンジック解析
○
○
○
○
（電子署名・時刻認証等）（２７）
その他通信制限（FTP等）
外部記録媒体の書き込み制限
印刷制限・監視
○
○
プリントスクリーン制限
現物の持ち出し監視
利用者への警告バナー表示
○
不正侵入/標的型攻撃検知
○
○
公開文献に対応機能を提供が明記されているものに○
(※1) 大項目はIPA発行「内部不正防止ガイドライン」に準ずる。大項目の「その他」はガイドライン範囲外のセキュリティ機能
(※2) 中項目の括弧内の数値はIPA発行「内部不正防止ガイドライン」 に記載された各対策の項目番号に対応する
(※3) 主たる機能の分類に準じ、知財管理の機能も有するドキュメント管理製品はドキュメント管理に分類する

10

使用制限には、使用ソフトウェアの制限、ファイルアップロードの制限、URL フィルタ、メール送信制
限、共有フォルダや外部記憶媒体への書き込み制限等が含まれる。

11

表 3.3-1 から製品が提供するセキュリティ機能を、使用されるステージ別に分類した結
果を表 3.3-2 に示す。

表 3.3-2 情報漏えい防止関連製品の機能分類
セキュリティ
機能
使用ステージ

識別認証

アクセス
通信デー ファイル
監査ログ
制御
タ保護
暗号化

入口対策

○

ドキュメント管理

○

○

ストレージ管理
知財管理

○

○

真正性保
その他
証

○
○

○

○

○

・ウイルス対策
・メール制限
・侵入検知
・PCロック
・印刷制限
・警告バナー表示

○

情報漏えい防止関連製品・システムが提供するセキュリティ機能を、製品を使用するス
テージごとにまとめると以下の通り。


入口対策を実施する製品では、不正アクセスの試みや痕跡を確認するため監査ログ
機能が提供されている。



情報活用製品であるドキュメント管理、ストレージ管理、知財管理の製品では、識
別認証やアクセス制御の機能が提供されている。



ドキュメント管理、知財管理の製品では、真正性11保証が提供されている。



保護すべきドキュメントがネットワーク上を流れる製品については、通信データ保
護が提供されている。

以上のように、情報漏えい防止関連製品では、製品が使用されるステージ（入り口対策・
ドキュメント管理・ストレージ管理・知財管理など）に応じて必要と考えられるセキュリ
ティ機能が備えられている。

11

文書、データ等の利用者、情報などが本物であることを確実にする特性。
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4.法的保護等のためのセキュリティ要件調査
営業秘密管理・保護システムに求められるセキュリティ要件を明らかにするため、営
業秘密管理指針の管理要件と情報セキュリティ対策を調査した。情報セキュリティ対策
として必要なセキュリティ機能については、組織における内部不正防止ガイドラインお
よび情報セキュリティに関するインシデント事例を参考とした。
本章ではその調査内容とセキュリティ機能について述べる。

営業秘密管理指針のセキュリティ要件
営業秘密管理指針には、営業秘密として必要とされる「秘密管理性12」を定め、満たす
べき技術的管理方法等が例示されている。営業秘密の秘密管理性を実現するために必要
なセキュリティ機能を調査した。
(1) 必要な秘密管理措置の程度
営業秘密管理指針が示す「必要な秘密管理措置の程度」は以下の通りである(以下抜粋)。
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置
によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能
性が確保される必要がある。
具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の
性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位（本
指針 13 頁参照）における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものであ
る必要がある。
（2.秘密管理性について(2)必要な秘密管理措置の程度）
すなわち、秘密管理性要件を満たすには、営業秘密保有企業が当該情報を秘密であると
単に主観的に認識しているだけではなく、下記が必要となる。


営業秘密保有企業の秘密管理意思：特定の情報を秘密として管理しようとする意思



認識可能性の確保：情報にアクセスした者が秘密であると認識できること



秘密管理措置：対象情報（営業情報）を一般情報（営業秘密ではない情報）から区分
し（「合理的区分」という）、当該対象情報について営業秘密であることを明らかにす
る措置

12

秘密管理性とは、秘密として管理されていることであり、具体的には、①情報にアクセスできる者を制
限すること（アクセス制限） ②情報にアクセスした者がそれを秘密であると認識できること（認識可能性）
の 2 つが秘密完成性の有無を判断する重要なファクターとなる。ただし、
「アクセス制限」は、
「認識可能
性」を担保する一つの手段であるとも考えられる。

13

(2) 秘密管理措置
秘密管理措置は、対象情報（営業秘密）の一般情報（営業ではない情報）からの合理的
区分と当該対象情報について、営業秘密であることを明らかにする措置で構成される。
（図
4.1-1）

図 4.1-1 秘密管理措置の合理的管理区分のイメージ

営業秘密管理指針より、合理的区分とは以下の通りである。
合理的区分とは、企業の秘密管理意思の対象（従業員にとっての認識の対象）を従業員に
対して相当程度明確にする観点から、営業秘密が、情報の性質、選択された媒体、機密性
の高低、情報量等に応じて、一般情報と合理的に区分されることをいう。
2.秘密管理性について(2)必要な秘密管理措置の程度

○（合理的区分）

これは、営業秘密である情報を含むのか、一般情報のみで構成されるものであるか否か
を従業員が判別できればよいことを示している。
また、具体的なケースとして次の例が挙げられている。
紙であればファイル、電子媒体であれば社内LAN上のフォルダなどアクセス権の同一性に
着目した管理がなされることが典型的であるが、業態によっては、書庫に社外秘文書（ア
クセス権は文書によって異なる）が一括して保存されるケースも存在し、そのような管理
も合理的区分として許容される。
2.秘密管理性について(2)必要な秘密管理措置の程度

○（合理的区分）の※注

上記例の前半は、例えばフォルダの属性(アクセス権)によってアクセス制御を行う機能が
想定されるが、上記例の後半は、フォルダ内にアクセス権の異なる社外秘文書が一括して
14

保存されており、IT 的なアクセス制御を行うことは難しい保存形態であったとしても、社
外秘文書であることがわかれば合理的区分と見なされるといえる。
(3) 営業秘密管理指針における要件に対する対策の具体例
前述のとおり、秘密管理措置は、具体的状況に応じて多様であるが、営業秘密管理・保
護システムが対象とする電子媒体について、要件を抽出したセキュリティ対策例を表
4.1-1 にまとめた。
表 4.1-1 営業秘密管理指針の要件と具体的な対策例

合理的区分

要件

対策例（セキュリティ機能）

・ 営業秘密か否かを区分する

・ 社内 LAN 上のフォルダなどアクセ

・ 営業秘密である情報を含む

ス権の同一性に着目した管理

のか、一般情報のみで構成

（アクセス制御機能注 1、情報の属性

されるものであるか否かを

の管理機能）

従業員が判別できる
秘密管理措置

・ 当該媒体への表示

・ 電子ファイル名・フォルダ名へのマ

・ 当該媒体に接触するものの
限定

ル秘の付記
・ 営業秘密たる電子ファイルを開い

・ 営業秘密たる情報の種類・

た場合に端末画面上にマル秘であ
る旨が表示される PC 設定

類型のリスト化

（アクセスバナー機能）
・ 営業秘密たる電子ファイルそのも
のまたは当該電子ファイルを含む
フォルダの閲覧に対するアクセス
制限注 2 や、ファイルの暗号化
注 1.アクセス制御機能を実現するためには、営業秘密にアクセスしてきた従業員が正当な
アクセス権を持った従業員であること（正当な従業員になりすましをした人物では
ないこと）を確認するため、識別認証機能が必要となる。
注 2.アクセス制限を実施する場合、人事異動や退職等によって権限を失った者が、その後
も参照できることがないように、その都度アクセスのための権限を変更する必要が
ある。
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情報セキュリティ対策
経済産業省が実施した調査13によると、営業秘密が競合他社へ流出する事案は、内部者に
よるものが最も多いことから、営業秘密管理・保護システムとして必要な情報セキュリテ
ィ対策を検討するにあたり、内部不正対策が参考になる。
本項では、IPA が公開している「組織における内部不正防止ガイドライン14（以下、内部
不正防止ガイドライン）
」のセキュリティ対策を調査した結果を示す。
4.2.1.内部不正防止ガイドラインのセキュリティ対策
内部不正防止ガイドラインは、基本方針、人的管理、物理的管理等の 10 の観点から 30
の対策項目を網羅的にまとめている。内部不正防止ガイドラインが示す対策項目のうち、
システムの適切な運用や IT 製品の導入等により実現可能なセキュリティ機能を表 4.2-1 に
まとめた。

表 4.2-1 内部不正防止のためのセキュリティ機能

内部不正防止ガイ

項目番号

ドライン章番号
4-2-1 秘密指定

セキュリティ機能

（３）情報の格付け区分

アクセス制御
セキュリティ属性の管理
（アクセス制御ポリシー定義）

（４）格付け区分の適用と

アクセス制御

ラベル付け

セキュリティ属性の管理
（アクセス制御ポリシー定義）
秘密マークの表示（透かし印刷等）
データ完全消去

4-2-2 ア ク セ ス 権

（５）情報システムにおけ

セキュリティ属性の管理

指定

る利用者のアクセス管理

（ID、アクセス権）
アクセス制御（時間、アクセス量等をア
クセス制御ポリシーで規定する）

（６）システム管理者の権

監査ログ・証跡の記録と保存

限管理

アクセス制御（管理者のアクセス制限）

（７）情報システムにおけ

セキュリティ属性の管理（ID、アクセ

13

経済産業省：人材を通じた技術流出に関する調査研究報告書（別冊）
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/H2503chousa.pdf
14
IPA：組織における内部不正防止ガイドライン
https://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/insider/
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内部不正防止ガイ

項目番号

ドライン章番号

セキュリティ機能

る利用者の識別と認証

ス権）
TSF15データの管理(パスワード）
秘密の強度（パスワード）

4-3 物理的管理

（９）情報機器および記録

データ完全消去またはファイル暗号化

媒体の資産管理および物
理的な保護
（１１）個人の情報機器お

管理外機器の LAN 接続制限

よび記録媒体の業務利用

外部記録媒体の接続制限

および持込の制限
4-4 技術・運用管理

（１２）ネットワーク利用

使用ソフトウェア制限

のための安全管理

Web（URL フィルタ、ファイルアップ
ロード、書き込み）制限
メール送信制限、メール暗号化

（１３）重要情報の受渡し

監査ログ・証跡の記録と保存

保護

ファイル暗号化、メール暗号化

（１４）情報機器や記録媒

識別認証（ID/パスワード）

体の持ち出しの保護

ファイル暗号化、メール暗号化
高信頼通信

4-5 証拠確保

（１７）情報システムにお

監査ログ・証跡の記録と保存

けるログ・証跡の記録と保
存

4-8 職場環境

（１８）システム管理者の

監査ログ・証跡の記録と保存、システム

ログ・証跡の確認

管理者のログ・証跡の確認

（２６）職場環境における

監査ログ・証跡の記録と保存

マネジメント
4-9 事後対策

（２７）事後対策に求めら

監査ログ・証跡の記録と保存、トレース

れる体制の整備

バック16・トレースフォワード17解析等
デジタルフォレンジック対応（電子署
名・時刻認証による原本性確保等）

15

TOE Security Functionality の略。TOE のセキュリティ機能。TSF データは TOE のセキュリティ機能の
ふるまいを制御するデータ。
16
特定情報の元々の履歴を調査したり、攻撃パケットの出所を調査したりする解析手法のひとつ。
17

特定情報の履歴を時間経過に沿って追っていく解析手法のひとつ。
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4.2.2.情報セキュリティインシデント事例に基づく対策
内部不正防止ガイドラインに掲載している「内部不正事例集18」に挙げた事例のうち営業
秘密に関する事例(15 件)について、脅威19別に、対応するセキュリティ対策を整理した。
（表
4.2-2）
表 4.2-2 内部不正の事例と脅威
不正行為者
1

システム管理者

脅威

件数

自身のアクセス権限のない営業秘密にアクセスできるよう、

1

システムの設定を変更
2

権限のある職員

自身のアクセス権限のある営業秘密を、不正に社外に持ち出

11

し、持ち出し先で漏えい （故意・過失問わず）
上記のうち、在職中に入手した営業秘密の退職・転職後の利

(4)

用
3

権限のある職員

自身のアクセス権限のある営業秘密を、業務上正当な理由で

2

社外に持ち出し、持ち出し先（業務委託先等）で漏えい
4

権限のない職員・社

営業秘密が記録された情報機器や外部記憶媒体を入手

1

外の人物

上記の脅威に対するセキュリティ対策を 表 4.2-3 に示す。
表 4.2-3 内部不正の事例に基づく脅威とセキュリティ対策
不正行為者
1

システム管理者

脅威

セキュリティ対策

自身のアクセス権限の

・管理者教育

ない営業秘密にアクセ

・システム管理者 ID ごとの適切な権限割当、複

スできるよう、システ

数管理者による相互監視による、一人の管理者

ムの設定を変更

への権限集中回避
・管理者の設定変更や運用に関する操作ログ・
証跡の保存・確認による、事故発生時の検知お
よび発生後の追跡
（システム管理者が一人の場合は、管理者ログ
をシステム管理者以外が確認）

18

IPA：内部不正防止ガイドライン 「付録Ⅰ：内部不正事例集」
IPA によるインタビュー調査および事例調査、並びに「組織における内部不正防止ガイドライン作成委員
会」の委員から得られた事例。
https://www.ipa.go.jp/security/fy23/reports/insider/
19
IT システム内にある保護すべき情報(利用者データ、セキュリティデータ等)を改ざん、漏えいしたりす
る行為。
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不正行為者
2

権限のある職員

脅威

セキュリティ対策

自身のアクセス権限の

・持ち出し不可であることを職員が認識せずに

ある営業秘密を、不正

故意に持ち出すケース：

に社外に持ち出し、持

職員教育および持ち出し不可であることの明示

ち出し先で漏えい （故

・過失および悪意により持ち出すケース

意・過失問わず）

情報機器、外部記憶媒体、メール送信、ファイ
ルアップロード等、保護されたエリア外への持
ち出し制限

3

権限のある職員

自身のアクセス権限の

・暗号化によるパスワードを含む復号鍵の第三

ある営業秘密を、業務

者への漏えいの防止

上正当な理由で社外に

・情報機器、外部記憶媒体、メール送信、ファ

持ち出し、持ち出し先

イルアップロード等、保護されたエリア外への

（業務委託先等）で漏

持ち出し操作のログによる事故発生後の追跡

えい

・持ち出し先が他企業の場合、持ち出し先の営
業秘密管理方法についての把握による、漏えい
防止

4

権限のない職員・社

営業秘密が記録された

・物理的な保護と入退管理による、権限のない

外の人物

情報機器や外部記憶媒

者の物理的アクセスの防止

体を入手

・識別認証、アクセス制御による、権限のない
者の IT システム経由のデータアクセスを防止
・データの性質に応じ、第 2 項の持ち出し制限、
第 3 項の暗号化も該当

脅威と対策
4.1、4.2 の調査結果に基づき、脅威と対策を表 4.3-1 にまとめた。
これらの対策が、営業秘密管理・保護システムに実装するべきセキュリティ要件となる。

表 4.3-1 調査結果から導き出された脅威および対策
脅威
従業員による情報漏えい(過失)

対策

関連箇所

・営業秘密情報であることのラベル表示

2.4.想定環境

・アクセス制御

4.1. 営 業 秘 密 管 理 指

・利用者アカウントの管理

針

・識別認証
従業員による情報漏えい（故意）

・外部記憶媒体の持ち込み・持ち出し制限

2.4.想定環境

・単独作業の制限

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ
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脅威

対策
・監視

関連箇所
イドライン

・ログ の記録と保存
・使用可能なソフトの制限
アクセス権限のない第三者（退職

・アクセス制御

2.4.想定環境

者・攻撃者）による情報漏えい

・識別認証

4.1. 営 業 秘 密 管 理 指

・ID 管理

針

・入口対策

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ
イドライン

アクセス権の改変

・管理機能の利用限定

4.2.内部不正防止ガ

・監査ログの記録と保存

イドライン

・単独作業の制限
営業秘密情報にアクセス（持ち出

・監査ログの記録と保存

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ

し、変更、削除等）した記録の削

・単独作業の制限

イドライン

除・改変

監査ログとは、セキュリティ機能のイベント

（外部攻撃では、内部

の記録で、確実にセキュリティ機能が動作し

に侵入した後、アクセ

ていること、および侵害の事実を確認するた

ス記録を削除するこ

めに監査ログ機能が必要。

とが多い）

格納媒体(サーバ、PC、可搬媒体)

・データ完全消去

2.4.想定環境

からの情報流出

・暗号機能
・媒体管理
・媒体への部外者アクセス排除

管理されていないソフト、メー

・ソフトウェア利用制限、メール送信制限

2.4.想定環境

ル、Web アクセスにより情報が漏

・Web アクセス制限

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ

えいする

情報は様々な手段で外部に持ち出せるため、

イドライン

利用制限を要件として含めるかを検討
攻撃者によるネットワーク上の

・通信情報の暗号化

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ

情報の盗聴、漏えい

・高信頼通信（通常は OS に含まれる）

イドライン

情報の真正性が確認できず営業

・真正性保証

4.2. 内 部 不 正 防 止 ガ

秘密と認められない

(例えばデジタルフォレンジック）

イドライン

法的に保護される営業秘密情報であることを
確実にするために、真正性を保証する機能
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まとめ
「4.3.脅威と対策」の全てのセキュリティ機能を営業秘密管理・保護システムに実装す
るとなると、非常に厳密なセキュリティ対策となる一方、コストや技術等の面から中小企
業での導入は難しい。ここで中小企業向けのシステムで必要最低限満たすべきセキュリテ
ィ機能を抽出し、まとめる。後述の営業秘密 PP(案)のセキュリティ要件である。このまと
めは、有識者およびセキュリティ製品・サービス提供ベンダーから構成する「営業秘密管
理・保護システムプロテクションプロファイル検討委員会」
（以下、本委員会）を設置し検
討した。本委員会の概要については 7.1 を参照。
営業秘密管理・保護システムに実装すべきセキュリティ対策を、必須対策、強化対策、任
意対策等に分類し以下に示す。
（括弧内の番号は、表 4.4-1 の番号）

 必須のセキュリティ対策（No1～3）


営業秘密であることを認識できるように表示する




営業秘密のアクセスを制御する




営業秘密管理指針の要件を満たすために最も重要なセキュリティ機能（No1）
意図しない従業員等へのアクセスを制御するセキュリティ機能（No2）

営業秘密の管理状況を確認する


営業秘密へのアクセス権限の管理状況を記録するセキュリティ機能（No3）

 強化すべきセキュリティ対策（No4～5）
・ 重要情報が持ち出され、不正利用されることへの対策
・ 重要情報の真正性証明対策
 物理的な対策、運用的な対策（No6）
 さらに高度なセキュリティ対策を実施する（No7～10）
・適切なデバイス管理
・適切なソフトウェア管理
・適切な Web アクセスコントロールやメール運用管理等
・PC の適切なライフサイクルコントロール
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表 4.4-1 営業秘密管理・保護システムに必要なセキュリティ対策

No 脅威

主な対策

PP での扱い

秘密情報

技術対策

の表示

（必須）

1

重要情報が営業秘密と認識されず、不正持出・不正利用される。

2

重要情報が誰にでもアクセスされ、不正持出・不正利用される。 アクセス制御

3

4

5

6

7

8

9

10

重要情報へのアクセス記録が不明で、いつ不正持出・不正利用
されたのかわからない。
重要情報を誤って持ち出し、情報漏えいする。
不正利用された技術情報などを自らが保有していたことを証
明できない。

監査・ログ記録

暗号化

真正性付与

管理外機器（個人 PC 等）が組織内 LAN に接続され、重要情報 持ち込み
が不正持出・不正利用される。

制限等

技術対策
（必須）
技術対策
（必須）
技術対策
（強化）
技術対策
（強化）
運用対策

管理外の外部記録媒体を介して、重要情報が不正持出・不正利 持ち込み

技術対策

用される。

（任意）

制限等

組織で認めていないソフトウェアを介して、重要情報が不正持 ソ フ ト ウ ェ ア 技術対策
出・不正利用される。

制限

Web やメール経由で重要情報が不正持出・不正利用される。
PC や外部記録媒体の破棄後に、重要情報が復元され、不正持
出・不正利用される。
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（任意）

フ ィ ル タ リ ン 技術対策
グ
完全消去

（任意）
技術対策
（任意）

5.営業秘密管理・保護システムプロテクションプロファイル（営業秘密 PP）(案)
の開発
１～4 章までの調査・検討を元に、営業秘密管理・保護システムのセキュリティ要求仕様
書である営業秘密 PP(案)を開発した。
本章では、営業秘密 PP の目的、営業秘密 PP に関連する動向調査、本営業秘密 PP(案)
の概要について述べる。

営業秘密 PP の目的
営業秘密 PP は、第 4 章で抽出した営業秘密管理・保護システムのセキュリティ機能お
よび前提となる利用環境等を、国際的なセキュリティ評価基準である ISO/IEC 15408 に
基づき記述したセキュリティ要求仕様書である。
営業秘密 PP は、必要なセキュリティ機能が共通的な要求仕様の表現を用いて明確に記
述されるため、企業のシステム利用者またはシステム提供者は、営業秘密 PP に適合する
ことにより、セキュリティ機能に漏れがなく正確に実装した営業秘密管理・保護システム
を構築できる。
また、ISO/IEC 15408 に従い作成された PP は、IT セキュリティ評価および認証制度(以
下、CC 制度20)により、セキュリティ機能に対する客観的な保証が与えられる。システム
に係る様々なセキュリティの側面（開発資料、流通過程、ガイダンスなど）の十分性、正
確性も ISO/IEC 15408 に基づいて評価され、システムの信頼性を向上させることができ
るため、営業秘密管理・保護システム調達に際しての参考となるよう営業秘密 PP(案)を開
発したものである。

20

CC 制度については、JISEC(Japan Information Technology Security Evaluation and Certification

Scheme)のホームページ（https://www.ipa.go.jp/security/jisec）を参照。
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CC の概要
Common Criteria21(CC)に基づく CC 制度は、主に IT 製品のセキュリティ機能に対して客
観的な保証を与えるための第三者による検証制度である。CC 制度は、IT 製品のセキュリ
ティ機能の検証(評価)を行い評価結果として評価報告書を作成する評価機関と、評価報告
書の内容の正当性を確認して合格であれば認証書を発行する認証機関の 2 つの機関から構
成される。 (図 5.1-1 参照)。

認証書
合
格

開発者
（認証申請者）

評価機関

認証機関

製品

－評価－
セキュリティ評価基準に
適合していることを検証

－認証－
適合しているこ
とを認める

セキュリティ評価基準（Common Criteria : CC）
機能要件
識別認証機能、アクセス
制御機能等

図 5.1-1

保証要件
設計書、ガイダンス、開発
環境、ソースコード、テス
ト、脆弱性評定等

プロテクションプロファイル（PP）
セキュリティターゲット（ST）

CC 概要：IT セキュリティ評価および認証制度

開発者が IT 製品の認証を取得するためには、CC に規定された IT 製品の開発関連資材を
評価機関に提供しなければならない。その開発関連資材の中には IT 製品のセキュリティ
機能の基本方針(セキュリティポリシー)を規定するセキュリティターゲット(ST)が含まれ
る。開発者は ST を自身が開発する IT 製品の開発方針に従って規定することができるが、
そのセキュリティポリシーは、IT 製品の調達者にとって望ましいセキュリティ機能が必ず
しも搭載されていないかもしれない。このために、IT 製品の調達者は、自身の意向を IT
製品に反映するための手段として、IT 製品が適合すべきプロテクションプロファイル(PP)
を用意し、開発者に示すことができる。
PP および ST の基本的な構成は同じであるが、以下の特徴を持つ。


プロテクションプロファイル（PP）
・ IT 製品のモデルとなる実装に依存しないセキュリティポリシー。

21

IT セキュリティの観点から IT 製品又はシステムが適切に設計され実装されていることを評価する国際
標準規格。省略して CC と呼ばれる。
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・ 想定される不正行為（脅威）に対する運用的な対策、技術的な対策を示す。
・ さらに技術的な対策を実現する機能要件および保証されるべき要件を導く。


セキュリティターゲット（ST）
・ 現実に存在する IT 製品のセキュリティポリシー。
・ PP の内容に加え、対象製品が PP の要件を満たす範囲でどのような実装となる
のか、運用的な対策が記述されているマニュアルは何かという点まで具体化を行
う。

PP に基づく IT 製品の ST では、PP に規定された脅威に従わなければならないが、実装
仕様レベルのパラメタは独自に規定可能である。

営業秘密 PP に関連する動向調査
5.2.1.CC 公開ドキュメント調査
(1) CC 公開ドキュメントの調査対象
営業秘密 PP を実装するセキュリティ機能および運用環境や利用形態等の前提条件等
を検討するため、CC 制度に従って評価および認証を受けた情報漏えい防止製品 3 件の
ST および関連 PP の 2 件の公開ドキュメントを調査した。表 5.2-1 に調査対象の ST/PP
の名称と製品種別を示す。

表 5.2-1 CC 公開ドキュメントの調査対象
製品 ID
製品 1

ST/PP の名称

製品の種別

CWAT3i(Ver3.1b_CC)セキュリティターゲット

情報漏えい対策ソフトウェア(不
正操作の監視)

製品 2

セキュリティプラットフォーム evolution /SV CC セキュ

情報漏えい対策ソフトウェア

リティターゲット V2.08
製品 3

PP1

PP2

Hitachi Command Suite Common Component セキュリ

ストレージ管理ソフトウェアに

ティターゲット V3.09

対してセキュリティ機能を提供

Electronic

Document

and

Records

Management

Web ベースの文書・記録管理シ

System Protection Profile V1.3.1

ステム

Protection Profile for Application Software Version 1.1,

ストレージに格納するデータ、通

2014-11-05 NIAP

信データ等を保護するソフトウ
ェア

各調査対象製品の ST 又は PP の概要を以下に示す。
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1) CWAT3i(Ver3.1b_CC)セキュリティターゲット
CWAT3i は、コンピュータ利用サイトにおいて、ネットワークに接続される PC 端末の
端末操作およびネットワークアクセス操作を監視し、操作に対する監査ログを生成す
る。また、サイトごとに設定したポリシーへの違反操作を検知すると、警告ログを発
生させ、その警告ログを集中管理しモニタリングするための機能を提供する。
本製品は、サーバ機能とクライアント機能で構成されており、サーバでは、ポリシー
を設定し、設定したポリシーを監視サイトの PC 端末へ配信する機能、およびこれらの
PC 端末から発生する警告情報の集中監視を行う。
2) セキュリティプラットフォーム evolution /SV CC セキュリティターゲット
セキュリティプラットフォームは、意図した受け取り手以外の第三者に社内のデータ
が漏えいすることを防ぐ Windows ドメイン環境で利用するサーバ・クライアント型製
品である。
一般利用者は、ローカルハードディスクおよびファイルサーバ上のファイルを利用し
て業務を行う際ファイルを外部媒体（USB メモリ、FD など）、メール、インターネッ
トなどの通信手段を利用して社内の他の一般利用者や他社に提供する。本製品は、こ
のような業務において、ほとんど利用者が本製品を意識せずに暗号化、復号を行い、
情報漏えいを防止する。
3) Hitachi Command Suite Common Component セキュリティターゲット
本製品は，Hitachi Command Suite シリーズのストレージ管理ソフトウェアに対し，
共通機能を提供する基盤ソフトウェア製品である。 本製品は、管理配下のシステムに
接続された複数のストレージデバイスに対して、ボリューム割り当て、コピー、移動
等の操作を行うストレージ管理ソフトウェア群に対する認証、権限情報の提示、警告
バナー表示等の機能を提供する。
4) Electronic Document and Records Management System Protection Profile
トルコの政府機関に属する Turkish Standards Institution(TSE)が開発した PP であり、
TOE は、電子文書と記録管理システム(EDRMS)に関する Web アプリケーションであ
る。本 TOE は、電子文書に関する登録、レベル管理、アクセス制御、完全性等のセキ
ュリティ機能を提供する。
5) Protection Profile for Application Software Version 1.0 2014-20
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本 PP は、米国政府機関の調達のために米国 CC 制度の認証機関 NIAP22から公開され
ている。本 PP を適用する各種アプリケーションに対して以下の基本機能に関するセキ
ュリティ機能を提供する。
・テキスト文書、プレゼンテーション、イメージ等のコンテンツを作成しローカル
又はリモートのストレージに格納する。
・ローカル又はリモートストレージからコンテンツを取り出す。
・本アプリケーションと利用者間でインスタントメッセージ、e-mail、音声等の通信
を行う。
(2) CC 公開ドキュメントの調査結果
表 5.2-1 に示す ST(製品 1～3)と PP1～2 の脅威を以下に示す。
製品 1: 一般利用者の違反操作を検知するために使用するポリシー情報の改ざん
製品 2: 一般利用者が業務で利用する利用者情報の漏えい
製品 3: ストレージ管理ソフトウェアを使用するための権限情報の削除、改ざん、暴露
PP1: 文書・記録管理システムに登録した利用者情報の改ざん、漏えい
PP2: 一般利用者が業務で利用する利用者情報の改ざん、漏えい
これらの脅威は、以下の 2 パターンに分類される。
① 利用者情報(営業秘密に相当)に対する脅威
正当な権限をもつ利用者のみが利用者情報にアクセスできるセキュリティ機能が
必要。
②

製品のセキュリティ機能のふるまいを制御するデータ(ポリシー情報、権限情報
等)に対する脅威
正当な管理者のみが本データにアクセスできるセキュリティ機能が必要。

ST/PP の対象製品の運用環境などによって対応されなければならない前提条件には以下
がある。これらについては対象製品の運用環境・利用形態・人的教育等で阻止すべきも
のとされている。
前提条件 1: 管理者は信頼でき不正は行わない。
前提条件 2: 外部ネットワークからの攻撃はネットワーク機器で防御されている。
前提条件 3: ウイルス対策ソフトウェアをインストールする。
前提条件 4: 製品が動作するサーバマシンや周辺機器は管理者だけがアクセスできるよ

22

National Information Assurance Partnership: 米国の CC 評価および認証制度の認証機関
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うに物理的に保護されている。
前提条件 5: DDoS23などの攻撃は防御されている。
前提条件 6: 製品が動作するための信頼できるコンピュータプラットホームが提供され
る。
上記の前提条件で排除される残りの脅威に対抗 24する主なセキュリティ機能を表 5.2-2
に示す。これらは「3. 営業秘密管理・保護システムに関する動向調査」で調査した製品
にも実装されている。
表 5.2-2 製品 1-3/PP1-2 の主なセキュリティ機能
製品 1

製品 2

製品 3

PP1

PP2

監査ログ

○

○

---

○

---

識別認証25(一般利用者)

---

---

---

○

---

識別認証(管理者)

○

---

○

○

---

アクセス制御(利用者情報)

---

○

---

○

○

アクセス制御(設定データ)

○

---

○

○

○

暗号化

---

○

---

---

○

主なセキュリティ機能



監査ログは、管理者操作のログと一般利用者のログが存在する。



利用者情報に対するアクセス制御は、社内から社外への利用者情報の持ち出し制御と、
利用者毎の権限による利用者情報へのアクセス可否の制御が存在する。



利用者毎の権限によるアクセス制御が存在する場合は、一般利用者の識別認証機能が
存在する。



設定データに対するアクセス制御は、管理者の識別認証にパスした場合のみアクセス
可能となる。

23

Distributed Denial of Service Attack(分散サービス妨害)の略。多数の第三者のマシンに攻撃プログ
ラムを仕掛け、それらから標的のマシンに大量のパケットを同時に送信する攻撃。
24
PP では、想定するセキュリティ上の脅威に対し必要とする要件に沿い対策することを「対抗」と呼ぶ。
25

利用者が本人であることを確実にする機能。例えば、利用者 ID から登録済パスワードとの一致を確認
する。
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営業秘密 PP(案)の概要
本項では、以下の表 5.3-1 に示す PP(案)の構成に従い、営業秘密 PP(案)の概要を述べ
る。営業秘密 PP(案)の詳細は、添付資料を参照されたい。
表 5.3-1 PP(案)の構成と記述内容
項目

記述項目

営業秘密PPの記述内容

PP概説

・PP参照
・TOE概要

・営業秘密管理・保護PPのタイトル、バージョン等
・TOE の使用法及び主要なセキュリティ機能の特徴説明
・TOE 種別の識別、TOEの動作環境提示

適合主張

・CC 適合主張
・PP 主張、パッケージ主張
・適合根拠
・適合ステートメント

・最新のCCである V3.1 改訂第4版への適合を主張
・他のPPへの適合はない。保証パッケージであるEAL2適合
・PPは論証適合を要求

セキュリティ課題定義

・脅威
・組織のセキュリティ方針
・前提条件

・TOE、運用環境によって対抗する必要がある脅威を示す
・運用環境において、課されるセキュリティの規則、手続き、
またはガイドラインを示す
・運用環境に対して設定する前提条件（物理的条件、人的条
件及び接続に関する条件など）を示す

セキュリティ対策方針

・TOE のセキュリティ対策方針
・運用環境のセキュリティ対策方針
・セキュリティ対策方針根拠

・TOEにより提供される対策（提供機能）を示す
・TOEの運用環境で提供される対策（TOE を支援する技術、
手続きに関する手段の実装について）を示す

拡張コンポーネント定義

・拡張コンポーネント定義

・CCの機能要件、保証要件に基づかない追加の機能要件を
定義する

セキュリティ要件

・セキュリティ機能要件
・セキュリティ保証要件
・セキュリティ要件根拠

・TOEのセキュリティ対策方針に対応した機能要件を定義
・保証要件はEAL2パッケージを主張

EAL: Evaluation Assurance Level(評価保証レベル)、TOE: Target of Evaluation (評価対象）

5.3.1. PP(案)概説
PP(案)概説は、PP の名称、バージョン、セキュリティ機能の概要、PP が定義する TOE26
の動作環境、TOE の使用方法等を記述する。
本営業秘密 PP(案)の TOE のセキュリティ機能を表 5.3-2 に示す。

表 5.3-2 TOE のセキュリティ機能

1
2

機能名

説明

関連箇所

識別認証機

営業秘密へのアクセスを試みた利用者が正当な

4.1.営業秘密管理指

能

利用者であるか、識別・認証する機能である。

針（秘密管理措置）

アクセス制

識別認証された利用者に対し、営業秘密へのア

4.1.営業秘密管理指

御機能

クセス（登録、参照、変更、削除）を許可する

針（秘密管理措置）

かどうかアクセス制御ポリシーに基づき判断す
る機能である。
26

Target Of Evaluation の略。CC 制度で評価を行う対象の IT 製品又はシステム。例えば IT 製品にオプ
ション部分があった場合、オプション部分も評価の対象かどうかを厳密に定義する。
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3

アクセスバ

利用者が営業秘密へアクセスした際に、アクセ

4.1.営業秘密管理指

ナー機能

スした情報が営業秘密であることを利用者に通

針（秘密管理措置）

知する機能である。
4

管理機能

管理者が利用者およびアクセス制御ポリシーの

4.1.営業秘密管理指

管理を行う機能である。管理者のみが利用可能

針（合理的区分）

であることを保証する。

内部不正防止ガイ
ドライン

5

監査機能

上記セキュリティ機能の実施を監査ログデータ

4.2.内部不正防止ガ

として監査証跡に記録し、監査者が参照する機

イドライン

能である。監査者のみが参照可能であることを

（委員会の検討に

保証する。

より必須要件に）

TOE の保護資産は次のものである。

表 5.3-3 TOE の保護資産

保護資産
営業秘密情報27

内容
電子化され、社内のサーバおよび/または業務 PC に保存され
た営業秘密。
技術情報（製造方法・図面・プログラム等）
、営業情報（経営
情報、仕入先/販売先に関する情報等）などが考えられる。
また、親会社・発注元・取引先の営業秘密情報も管理の対象
とする。

監査証跡

TOE のセキュリティ機能の利用記録を収集した情報。

TOE の利用者は次の者である。

表 5.3-4 TOE の利用者

利用者役割
利用者
一般利用者

内容
TOE を利用する全ての従業員。
TOE の管理者向け以外の機能を利用する権限を与えられた利
用者。

27

営業秘密情報の例については、
「営業秘密管理の考え方」(経済産業省 知的財産政策室: 平成 25 年 8 月)

の「(参考 1)営業秘密の類型」を参照。
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管理者

TOE の管理者向けの機能を利用する権限を与えられた利用
者。

監査者

監査ログデータを参照する権限を与えられた利用者。

5.3.2.適合主張
適合主張では、本 PP(案)が準拠する CC のバージョン、評価保証レベル等を記述する。
CC のバージョンは、現時点（2015 年 2 月）で CC 制度が認めるバージョンを採用しなけ
ればならない。したがって、CC バージョン 3.1 改訂第 4 版を選択する。
評価保証レベルは、基本的に CC が提供する保証要件パッケージ(EAL1～7)から選択する。
商用の一般的な IT 製品では、EAL1～4 を適用する。EAL が高くなる程、対抗する脅威に
対して詳細なレベル(例:EAL4 はソースコード)まで検証するが、開発および評価コスト、時
間等が増大するため、TOE が保護する資産の重要性とその脅威等の発生環境により適切な
EAL を定めることになる。各国の CC 制度間で認証書を共有する(相互認証)ための枠組みで
ある CCRA28では、従来から、EAL を高くすることによりセキュリティの信頼性が向上す
る反面、コストや認証期間が増加することにより市場の要求のタイミングで製品のリリー
スができない等の弊害も議論されており、基本的に EAL2 以下を相互認証の評価保証レベ
ルにすることを決定している。
また、
「CC パート 3: セキュリティ保証コンポーネント」の「8.2 評価保証レベルの詳細」
の項に以下の説明がある。
EAL1: 正しい運用についてある程度の信頼が要求されるが、セキュリティへの脅威が重
大とみなされない場合に適用される。TOE が満たさなければならない機能要件を記述す
れば十分であり、セキュリティ対策方針を通して脅威、組織のセキュリティ方針、およ
び前提条件から機能要件を派生させる必要はない。
EAL2: 開発者または利用者が完全な開発記録を簡単に使用できない場合に、低レベルか
ら中レベルの独立に保証されたセキュリティを必要とする環境に適用できる。
EAL3: 開発者または利用者が、中レベルで独立して保証されたセキュリティを必要とし、
大幅なリエンジニアリング29を行わずにTOE とその開発の完全な調査を必要とする状況
で適用される。
本 PP(案)は、アプリケーションプログラムを対象としており、要求されるセキュリティ
機能（法的に保護されるとされる営業秘密情報の管理）は、既存のシステムに追加される、
営業秘密情報の安全性を高めるためのものである。また、想定環境から、明確な悪意を持
ち高い攻撃能力を持つ者の攻撃は排除されている。
上記の EAL1 は脅威が明確化されないため保証レベルとして十分とは言えず、EAL3 で
は適用する環境が中レベル以上であり中小企業の環境には過剰なセキュリティとなる場合
28

Common Criteria Recognition Arrangement の略。

29

製品のバイナリデータ(プログラムコード)等からセキュリティ機能を解析する技術
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がある。したがって、本 PP(案)では EAL2 が妥当と考えられる。
5.3.3.セキュリティ課題定義
最低限対策されなければならない脅威として下記の 3 つを定義する。

表 5.3-5 脅威

脅威
T.1

関連箇所

（許可されないアクセス）

4.1.営業秘密管理指

攻撃者が、自身の権限で許可されていない営業秘密にア

針

クセスすることにより、情報を改変、削除、漏えいする
かもしれない。
T.2

4.1.営業秘密管理指

（なりすまし）

攻撃者が、営業秘密にアクセスできる権限を持つ者にな 針
りすまして営業秘密にアクセスすることにより、情報を
改変、削除、漏えいするかもしれない。
T.3

（監査証跡の保護）

4.2.内部不正防止ガ

営業秘密へのアクセスに対する監査証跡の記録へのア

イドライン

クセスを許可されない者が、監査証跡の記録にアクセス
することにより、情報を改変、削除、漏えいするかもし
れない。
上記の脅威の前提として、本営業秘密 PP(案)の対象システム(TOE)は次の前提条件を満
たす環境で使用されるものとする。

表 5.3-6 前提条件

前提条件
A.1

（管理者、監査者の信頼性）

関連箇所
（脚注参照）

管理者、監査者は不正をせず、誤った操作をしない。30

30

PP が定義するセキュリティ方針(ポリシー)を論理的に正当化するためには、最低限不正および誤りのな

い操作者が必須となる。本 PP(案)ではこの役割を担う操作者が管理者である。現実には、本 PP(案)に適合
する IT 製品の管理者が不正をする可能性があるが、相互監視の役割を担うことで、論理的に不正および誤
りのない監査者を定義している。また、管理者が不正を行った場合でも、事後検知可能である。

32

A.2

（社内 LAN の保護）

2.4.想定環境

社内 LAN はインターネットからの攻撃パケットから保護
された環境である。
A.3

2.4.想定環境

（TOE の物理的保護）
TOE は許可された者のみが出入りできる物理的に保護さ
れた環境に設置される。

A.4

（TOE のプラットフォームの維持）

2.4.想定環境

TOE が動作するプラットフォームはウイルスから保護さ
れ、常に最新の状態に維持管理される。
A.5

（TOE の使用による営業秘密へのアクセス）

2.4.想定環境

TOE を介在させずに営業秘密にアクセスすることはでき
ない。
A.6

（管理外機器の社内 LAN 接続制限）

4.4.委員会

管理者による管理対象外の機器（個人 PC など）は社内
LAN に接続されない。
なお、営業秘密にアクセスした場合、その情報が営業秘密であることを認識させるため
に、以下の組織のセキュリティ方針を加える。

表 5.3-7 組織のセキュリティ方針

組織のセキュリティ方針
P.1

関連箇所

（営業秘密の秘密管理性）

4.1.営業秘密管理

営業秘密にアクセスした者に対して、当該情報が営業秘密

指針

であることを認識させなければならない。
5.3.4.セキュリティ対策方針
セキュリティ対策方針では、セキュリティ課題定義で定義した脅威、前提条件および組
織のセキュリティ方針に対する対抗策を述べる。
各対抗策(セキュリティ対策)は、TOE(「TOE のセキュリティ対策方針」という)又は TOE
の運用環境(「運用環境のセキュリティ対策方針」という)で実施される。前提条件は脅威の
一種であるが、必ず「TOE の運用環境のセキュリティ対策方針」で実施されなければなら
ない脅威である。このため、一般に TOE に責任をもつ総括責任者、管理者又は TOE の利
用者が実現しなければならない対策であり、TOE は前提条件に含まれる脅威に直接対抗し
ない。
脅威に対抗するセキュリティ対策は、
「TOE のセキュリティ対策方針」で対抗しても、
「運
33

用環境のセキュリティ対策方針」で対抗しても構わない。どちらに比重を置くかで TOE の
使い勝手が変わるが、結果的に脅威に対抗できていればよい。
組織のセキュリティ方針は、一般に TOE の調達者がセキュリティ対策方針に制約を加え
る必要があるときに使われる。基本的に、組織のセキュリティ方針により脅威および前提
条件の本質が変わることはないが、調達者がより制限的なセキュリティ対策方針を望む場
合に使用される。
前項で述べた、脅威および組織のセキュリティ方針に対応する「TOE のセキュリティ対
策方針」の概要を以下とする。これらの対策方針は TOE が技術的に対抗しなければならな
い。
【TOE のセキュリティ対策方針の概要】
TOE は、正当な利用者に付与された権限に基づき営業秘密に対する利用者のアクセスを
制御する。利用者が営業秘密にアクセスする場合は、営業秘密であることを認識させる。
また、これらのアクセスは監査データとして記録し、監査者に提供する。
具体的な「TOE のセキュリティ対策方針」は、脅威と対応を取れるように分割して定義
される(表 5.3-8 を参照)。本対策方針は、次の項で、セキュリティ機能のひな型(セキュリ
ティ機能要件)でより具体的なセキュリティ機能に詳細化される。

表 5.3-8 TOE のセキュリティ対策方針

O.1

（アクセス制御）
TOE は利用者に付与された権限に基づいてアクセス制御を実施する機
能を提供しなければならない。

O.2

（識別認証）
TOE は営業秘密にアクセスする者が正当な者であることを識別認証す
る機能を提供しなければならない。

O.3

（アクセスバナー）
TOE は営業秘密にアクセスしようとする者に対して、その情報が営業秘
密であることを表示する機能を提供しなければならない。

O.4

（監査ログ生成）
TOE は営業秘密へのすべてのアクセスに対して、アクセスする利用者の
識別情報が含まれた監査証跡を生成する機能を提供しなければならな
い。

O.5

（監査ログ提供）
34

TOE は監査証跡の記録を監査者に提供する機能を提供しなければなら
ない。
O.6

（監査ログ保護）
TOE は営業秘密情報へのアクセスに対する監査証跡の記録を暴露・改
変・消失から保護する機能を提供しなければならない。

「TOE のセキュリティ対策方針」について補足説明を以下に示す。
O.2: 利用者が営業秘密にアクセスする場合、正当なアクセスであることを検証する前提
として、利用者の正当性を立証しておく必要がある。利用者が自身の正当性を立証する方
式はいろいろあるが、本 PP(案)では利用者が利用者 ID(例: 利用者名)を入力し、さらにそ
の利用者 ID を入力した利用者が正当であることを示す証拠(例: パスワード)の入力を求め
ることを想定する。この機能を識別認証機能と呼ぶ。
利用者の識別認証及びその後のアクセスコントロールを適切に行うには、他の利用者と
ID、パスワードを共有せず、利用者ごとに割り当てることが前提となる。
次に、
「運用環境のセキュリティ対策方針」の概要を示す。これらは、TOE が動作すると
きに TOE の利用者が実現すべき対策となる。以下に、TOE の運用に関わる組織の責任者、
監査者等が実施しなければならない対策を述べる。これらの「運用環境のセキュリティ対
策方針」は、PP 内ではこれ以上の詳細化は行われず、最終的には TOE のガイダンス(マニ
ュアル)に記述され、TOE の利用者が実施することになる。
【運用のセキュリティ対策方針の概要】
1) TOE の設置
TOE はインターネットに接続されていることを想定しているが、TOE は社内 LAN をイ
ンターネットからの攻撃パケットから保護するための機器やツールで一般的なネットワー
クからの攻撃から保護されていなければならない。また、TOE は入退出管理が行われ、想
定しない人が直接 TOE に触れることのない場所に設置しなければならない。
2) 総括責任者
TOE の運用の責任者である総括責任者は、TOE の利用者に営業秘密の意味を理解させな
ければならない。また総括責任者は、TOE の管理者に不正をしない人物を任命し、その任
務について指導し、TOE の一般利用者の営業秘密に対するアクセス権限の管理を管理者に
させなければならない。
3) 監査
監査者は、監査証跡を定期的に監視し不正の検出に務めなければならない。
具体的な「運用環境のセキュリティ対策方針」は、脅威および組織のセキュリティ方針
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に対して「TOE のセキュリティ対策方針」を支援する、および前提条件を実現する形態で、
それぞれに対応を取れるように分割して定義される(表 5.3-9 を参照)。

表 5.3-9 運用環境のセキュリティ対策方針

OE.1

管理者は営業秘密報にアクセスできる従業員を特定し、特定されたそれ
ぞれの従業員の役割に応じたアクセス権限を付与して管理しなければ
ならない。

OE.2

総括責任者は営業秘密であることを示す表示が営業秘密にアクセスし
た事実を意味することを認識させるために、利用者を指導しなければな
らない。

OE.3

監査者は監査証跡の記録を定期的に確認して、不正アクセスの痕跡が記
録されているかどうかを分析しなければならない。

OE.4

総括責任者は信頼できる人物を管理者、監査者として任命し、セキュリ
ティや TOE の操作のための定期的な教育訓練を課さなければならない。
管理者は組織の従業員に対し営業秘密管理やパスワード管理の重要性
等のセキュリティやセキュリティに基づく組織の運用ルールについて、
また一般利用者に対し TOE の操作について定期的な教育訓練を課さな
ければならない。

OE.5

管理者は社内 LAN をインターネットからの攻撃パケットから保護する
ための機器やツールを設置し、運用およびメンテナンスを実施すること
により、社内 LAN を保護しなければならない。

OE.6

管理者は許可された者のみが出入りできる物理的に保護された環境に
TOE を設置しなければならない。

OE.7

管理者は TOE が動作するプラットフォームに対してウイルス対策ソフ
トを導入し、定期的に修正プログラムを適用して維持管理しなければな
らない。

OE.8

管理者は営業秘密へのアクセスには必ず TOE を使用するように運用環
境を構成しなければならない。

OE.9

管理者は管理対象外の機器（個人 PC など）が内部 LAN に接続されな
いよう、社内 LAN に接続される機器を管理しなければならない。

「運用環境のセキュリティ対策方針」について補足説明を以下に示す。
OE.3: 各機能要件で定められ、生成された監査ログは、監査証跡に蓄積されるが、監査
ログ自体は単に機能要件が実施された結果の証拠に過ぎず、不正な操作が行われたことを
明確に表示しているわけではない。例えば、識別認証機能(ログイン)において認証失敗が連
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続して発生した場合、何回の認証失敗が不正ログインであるかはその利用環境、利用者、
操作時間等で変わる。このような分析方法は、当該営業秘密管理・保護システムの環境に
合わせてガイダンス(基準)をつくることが望ましい。
OE.4: 「管理者、監査者が不正をしない」条件を満たすためには過去の実績から不正を
しないと思われる人を選ぶことが最も確実である。一般に総括責任者は、管理者を誰にす
れば組織の利益になるかを知っている、と考えられる。また、不正はしなくても誤りは犯
すかもしれない。このため、定期的な教育訓練を行うことにより誤りを少なくすることが
できる。
保護資産を完全に保護するためのリスク分析から導出される脅威のセットと PP で定義
される脅威のセットは必ずしも一致するものではない。CC が保証する範囲にリスク分析は
含まれないからである。したがって、PP で定義される脅威は、一般にリスク分析で導出さ
れる脅威のサブセットと考えるべきである。別の表現をすれば、PP に記述された脅威は対
抗することを保証する脅威であり、残った脅威に何があるかは言及しない。しかし、残っ
た脅威の内、最低限利用者の責任で対抗して欲しい脅威を前提条件として挙げている。例
えば OE.5 では、管理者に社内 LAN をインターネットからの攻撃パケットから保護するた
めの機器やツールを設置、運用、メンテナンスし一般的なネットワーク攻撃からの防御を
求めている。これは、本 PP(案)に適合する現実の TOE(IT 製品)が、特定のネットワーク攻
撃の影響を受けるかどうかについて IT 製品の実装方法に依存するため知る由もないが、出
来るだけセキュアな環境で運用することが望ましいことを示している。
5.3.5.機能要件
TOE は、前項で述べた「TOE のセキュリティ対策方針」について技術的なセキュリティ
機能として提供しなければならない。CC では、TOE が提供すべきセキュリティ機能をセ
キュリティ機能要件(「機能要件」という)と呼ぶ決められた形式で記述しなければならない。
また、基本的に CC が用意した機能要件のセットから選択しなければならない。CC が提供
する機能要件は、その正当性が立証されている。このため、CC の機能要件を使って構築さ
れたセキュリティシステムは、正しく実装されれば信頼性は高い。
一般的に一つの「TOE のセキュリティ対策方針」は複数の機能要件で実現される。
「TOE
のセキュリティ対策方針」が機能要件で確かに実現されていること、さらに脅威が「TOE
のセキュリティ対策方針」で確かに対抗できることが検証できれば、IT 製品が PP どおり
にセキュリティ機能を実装することにより IT 製品のセキュリティ機能が保証されることに
なる。以下に、技術対策として必須な機能要件を【営業秘密 PP(案)で定義される機能要件】
、
システムの形態によって必須となる機能要件を【営業秘密 PP(案)で定義される条件付き必
須機能要件】
、技術対策を強化するために必要となる機能要件を【営業秘密 PP(案)で定義可
能な追加の機能要件】として詳細を示す。
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【営業秘密 PP(案)で定義される機能要件】
FAU_GEN.1(監査データ生成)
: セキュリティ監査データ生成(不正アクセスを検知するためのログ生成)
FAU_GEN.2(利用者識別情報の関連付け)
: 監査対象事象と関連利用者識別情報の関連付け。
FAU_SAR.1(監査レビュー)
: 1)営業秘密情報に対するすべての操作の監査記録が必要なこと、管理者による
TSF データ、セキュリティ属性に対する操作の監査記録が必要なことから、基本
レベルのすべての監査対象事象を含める。
2)ST 作成者は、FMT_SMR.1 で特定する役割（即ち、監査者）に対して、
FAU_GEN.1 で特定する監査記録の読出しを許可する能力を特定する。
3)FAU_SAR.1 で特定した許可利用者以外の利用者による監査記録の読出しを禁
止する。
FAU_STG.1(保護された監査証跡31格納)
:監査証跡に格納された監査記録を不正な削除から保護する。
FAU_STG.4(監査データ損失の防止)
:監査証跡が満杯になったときの対処。
FDP_ACC.1(サブセットアクセス制御)
: 営業秘密情報に対する不正アクセスを防止するためのアクセス方法(アクセス制
御方針名)を特定する。
FDP_ACF.1(セキュリティ属性によるアクセス制御)
: FDP_ACC.1 で指定された営業秘密情報に対するアクセス制御方針の具体的な条
件を定義する。例えば、アクセス制御方針は、営業秘密情報の権限と利用者の属
性の組合せでアクセスを許可するか拒否するかを記述する。
「アクセス制御ポリシ
ー」ともいう。
FDP_UAB_EXP.1(利用者データアクセスバナー)
: 営業秘密情報に対する不正な使用に対する警告メッセージ(アクセスバナー)表示。
本 PP(案)では営業秘密情報であることを利用者に知らせる。
FMT_MSA.1(セキュリティ属性の管理)
: セキュリティ管理の各機能要件(管理者機能、利用者権限の設定・変更)
FMT_MSA.3(静的属性初期化)
: セキュリティ管理の各機能要件(管理者機能、利用者権限の設定・変更)
FMT_MTD.1(TSF データの管理)
31

監査ログを格納する領域。通常 HDD 上に確保されるが容量に限りがある、不正なアクセス等のための対
応が必要となる。
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: TSF データの問い合わせ、改変等を管理者に制限する。
FMT_SMF.1(管理機能の特定)
: 管理機能の提供。
FMT_SMR.1(セキュリティの役割)
: 管理者の維持。
FIA_AFL.1(認証失敗時の取り扱い)
: 認証試行の失敗に関する制限。
FIA_ATD.1(利用者属性定義)
: 利用者属性の維持。
FIA_SOS.1(秘密の検証)
: 秘密の品質尺度。
FIA_UAU.1(認証のタイミング)
: 利用者認証(識別された利用者の本人確認、営業秘密へのアクセスの認識)
FIA_UAU.7(保護された認証フィードバック)
: 認証時の情報を提供しない。
FIA_UID.1(識別のタイミング)
: 利用者識別(利用者の識別)
FIA_USB.1(利用者-サブジェクト結合)
: 利用者セキュリティ属性とサブジェクト32の結合
FPT_STM.1(高信頼タイムスタンプ)
: 監査記録に記録する日付、時刻
上記の機能要件群は、前述の「TOE のセキュリティ対策方針」と対応付けを行い、対策
方針をより具体的なセキュリティ機能に詳細化する。表 5.3-10 の●は、表 5.3-8 で定義
した各対策方針との関係を示す。

32

オブジェクト(例:営業秘密情報)に対して操作を実行する TOE の能動的なエンティティ(例:利用者から
受け付けた操作を実行するプログラム)。
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FAU_GEN.1
FAU_GEN.2
FAU_SAR.1
FAU_SAR.2
FAU_STG.1
FAU_STG.4
FDP_ACC.1
FDP_ACF.1
FDP_UAB_EXP.1
FMT_MSA.1
FMT_MSA.3
FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FIA_AFL.1
FIA_ATD.1
FIA_SOS.1
FIA_UAU.1
FIA_UAU.7
FIA_UID.1
FIA_USB.1
FPT_STM.1

O.6（監査ログ保護）

O.5（監査ログ提供）

O.4（監査ログ生成）

O.3（アクセスバナー）

SFR

O.2（識別認証）

セキュリティ
対策方針

O.1（アクセス制御）

表 5.3-10 セキュリティ機能要件とセキュリティ対策方針の関係

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

【営業秘密 PP(案)で定義される条件付き必須機能要件】
TOE がサーバ・クライアント型の実装を行っており、サーバ・クライアント間で TSF
データ（アクセス制御ポリシーデータ、監査ログデータなど）の転送がある場合、ST
作成者は、以下に示す SFR を適用しなければならない機能要件である。
FPT_ITT.1

基本 TSF 内データ転送保護

: TOE 間の異なる部分間で送受される TSF データの保護
【営業秘密 PP(案)で定義可能な追加の機能要件】
また、参考情報として ST 作成者が必要に応じて追加できるセキュリティ機能を定義し
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ている。想定するセキュリティ機能は、
1)

営業秘密情報が登録される際に、その真正性を実証するための機能

2)

営業秘密情報が登録される際に、暗号化を実施することで、アクセスできる利用
者を制限する機能

の 2 つである。
以下 B.1、B.2 の機能を定義している。
B.1 署名タイムスタンプ
営業秘密情報が登録される際に、その真正性を実証するための機能
表 5.3-11 B.1 で追加する組織のセキュリティ方針

P.2

（営業秘密の真正性）
営業秘密に対して、署名やタイムスタンプを付与しなければならない。

表 5.3-12 B.1 で追加する TOE のセキュリティ対策方針

O.7

（署名、タイムスタンプ）
TOE は営業秘密に対して署名、タイムスタンプを付与する機能を提供
しなければならない。

を追加したうえで、以下のセキュリティ機能要件を定義することができる。
FCS_CKM.1(1)

暗号鍵生成 (署名、タイムスタンプ用)

: 署名、タイムスタンプ機能で使用する鍵の生成
FCS_CKM.4(1)

暗号鍵破棄 (署名、タイムスタンプ用)

: 署名、タイムスタンプ機能で使用した鍵の破棄
FCS_COP.1(1)

暗号操作 (署名、タイムスタンプ用)

: 署名、タイムスタンプの付与
FDP_DAU.1

基本データ認証

: 営業秘密情報への署名、タイムスタンプの付与
B.2 営業秘密情報暗号化
営業秘密情報が登録される際に、暗号化を実施することで、アクセスできる利用者を
制限する機能
表 5.3-13 B.2 で追加する組織のセキュリティ方針

P.3

（営業秘密の暗号化）
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営業秘密は暗号化しなければならない。

表 5.3-14 B.2 で追加する TOE のセキュリティ対策方針

O.8

（暗号化）
TOE は営業秘密を暗号化する機能を提供しなければならない。

を追加したうえで、以下のセキュリティ機能要件を定義することができる。
FCS_CKM.1(2)

暗号鍵生成 (営業秘密情報暗号化用)

: 営業秘密情報暗号化機能で使用する鍵の生成
FCS_CKM.4(2)

暗号鍵破棄 (営業秘密情報暗号化用)

: 営業秘密情報暗号化機能で使用した鍵の破棄
FCS_COP.1(2)

暗号操作 (営業秘密情報暗号化用)

: 営業秘密情報の暗号化、復号
以上で、PP では各脅威に対抗するセキュリティ機能のひな型が作成された。これらのセ
キュリティ機能のひな型は現実の IT 製品又はシステムの中で実装される。
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6.営業秘密 PP(案)の利用方法と課題
営業秘密 PP(案)の利用方法
中小企業の責任者又はシステム管理者が、本営業秘密 PP(案)を利用する方法を検討す
る。本 PP(案)では、中小企業が管理する営業秘密に対する脅威と最低限対策すべき方針
を示した。一般の企業や団体においても営業秘密を管理する上で、本 PP(案)に示した脅
威が想定でき、想定する脅威に対抗する技術的対策（管理・保護システム）を検討する
場合、本 PP(案)で示したセキュリティ対策方針をセキュリティ要求仕様として参照する
ことができる。
また、営業秘密を管理・保護するシステムがセキュリティ要求仕様を満たしているか
については、IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト活用ガイドブックで示され
ている通り、第三者が検査・確認する方法、外部に検査・確認を委託する方法、調達者
が自ら検査・確認する方法、調達者がシステムや製品の提供者から検査・確認に必要と
なる情報を得て、確認する方法などがある。

営業秘密 PP(案)の課題
本 PP(案)を利用する際の課題について以下に示す。
○一般利用者の不正行為の未然防止について
本 PP(案)では、正当なアクセス権限を有した一般利用者の不正行為を想定していない。
中小企業が最低限すべき対策を考慮し、正当なアクセス権限を有した一般利用者の不正
行為を未然に防ぐ対策を任意対策、正当なアクセス権限を有した一般利用者の不正行為
を事後検知する対策を必須対策とした。事後検知の対策としては、一般利用者や管理者
の重要情報の操作について監査証跡を生成し、監査者が確認することで事後検知できる
機能である。一方、正当なアクセス権限を有した一般利用者の不正行為を未然に防ぐ対
策を施す場合には、本 PP(案)で任意対策とした対策内容を詳細に検討する必要がある。
○公知の脆弱性について
本 PP(案)では、公知の脆弱性を明記し対策の実施を要求していない。IT セキュリティ
評価及び認証制度（JISEC）では、評価を受ける際に公知の脆弱性についてテストされ
るため、システムが公知の脆弱性への対策が施されているかを確認するためには、同制
度の評価を受けることで確認が可能である。一方、公知の脆弱性や特定の脆弱性につい
ての対策を求める場合は、別途検討する必要がある。
○営業秘密管理指針及び関連ガイドブックと本 PP(案)の関係について
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営業秘密管理指針は、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必
要となる最低限の水準の対策を示したものであり、秘密情報の保護ハンドブックは、漏
えい防止などの高度な対策も含めた包括的対策を示している。そのため、営業秘密管理
指針に例示されている対策と秘密情報の保護ハンドブックに記載された情報漏えい対策
は直接の関連はない。一方、中小企業にとって、漏えい防止などの高度な対策を実施で
きない場合も想定でき、法的保護を受けるために参照可能な対策と必要最低限の未然防
止としての情報セキュリティ対策とを例示することは有益と考えられる。漏えい防止な
どの高度な対策を求める場合には、別途検討する必要がある。
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7.付録
営業秘密 PP(案)開発のための検討委員会
 委員会の概要
営業秘密PP(案)開発の検討のため、有識者およびベンダーの8名から構成された「営業
秘密管理・保護システムプロテクションプロファイル検討委員会」を設置した。
 委員会の構成
本委員会の委員を表 7.1-1に示す。
表 7.1-1 「営業秘密管理・保護システムプロテクションプロファイル検討委員会」の委員
委員

所属

上原 哲太郎(委員長)

立命館大学 情報理工学部 情報システム学科 教授
デジタル・フォレンジック研究会 理事

牛川 智晴

株式会社システムコンサルタント WEBセキュリティシステム部
電子公証・電子認証サービスGrp 課長

梶原 洋一

株式会社インテリジェントウェイブ
セキュリティシステム開発本部 開発第一部長

柴田 孝一

一般財団法人日本データ通信協会 タイムビジネス協議会
企画運営部会長/セイコーソリューションズ株式会社

武田

株式会社日立ソリューションズ プロダクトマーケティング本部
マーケティング推進部

一城

中村 祐介

ハミングヘッズ株式会社 社長室室長

池田 淳

エムオーテックス株式会社 事業推進本部 執行役員

金子 浩之

みずほ情報総研株式会社 情報通信研究部 情報セキュリティ評価室長

 委員会の開催
① 第 1 回委員会
日程：2014 年 12 月 25 日
議事：本事業の概要およびスケジュールの説明
② 第 2 回委員会
日程：2015 年 1 月 21 日
議事：営業秘密管理・保護システムに関する調査の報告
③ 第 3 回委員会
日程：2015 年 1 月 30 日～2015 年 2 月 6 日
議事：最低限必要と考えるセキュリティ機能、追加検討するセキュリティ機能の検
討
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CC 認証に関するインタビュー調査
表 7.2-1 に示す国内の企業 4 社に対し、CC 制度に関するインタビューを実施した。

表 7.2-1 インタビュー対象企業

A社

選定理由

実施日

情報漏えい防止に関する CC 認証の取得経験がある。認証取得製

2014 年 12 月 24 日

品の関連する多数の製品を販売している。
B社

2015 年 1 月 7 日

不正監視を主要なセキュリティ機能とする自社向けシステムを
開発し、外販もしている。

C社

2015 年 1 月 7 日

内部犯行を想定したセキュリティ機能に対応するシステムを販
売している。

D社

2015 年 1 月 22 日

デスクワークで使用する文書の操作性向上システムを販売して
いる。

中小企業の営業秘密管理・保護に関する意見を表 7.2-2 に示す。

表 7.2-2 中小企業の営業秘密管理・保護に関する意見
ヒアリング対象企業の意見
A社

①

②

③

検討事項

ガイドラインに準じた要件を全て 1 製品でカバーしようと

・1 製品ではなく、複数

すると難しいと思われ、いくつかの製品の組み合わせでもよ

製品を組み合わせたシ

いという PP にしてほしい。

ステムの PP とするかの

中小企業を対象とするならば、あまり大規模なシステムとな

判断が必要。

ると費用面でも人材面でも導入されなくなってしまう。

・中小企業でも導入・運

小企業では特に、”従業員全員に目が届くので IT 製品ではな

用可能と思われる機能

く運用で対処しよう”という考え方が根強いように思われ

の絞り込みが必要。

る。
④

中小企業が PP 適合の製品を使用することによるメリットが
ないと、広がることはないと思われる（例えば減税対象とな
るなど）
。

B社

①

システム管理者のログは取っているが、真に悪意のある管理

・セキュリティ機能のみ

者に対する不正への抜け道が完全にないとは言い切れない。 での対応は困難。管理者
完全なセキュリティ機能を実装すると効率が悪くなる。

の不正への取り扱いに
ついて検討が必要 。
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C社

①

②

最近サーバを自社で管理するようなことはほとんどなく、ク

・PP で定義した機能を

ラウドが増えてきているのが実感としてある（ファイルサー

クラウドにゆだねるか

バも自社では持たないため、自分のところにデータは存在し

は企業判断であり、本

ない）
。

PP ではクラウドについ

デバイス制御のソフトウェアも、人材不足により自社でイン

て言及しない。

ストールやバージョンアップの管理ができなかったり、管理
用のサーバの管理ができなかったりするため、クラウドで提
供されているソフトウェアを選択するケースが多い。
D社

①

PP に準拠した環境でなければ裁判の入り口にも立てないと

・作業の利便性向上のた

いう点は、PP の読者にとって意味のあることと思われる。

めのアプリケーション
であるため、アクセス制
御やログの考え方は導
入されていないが、営業
秘密管理指針の客観的
認識可能性に該当する
最小限のセキュリティ
機能しか実装していな
いにも係わらず、多数の
販売実績がある点は参
考になる。

CC 制度に対する意見を表 7.2-3 に示す。

表 7.2-3 CC 制度に対する意見

A社

認証取得経験

CC 制度に対する意見

あり

入札要件に入るかもしれないという情報があったので認証を取得したが、
要件とならなかったため取得の効果はなかった。
認証取得費用が効果に対して高額であり、製品に転嫁すると競争力がなく
なるため、今後も入札要件に入らなければ取得はしない予定。

B社

あり

第三者機関の認証を取っていることを対外的に示すために取得。
自社のセキュリティへの取り組みを外部へ示すことができたという意味で
は効果があった。

C社

なし

現状認証の必要性は感じていない。
今後国や企業が製品を導入するためには認証が必要であるとされるなら
ば、取得の効果が見込まれ、認証取得の可能性はある。
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D社

なし

競合製品が認証を取っていないため、投資対効果がない。
導入の要件になったり、競合製品に取得製品が出てきたりするならば検討
しなければならないと思う。

CC では、保護資産(本事業では営業秘密)を定め、保護資産に対する不正を脅威(前提条
件は運用管理的な表現の脅威と考える)としてその対策(セキュリティ対策方針)を定める
ことによりセキュリティ機能を抽出する。しかし、現実的な課題として、セキュリティ
機能を厳密化すれば利用者の行動は厳しく制約され、一般的に使い勝手は悪くなる。こ
のため、現実的な運用面での脅威と前提条件のバランス、セキュリティ対策方針での技
術的および運用管理的な対策のバランス等について考慮が行われなければならない。4.4
で検討したように、営業秘密 PP のセキュリティ機能としては、表 7.2-2 の A 社②の意
見が示すように最小限とすることが望ましい。また、本 PP を広めるためには、A 社④お
よび D 社①の意見が示すように、中小企業にとって何らかのメリット又はインセンティ
ブが必要である。

用語集・略語集
本提案書で使用する用語の定義を表 7.3-1 に示す。

表 7.3-1 用語の定義

用語
CC

定義
Common Criteria の略。
CC 第 3.1 版は ISO/IEC15408 (2009) の
基となったもので、同一の内容を持つ。

CCRA

Common Criteria Recognition Arrangement の略。
各国の CC 制度間で認証書を共有する(相互認証)ための枠組み。

CEM

Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation の略。
評価方法が規定されている。ISO/IEC18045(2008)と同等。

EAL

Evaluation Assurance Level の略。評価保証レベル。
CC パート 3 （ISO/IEC15408-3） に規定された、保証コンポー
ネントからなるパッケージ。CC があらかじめ定義した尺度によ
って保証の程度を表す。

ISMS

Information Security Management System の略。組織の情報管
理基準であり ISMS 認証基準は ISO/IEC27001。

ST

Security Target の略。セキュリティターゲット。
識別された TOE の評価に用いられるセキュリティ要件および仕
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様を記述した文書。
TOE

Target Of Evaluation の略。評価対象。
評価を行う IT 製品/システムの対象部分。ガイダンス文書も含ま
れる。

TSF

TOE Security Functionality の略。TOE のセキュリティ機能。

PP

Protection Profile の略。
TOE の種別に対するセキュリティニーズについての、実装に依存
しないステートメント。

システム

特定の目的および運用環境を伴う特定の IT 設備。

監査ログ

セキュリティ機能が動作した際に発生するイベント（事象）情報。

監査証跡

監査ログが格納される場所。監査者が監査ログの確認をする際は、
監査証跡を参照する。

製品

単独での使用または様々なシステム内への組込みを目的に設計さ
れた機能性を提供する IT のソフトウェア、ファームウェアおよび
/またはハードウェアの集まり。

セキュリティ対

識別された脅威への対抗および/または識別された組織のセキュ

策方針

リティ方針・前提の充足に関する方針。

総括責任者

営業秘密の管理を具体的に推進する役割を担う者。総括責任者は、
組織全体の具体的な対策を実施および確認するとともに、各事業
部門と経営者を仲介する役割を担う。企業の規模や形態により、
経営者が兼任する場合も考えられる。

評価

規定された基準に基づき、PP、ST または TOE を評価すること。

不正アクセス

TOE のセキュリティ機能を侵害するような TOE 外部からのアク
セス。

不正アクセスの

TOE のセキュリティ機能の侵害や侵害の試みを示すような監査

痕跡

証跡。

プラットフォー

TOE が搭載されるサーバ、PC とその上で動作する OS の総称。

ム

（例えば、Intel の CPU を搭載したサーバおよびその上で動作す
る Windows Server2012）

保証

評価対象(TOE)が必要なセキュリティ対策方針を満していること
についての、信頼の根拠。
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はじめに
企業の活動において、自社が保有する情報の管理は、重要な課題である。その中で、
「営業
秘密情報」については、不正競争防止法の観点から、差止め等の法的保護の対象となり得
る秘密管理措置の水準が示されている。（営業秘密管理指針 平成１５年１月３０日（全部
改訂：平成２７年１月２８日）経済産業省：以降「営業秘密管理指針」）
特に、中小企業に関し、
「営業秘密管理指針」では、
「営業秘密が競争力の源泉となる企業、
特に中小企業が増加しているが、これらの企業に対して、
「鉄壁の」秘密管理を求めること
は現実的ではない。仮にそれを求めることになれば、結局のところ、法による保護対象か
ら外れてしまうことが想定され、イノベーションを阻害しかねないこと」等の理由により、
「リスクの高低、対策費用の大小も踏まえた効果的かつ効率的な秘密管理の必要があるこ
と」と述べており、これを意識した必要な秘密管理措置の程度を示している。
営業秘密管理・保護システムプロテクション・プロファイル（以降「本 PP」）は、この
「営業秘密管理指針」で示された必要な秘密管理措置の程度を IT 製品で管理・保護する
ために必要となる要件（運用環境、物理的措置、人的措置、IT 製品による提供セキュリテ
ィ機能）を規定している。
本 PP の想定される読者は、(1)利用者である中小企業の経営者、情報管理責任者、(2)本
PP に準拠した製品を開発・提供するベンダである。本 PP に準拠した製品を開発・提供す
るベンダは本 PP を直接利用することを想定している。
プロテクションプロファイルの使用方法
営業秘密管理・保護システムを実現するアプリケーションには、多様な機能と構成が存在
する。このような多様な製品に対応するために、本 PP は、全てのアプリケーションに適
用する共通の要件（第 1 章から第 6 章の内容）と該当する一部のアプリケーションに適用
する要件（付録 A 条件付き必須要件）により構成されている。
本 PP に適合するためには、本 PP の第 1 章から第 6 章に適合する ST を作成する。そし
て、
「付録 A 条件付き必須要件」に対する適合が必要か判断する必要がある。
「付録 A 条件付き必須要件」は、TOE がサーバ・クライアント型の実装を行っており、
サーバ・クライアント間で TSF データ（アクセス制御ポリシーデータ、監査ログデータな
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ど）の転送がある場合に適用する要件である。TOE がサーバ・クライアント間で TSF デ
ータの転送を実施しているにもかかわらず、本要件を適用しないことは許されない。
また、本 PP には参考情報として「付録 B オプション要件」を掲載している。
「付録 B オ
プション要件」は、営業秘密情報の真正性を実証するための署名、タイムスタンプの機能、
営業秘密情報の暗号化の機能に関する要件を記述したものである。ST 作成者は、本 PP に
適合するために「付録 B オプション要件」の内容を ST に含める必要はない。営業秘密情
報の真正性を実証するための署名、タイムスタンプの機能、営業秘密情報の暗号化の機能
を必須とする PP や ST の作成において、その作成者に本情報を参考としてもらうことを
意図したものである。
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1 PP 概説
本章では、PP 参照、TOE 概要について記述する。

1.1 PP 参照
タイトル

： 営業秘密管理・保護システムプロテクションプロファイル

バージョン

： 第 1.00 版

作成日

： 2015 年 2 月 13 日

作成者

：営業秘密管理・保護システムプロテクションプロファイル検討委員会

1.2 TOE 概要
1.2.1 TOE の使用方法とセキュリティ機能の概要
（１）TOE の用途
企業には、事業活動を行うために管理されるべき様々な情報が存在する。その中でも企
業の秘密情報は適切に管理されることにより、不正競争防止法によって差し止め等の法的
保護の対象となり得る。逆に、適切な管理が行われていないと、漏えいにより企業に大き
な損害の与える情報であったとしても、法による保護を受けることができなくなってしま
う。企業の秘密情報が法的保護の対象となるためには、以下の３要件を満たす必要がある。
この条件を満たす情報を以降「営業秘密」と記述する。
① 秘密として管理されている［秘密管理性］
② 生産方法、
販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報［有用性］
③ 公然と知られていないもの［非公知性］

本 TOE はこれら三要素のうち、電子媒体で保存されている営業要素の秘密管理性の確
保および営業秘密への許可されないアクセス防止を目的とした、営業秘密管理・保護シス
テムである。
秘密管理性要件が満たされるための措置として、
「営業秘密管理指針」では以下のように
述べられている。
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置
によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能
性が確保される必要がある。
具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の
性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位に
おける従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある。
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TOE は、特に上記秘密管理措置の１つである従業員の認識可能性の確保のため、当該情
報にアクセス可能な者を限定し、アクセスが許可された従業員がアクセスを試みると、当
該情報が秘密であり一般情報とは取り扱いが異なるべきであるとの規範意識を生じさせる
ことを、IT 製品を用いて実現することを目的としている。また、営業秘密漏えいの早期発
見及び事後対策の観点から、
「営業秘密管理指針」では、「より高度な営業秘密の漏えい防
止策として必要となる場合もありうる」とされている、監査ログ・証跡の記録と保存の機
能の実現も目的としている。
本 TOE は中小企業を対象としており、以下の運用環境を想定している。

図 1.1

TOE の利用環境例 1

(Unauthorized draft, subject to change)
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図 1.2

TOE の利用環境例 2

・ TOE が設置される企業は、従業員、出入り業者等許可された者のみが出入りでき
る保護された環境である。
・ TOE の利用者となる営業秘密情報にアクセス可能な従業員は 10～100 人程度で
ある。
・ TOE の管理者として運用・管理する社内 IT 部門の要員数は 1 人～数人程度に限
られている（兼任を含む）
。
・ 社内 LAN はインターネットに接続しており、インターネットからの攻撃パケット
から保護された環境である。
・ 一般利用者が社内で業務に利用する PC（以降「業務 PC」
）には社内 LAN に接続
されている。
・ 営業秘密情報は、社内 LAN に接続されたサーバの一部および/または業務 PC 内
に存在する。（図 1.1, 図 1.2）
・ 社内のサーバ、業務 PC はウイルス対策ソフトが導入され、OS、アプリケーショ
ンには定期的に修正プログラムが適用されている。
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Application Note 1.

営業秘密情報にアクセス可能な従業員を10～100人程度と想定

しているが、10人未満または100人を超える利用者の利用を制限するものではない。
Application Note 2.

営業管理情報が存在するサーバとは、営業管理情報が保管、管

理されているサーバであり、例えば、ファイルサーバを想定している。
（２）TOE の使用方法
営業秘密情報は、サーバおよび/または業務 PC に存在する。業務 PC 上の営業秘密情報
にはサーバから入手したものだけでなく、業務 PC 上で作成された情報も含まれ、営業秘
密であるという分類が、情報の作成者、または分類の権限を持った者によりなされている。
TOE は、営業秘密情報が存在するサーバおよび/または業務 PC 上で動作する。利用者
が営業秘密にアクセスする際は、必ず TOE を経由したアクセスとなる。
TOE は、前述のとおり従業員の認識可能性の確保のため、当該情報にアクセス可能な者
を限定することを目的としており、そのために、営業秘密情報にアクセスしてきた人物が、
誰であるのか識別認証機能により一意に特定し、その者がアクセス可能な者かどうか、ア
クセス制御ポリシーに従い判断し、その者が許可されたデータに許可された操作のみ可能
とする。さらに、アクセスバナー機能により、利用者はアクセスした情報が秘密であるこ
とを認識することができる。
管理者は管理機能を使用し、利用者及びアクセス制御ポリシーなどの管理が可能である。
監査者は監査機能を使用し、全てのサーバ・業務 PC が生成した監査ログデータを参照す
ることができる。
管理機能、監査機能を含め上記のセキュリティ機能が動作した際は必ず監査ログが監査
証跡に記録される。

Application Note 3.

営業秘密情報が存在するサーバ・業務PCに配置されたTOEは、

最低限識別認証機能、アクセス制御機能、アクセスバナー機能および監査機能の監査
ログデータを生成する機能が実装される。管理機能および監査機能の監査証跡を参照
する機能が実装されたTOEの配置場所に制限はなく、ST作者により規定される。例え
ば、管理機能で管理するセキュリティ機能の設定データをサーバで管理しクライアン
トへ配信したり、クライアントで生成した監査ログデータをサーバに集約し、監査証
跡をサーバで一元管理するようなクライアント・サーバの構成が考えられる。また一
方で、対象とするマシンの台数がごく少ない場合においては、営業秘密情報が配置さ
れるマシンごとに管理機能・監査機能を配置し、一台ずつ管理者・監査者が管理、監
査を実施する構成を排除するものではない。
（３）TOE の主なセキュリティ機能
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本 TOE のセキュリティ機能には以下のものがある。
① 識別認証機能
営業秘密へのアクセスを試みた利用者が正当な利用者であるか、識別・認証する機
能である。
② アクセス制御機能
識別認証された利用者に対し、営業秘密へのアクセス（登録、参照、変更、削除）
を許可するかどうかアクセス制御ポリシーに基づき判断する機能である。
③ アクセスバナー機能
利用者が営業秘密へアクセスした際に、アクセスした情報が営業秘密であることを
利用者に通知する機能である。
④ 管理機能
管理者が利用者及びアクセス制御ポリシーの管理を行う機能である。管理者のみが
利用可能であることを保証する。
⑤ 監査機能
上記セキュリティ機能の実施を監査ログデータとして監査証跡に記録し、監査者が
参照する機能である。監査者のみが参照可能であることを保証する。

Application Note 4.

アクセス制御ポリシーデータや監査ログデータが、社内LANを

用いてTOE間で受け渡される場合は、TOEまたは運用環境の機能により、暗号通信・
データ暗号化等の通信中のデータ改ざんを防ぐ機能を追加しなければならない。

1.3 TOE 種別
本 TOE は秘密管理性の確保を目的とした、営業秘密管理・保護システムを実現するア
プリケーションである。

1.3.1 保護資産
TOE の保護資産を、表 1.1 に示す。
表 1.1
保護資産
営業秘密情報

TOE の保護資産
内容

電子化され、社内のサーバおよび/または業務 PC に保存され
た営業秘密。
技術情報（製造方法・図面・プログラム等）
、営業情報（経営
情報、仕入先/販売先に関する情報等）などが考えられる。
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また、親会社・発注元・取引先の営業秘密情報も管理の対象
とする。
監査証跡

TOE のセキュリティ機能の利用記録を収集した情報。

1.3.2 TOE の利用者役割
適合する TOE は、
少なくとも表 1.2 に示す４つの利用者役割を定義しなければならない。
表 1.2
利用者役割
利用者
一般利用者

TOE の利用者役割
内容

TOE を利用する全ての従業員。
TOE の管理者向け以外の機能を利用する権限を与えられた利
用者。

管理者

TOE の管理者向けの機能を利用する権限を与えられた利用
者。

監査者

監査ログデータを参照する権限を与えられた利用者。

Application Note 5.

一人の人物が管理者と監査者の権限を持つことは可能であるが、

管理者権限、監査者権限は二人以上の人物が担うことを推奨する。IT部門の管理者が
1人のみの場合、監査者権限は総括責任者や経営者が担うことが想定される。

1.3.3 TOE 以外のハードウェア/ソフトウェア
TOE 構成および TOE 以外のハードウェア/ソフトウェアを説明する。
TOE はサーバおよび/または業務 PC 上で動作するソフトウェアである。利用者が PC 上
の特定のファイルにアクセスする際は他のソフトウェアの影響を受けずに必ずセキュリテ
ィ機能が実施される必要がある。そのため OS と連動して動作する仕組みを持つ。 管理機
能および監査証跡の管理を TOE 管理サーバとして別に設けた場合の、TOE 構成例を以下
に示す。
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図 1.3

TOE 構成例

TOE 以外のハードウェア/ソフトウェア/ファームウェア
・ ソフトウェア


TOE が動作する汎用オペレーティングシステム（OS）

・ ハードウェア


TOE および OS が動作するハードウェア

Application Note 6.

ST作者はTOEの構成、配置およびTOEの動作環境であるOS、

ハードウェア、もしあれば他のアプリケーションを特定し、STに明記しなければなら
ない。

1.4 用語
1.4.1 用語定義
本 PP で用いる主な用語の定義を表 1-3 に示す。ここに定義されていない用語は、JIS
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X0008 情報処理用語－セキュリティ及び JIS X0001 情報処理用語－基本用語による。
表 1-3

本 PP で用いる用語の定義

用語
営業秘密

定義内容
不正競争防止法により
（1） 秘密として管理されている[秘密管理性]
（2） 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は

営業上の情報[有用性]であって、
（3） 公然と知られていないもの[非公知性]

と定義された情報。この三要件のすべてを満たすことが同法に基づ
く保護を受けるために必要である。
監査ログ

セキュリティ機能が動作した際に発生するイベント（事象）情報。

監査証跡

監査ログが格納される場所。監査者が監査ログの確認をする際は、
監査証跡を参照する。

システム

特定の目的及び運用環境を伴う特定の IT 設備。

製品

単独での使用または様々なシステム内への組込みを目的に設計され
た機能性を提供する IT のソフトウェア、ファームウェア及び/また
はハードウェアの集まり。

セキュリティ対策

識別された脅威への対抗及び/または識別された組織のセキュリティ

方針

方針・前提の充足に関する方針。

総括責任者

営業秘密の管理を具体的に推進する役割を担う者。総括責任者は、
組織全体の具体的な対策を実施及び確認するとともに、各事業部門
と経営者を仲介する役割を担う。企業の規模や形態により、経営者
が兼任する場合も考えられる。

評価

規定された基準に基づき、PP、ST または TOE を評価すること。

不正アクセス

TOE のセキュリティ機能を侵害するような TOE 外部からのアクセ
ス

不正アクセスの痕

TOE のセキュリティ機能の侵害や侵害の試みを示すような監査証

跡

跡。

プラットフォーム

TOE が搭載されるサーバ、PC とその上で動作する OS の総称。
（例
え ば 、 Intel の CPU を搭 載 し た サー バ 及び その 上 で 動 作す る
Windows Server2012）

保証

評価対象(TOE)が必要なセキュリティ対策方針を満していることに
ついての、信頼の根拠。
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1.4.2 略語
本 PP で用いる略語の定義を表 1-4 に示す。
表 1-4

略語

略語
CC

定義内容
Common Criteria の略。
CC 第 3.1 版は ISO/IEC15408 (2009) の基となったもので、同一の
内容を持つ。

CEM

Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation の略。
評価方法が規定されている。ISO/IEC18045(2008)と同等。

EAL

Evaluation Assurance Level)の略。評価保証レベル。
CC パート 3 （ISO/IEC15408-3） に規定された、保証コンポーネ
ントからなるパッケージ。CC があらかじめ定義した尺度によって保
証の程度を表す。

ST

Security Target の略。
識別された TOE の評価に用いられるセキュリティ要件及び仕様を
記述した文書。

TOE

Target Of Evaluation の略。評価対象。
評価を行う IT 製品/システムの対象部分。ガイダンス文書も含まれ
る。

TSF

TOE Security Functionality の略。
TOE のセキュリティ機能。

PP

Protection Profile の略。
TOE の種別に対するセキュリティニーズについての、実装に依存し
ないステートメント。
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2 適合主張
本章では、CC 適合主張、PP 主張、パッケージ主張、適合根拠及び適合ステートメン
トについて記述する。

2.1 CC 適合主張
本 PP は、以下の通り CC 適合を主張する。
▪

CC 適合：CC バージョン 3.1 改訂第 4 版適合


パート 1：概説と一般モデル
2012 年 9 月 バージョン 3.1 改訂第 4 版 CCMB-2012-09-001
平成 24 年 11 月翻訳第 1.0 版



パート 2 ：セキュリティ機能コンポーネント
2012 年 9 月 バージョン 3.1 改訂第 4 版 CCMB-2012-09-002
平成 24 年 11 月翻訳第 1.0 版



パート 3 ：セキュリティ保証コンポーネント
2012 年 9 月 バージョン 3.1 改訂第 4 版 CCMB-2012-09-003
平成 24 年 11 月翻訳第 1.0 版

▪

パート 2 適合：CC パート 2 拡張


▪

拡張するセキュリティ機能コンポーネントを 5 章に定義する。

パート 3 適合：CC パート 3 適合

2.2 PP 主張
この PP が準拠する PP はない。

2.3 パッケージ主張
本 PP は、以下の通りパッケージ適合を主張する。
保証要件パッケージ： EAL2

2.4 適合根拠
本 PP は PP 適合を主張しないので、PP 適合根拠はない。

2.5 適合ステートメント
本 PP への適合を主張する PP/ST は、論証適合を主張しなければならない。
(Unauthorized draft, subject to change)
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3 セキュリティ課題定義
3.1 脅威
脅威を表 3.1 に示す。
表 3.1
T.1

脅威

（許可されないアクセス）
攻撃者が、自身の権限で許可されていない営業秘密にアクセスすること
により、情報を改変、削除、漏えいするかもしれない

T.2

（なりすまし）
攻撃者が、営業秘密にアクセスできる権限を持つ者になりすまして営業
秘密にアクセスすることにより、情報を改変、削除、漏えいするかもし
れない

T.3

（監査証跡の保護）
営業秘密へのアクセスに対する監査証跡の記録へのアクセスを許可さ
れない者が、監査証跡の記録にアクセスすることにより、情報を改変、
削除、漏えいするかもしれない。

3.2 組織のセキュリティ方針
TOE を利用する組織のセキュリティ方針を表 3.2 に示す。
表 3.2
P.1

組織のセキュリティ方針

（営業秘密の秘密管理性）
営業秘密にアクセスした者に対して、当該情報が営業秘密であることを
認識させなければならない。

3.3 前提条件
TOE の運用環境に対して設定する前提条件を表 3.3 に示す。
表 3.3
A.1

前提条件

（管理者、監査者の信頼性）
管理者、監査者は不正をせず、誤った操作をしない。

A.2

（社内 LAN の保護）
社内 LAN はインターネットからの攻撃パケットから保護された環境で
ある。
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A.3

（TOE の物理的保護）
TOE は許可された者のみが出入りできる物理的に保護された環境に設
置される。

A.4

（TOE のプラットフォームの維持）
TOE が動作するプラットフォームはウイルスから保護され、常に最新の
状態に維持管理される。

A.5

（TOE の使用による営業秘密へのアクセス）
TOE を介在させずに営業秘密にアクセスすることはできない。

A.6

（管理外機器の社内 LAN 接続制限）
管理者による管理対象外の機器（個人 PC など）は社内 LAN に接続さ
れない。
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4 セキュリティ対策方針
4.1 TOE のセキュリティ対策方針
TOE のセキュリティ対策方針を表 4.1 に示す。
表 4.1
O.1

TOE のセキュリティ対策方針

（アクセス制御）
TOE は利用者に付与された権限に基づいてアクセス制御を実施する機
能を提供しなければならない。

O.2

（識別認証）
TOE は営業秘密にアクセスする者が正当な者であることを識別認証す
る機能を提供しなければならない。

O.3

（アクセスバナー）
TOE は営業秘密にアクセスしようとする者に対して、その情報が営業秘
密であることを表示する機能を提供しなければならない。

O.4

（監査ログ生成）
TOE は営業秘密へのすべてのアクセスに対して、アクセスする利用者の
識別情報が含まれた監査証跡を生成する機能を提供しなければならな
い。

O.5

（監査ログ提供）
TOE は監査証跡の記録を監査者に提供する機能を提供しなければなら
ない。

O.6

（監査ログ保護）
TOE は営業秘密情報へのアクセスに対する監査証跡の記録を暴露・改
変・消失から保護する機能を提供しなければならない。

4.2 運用環境のセキュリティ対策方針
運用環境のセキュリティ対策方針を、表 4.2 に示す。
表 4.2
OE.1

運用環境のセキュリティ対策方針

管理者は営業秘密情報にアクセスできる従業員を特定し、特定されたそ
れぞれの従業員の役割に応じたアクセス権限を付与して管理しなけれ
ばならない。
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OE.2

総括責任者は営業秘密であることを示す表示が営業秘密にアクセスし
た事実を意味することを認識させるために、利用者を指導しなければな
らない。

OE.3

監査者は監査証跡の記録を定期的に確認して、不正アクセスの痕跡が記
録されているかどうかを分析しなければならない。

OE.4

総括責任者は信頼できる人物を管理者、監査者として任命し、セキュリ
ティや TOE の操作のための定期的な教育訓練を課さなければならない。
管理者は組織の従業員に対し営業秘密管理やパスワード管理の重要性
等のセキュリティやセキュリティに基づく組織の運用ルールについて、
また一般利用者に対し TOE の操作について定期的な教育訓練を課さな
ければならない。
管理者は社内 LAN をインターネットからの攻撃パケットから保護する

OE.5

ための機器やツールを設置し、運用及びメンテナンスを実施することに
より、社内 LAN を保護しなければならない。
OE.6

管理者は許可された者のみが出入りできる物理的に保護された環境に
TOE を設置しなければならない。
管理者は TOE が動作するプラットフォームに対してウイルス対策ソフ

OE.7

トを導入し、定期的に修正プログラムを適用して維持管理しなければな
らない。
管理者は営業秘密へのアクセスには必ず TOE を使用するように運用環

OE.8

境を構成しなければならない。
管理者は管理対象外の機器（個人 PC など）が内部 LAN に接続されな

OE.9

いよう、社内 LAN に接続される機器を管理しなければならない。

4.3 セキュリティ対策方針根拠
脅威および前提条件と、セキュリティ対策方針との対応関係を表 4.3 に示す。
表 4.3

脅威および前提条件とセキュリティ対策方針との対応関係

脅威、
前提条件
セキュリティ

T.1

T.2

T.3

P.1

A.1

A.2

対策方針

O.1

○

O.2

○

O.3
O.4

○
○

○

○
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A.3

A.4

A.5

A.6

O.5

○

○

O.6
OE.1

○
○

○

OE.2
OE.3
OE.4

○
○

○

○

○

○

OE.5

○

○

○

OE.6

○

OE.7

○

OE.8

○

OE.9

○

4.3.1 十分性
脅威、組織のセキュリティ方針および前提条件に対応するセキュリティ対策方針につい
て、その十分性根拠を以下に説明する。
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・T.1（許可されないアクセス）
OE.1 により管理者が営業秘密報にアクセスできる従業員を特定して特定されたそれ
ぞれの従業員の役割に応じたアクセス権限を付与して管理し、O.1 により TOE が利
用者に付与された権限に基づいてアクセス制御を実施する機能を提供することにより、
また、O.４によりアクセス制御は監査記録として記録され、O.5 で監査者による確認
が可能となり、OE.3 により監査者が監査証跡の記録を定期的に確認して不正アクセ
スの痕跡が記録されているかどうかを分析することができることから、
「攻撃者が、自
身の権限で許可されていない営業秘密にアクセスすることにより、情報を改変、削除、
漏えいするかもしれない」という脅威を漏れなく防止することができる。従って、T.1
は O.1、O.4、O.5 と OE.1、OE.3 の組み合わせにより対抗できる。
・T.2（なりすまし）
O.2 により TOE が営業秘密にアクセスする者が正当な者であることを識別認証する
機能を提供することにより、また、O.４によりアクセス制御は監査記録として記録され、O.5
で監査者による確認が可能となり、OE.3 により監査者が監査証跡の記録を定期的に確認し
て不正アクセスの痕跡が記録されているかどうかを分析することができ、更に OE.4 により、組
織の従業員である利用者は営業秘密管理やパスワード管理の重要性等のセキュリティやセキュ
リティに基づく組織の運用ルールについて定期的な教育を受けていることから、「攻撃者が、

営業秘密にアクセスできる権限を持つ者になりすまして営業秘密にアクセスすることにより、
情報を改変、削除、漏えいするかもしれない」という脅威を漏れなく防止することができる。
従って、T.2 は O.2、O.4、O.5 と OE.3、OE.4 の組み合わせにより対抗できる。
・T.3（監査証跡の保護）
O.6 により TOE が営業秘密情報へのアクセスに対する監査証跡の記録を暴露・改変・
消失から保護する機能を提供すること、O.4 により TOE が営業秘密へのすべてのア
クセスに対して、アクセスする利用者の識別情報が含まれた監査証跡を生成する機能
を提供すること、O.5 により TOE が監査証跡の記録を監査者に提供する機能を提供
し、OE.3 により監査者が監査証跡の記録を定期的に確認して不正アクセスの痕跡が
記録されているかどうかを分析できることから、
「営業秘密へのアクセスに対する監査
証跡の記録へのアクセスを許可されない者が、監査証跡の記録にアクセスすることに
より、情報を改変、削除、漏えいするかもしれない」という脅威を漏れなく防止する
ことができる。従って、T.4 は O.4、O.5、O.6 と OE.3 の組み合わせにより対抗でき
る。
・P.1（営業秘密の認識性）
O.3 により TOE が営業秘密にアクセスしようとする者に対してその情報が営業秘密
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であることを表示し、OE.2 により統括責任者が営業秘密であることを示す表示が営
業秘密にアクセスした事実を意味することを認識させるために利用者を指導すること
により、営業秘密にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識させなけ
ればならないという組織のセキュリティ方針を漏れなく実現することができる。従っ
て、P.1 は O.3 と OE.2 の組み合わせにより満たされる。

・A.1（管理者・監査者の信頼性）
OE.4 により統括責任者が信頼できる人物を管理者、監査者として任命してセキュリ
ティや TOE の操作のための定期的な教育訓練を課すことにより、管理者、監査者は
不正をせず誤った操作をしないという前提条件を漏れなく実現することができる。従
って、A.1 は OE.4 により満たされる。
・A.2（社内 LAN の保護）
OE.5 により管理者が社内 LAN をインターネットからの攻撃パケットから保護するた
めの機器やツールを設置し、運用及びメンテナンスを実施することで社内 LAN を保
護することにより、社内 LAN はインターネットからの攻撃パケットから保護される
という前提条件を漏れなく実現することができる。従って、A.2 は OE.5 により満た
される。
・A.3（TOE の物理的保護）
OE.6 により管理者が入退室管理された許可なくアクセスできない場所に TOE を設置
することにより、TOE は許可された者のみが出入りできる物理的に保護された環境に
設置されるという前提条件を漏れなく実現することができる。従って、A.3 は OE.6
により満たされる。
・A.4（TOE のプラットフォームの維持管理）
OE.7 により管理者が TOE の動作するプラットフォームに対してウイルス対策ソフト
を導入し、定期的に修正プログラムを適用して維持管理することにより、TOE が動作
するプラットフォームはウイルスから保護され、常に最新の状態に維持管理されると
いう前提条件を漏れなく実現することができる。従って、A.4 は OE.7 により満たさ
れる。
・A.5（TOE の使用による営業秘密へのアクセス）
OE.8 により管理者が営業秘密へのアクセスには必ず TOE を使用するように運用環境
を構成し、OE4 により管理者が組織の従業員に対し営業秘密管理やパスワード管理の
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重要性等のセキュリティやセキュリティに基づく組織の運用ルールについて、また、
一般利用者に対し TOE の操作について定期的な教育訓練を課していることにより、
TOE を介在させずに営業秘密にアクセスすることはできないという前提条件を漏れ
なく実現することができる。従って、A.5 は OE4、OE.8 により満たされる。
A.6（管理外機器の社内 LAN 接続制限）
OE.9 により管理者が管理対象外の機器（個人 PC など）が内部 LAN に接続されない
よう社内 LAN に接続される機器を管理し、OE4 により管理者が組織の従業員に対し
営業秘密管理やパスワード管理の重要性等のセキュリティやセキュリティに基づく組
織の運用ルールについて、また、一般利用者に対し TOE の操作について定期的な教
育訓練を課していることより、管理対象外の機器（個人 PC など）が社内 LAN に接
続されないという前提条件を漏れなく実現することができる。従って、A.6 は OE.4、
OE.9 により満たされる。
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5 拡張コンポーネント定義
利用者データアクセスバナー（FDP_UAB_EXP）
ファミリのふるまい
このファミリは、利用者に対し、利用者データの適切な利用に関する、
設定可能な勧告的警告メッセージを表示する要件を定義する。
コンポーネントのレベル付け
FDP_UAB_EXP: 利用者データアクセスバナー

1

FDP_UAB_EXP.1 利用者データアクセスバナーは、利用者データへの
アクセス時に警告メッセージを表示する。
管理:

FDP_UAB_EXP.1

以下のアクションはFMTにおける管理機能と考えられる:
a)

許可管理者によるバナーの維持。

監査:

FDP_UAB_EXP.1

予見される監査対象事象はない。
FDP_UAB_EXP.1

利用者データアクセスバナー

下位階層:

なし

依存性:

なし

FDP_UAB_EXP.1.1
[割付:オブジェクトのリスト]へのアクセス時に、TSFは、利用
者データの不正な使用に関する勧告的警告メッセージを表示しなければ
ならない。
根拠:
利用者データアクセスバナーは、利用者データがアクセスされるタイミ
ングで警告メッセージを表示する機能であり、コモンクライテリアは利
用者データアクセスの際の警告メッセージ表示に関するSFRを提供して
いない。
本拡張コンポーネントは、利用者データを保護するので、FDPクラスの
一つのコンポーネントとする。
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6 セキュリティ要件
6.1 セキュリティ機能要件

表記規則
セキュリティ機能要件（SFR）に関する表記規則は、次のとおりである。
1) 太字は、コモンクライテリア パート2におけるオリジナルのSFR定義に対して、本プ
ロテクションプロファイルで完成したSFRの一部を示す。
2) 斜体は、適合セキュリティターゲットにおいてST作成者が完成しなければならない
SFRの一部を示す。

クラス FAU: セキュリティ監査
FAU_GEN.1

FAU_GEN.1.1

監査データ生成
下位階層:

なし

依存性:

FPT_STM.1 高信頼タイムスタンプ

TSFは、以下の監査対象事象の監査記録を生成できなければならない:
a)

監査機能の起動と終了;

b)

監査の[基本]レベルのすべての監査対象事象;及び

c)

[割付: 上記以外の個別に定義した監査対象事象]。

Application Note 7.

営業秘密情報に対するすべての操作の監査記録が必要なこと、

管理者によるTSFデータ、セキュリティ属性に対する操作の監査記録が必要なことか
ら、基本レベルのすべての監査対象事象を含める。
FAU_GEN.1.2

FAU_GEN.2

TSFは、各監査記録において少なくとも以下の情報を記録しなければな
らない:
a)

事象の日付・時刻、事象の種別、サブジェクト識別情報（該当
する場合）、事象の結果(成功または失敗);及び

b)

各監査事象種別に対して、PP/STの機能コンポーネントの監査
対象事象の定義に基づいた、[割付: その他の監査関連情報] 。

利用者識別情報の関連付け
下位階層:

なし
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依存性:

FAU_GEN.1 監査データ生成
FIA_UID.1 識別のタイミング

FAU_GEN.2.1

識別された利用者のアクションがもたらした監査事象に対し、TSFは、
各監査対象事象を、その原因となった利用者の識別情報に関連付けられ
なければならない。

FAU_SAR.1

監査レビュー

FAU_SAR.1.1

下位階層:

なし

依存性:

FAU_GEN.1 監査データ生成

TSFは、[割付: 許可利用者]が、[割付: 監査情報のリスト]を監査記録か
ら読み出せるようにしなければならない。

Application Note 8.

ST作成者は、FMT_SMR.1で特定する役割（即ち、監査者）に

対して、FAU_GEN.1で特定する監査記録の読出しを許可する能力を特定する。
FAU_SAR.1.2

TSFは、利用者に対し、その情報を解釈するのに適した形式で監査記録
を提供しなければならない。

FAU_SAR.2

限定監査レビュー

FAU_SAR.2.1

下位階層:

なし

依存性:

FAU_SAR.1 監査レビュー

TSFは、明示的な読み出しアクセスを承認された利用者を除き、すべて
の利用者に監査記録への読み出しアクセスを禁止しなければならない。

Application Note 9.

FAU_SAR.1で特定した許可利用者以外の利用者による監査記

録の読出しを禁止する。

FAU_STG.1

保護された監査証跡格納
下位階層:

なし

依存性:

FAU_GEN.1 監査データ生成

FAU_STG.1.1

TSFは、監査証跡に格納された監査記録を不正な削除から保護しなけれ
ばならない。

FAU_STG.1.2

TSFは、監査証跡に格納された監査記録への不正な改変を[選択: 防止、
検出: から1つのみ選択]できなければならない。
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FAU_STG.4

FAU_STG.4.1

監査データ損失の防止
下位階層:

FAU_STG.3 監査データ消失の恐れ発生時のアクショ
ン

依存性:

FAU_STG.1 保護された監査証跡格納

TSFは、監査証跡が満杯になった場合、[選択: 監査事象の無視、特別な

権利を持つ許可利用者に関わるもの以外の監査事象の抑止、最も古くに
格納された監査記録への上書き: から1つのみ選択]及び[割付: 監査格納
失敗時にとられるその他のアクション]を行わなければならない。

クラス FDP: 利用者データ保護
FDP_ACC.1

FDP_ACC.1.1

サブセットアクセス制御
下位階層:

なし

依存性:

FDP_ACF.1 セキュリティ属性によるアクセス制御

TSFは、[割付: サブジェクト、オブジェクト、及びSFPで扱われるサブ
ジェクトとオブジェクト間の操作のリスト]に対して[営業秘密情報アク
セス制御SFP]を実施しなければならない。

Application Note 10. ST作成者は、営業秘密情報を格納したオブジェクトに対する利
用者を代行するサブジェクトによる操作（登録、参照、変更、削除）を特定する。操
作として、登録、参照、変更、削除は最低限含まれなければならない。

FDP_ACF.1

FDP_ACF.1.1

セキュリティ属性によるアクセス制御
下位階層:

なし

依存性:

FDP_ACC.1 サブセットアクセス制御
FMT_MSA.3 静的属性初期化

TSFは、以下の[割付: 示されたSFP下において制御されるサブジェクト

とオブジェクトのリスト、及び各々に対応する、SFP関連セキュリティ
属性、またはSFP関連セキュリティ属性の名前付けされたグループ]に基
づいて、オブジェクトに対して、[営業秘密情報アクセス制御SFP]を実
施しなければならない。
FDP_ACF.1.2

TSFは、制御されたサブジェクトと制御されたオブジェクト間での操作
が許されるかどうかを決定するために、次の規則を実施しなければなら
ない: [割付: 制御されたサブジェクトと制御されたオブジェクト間で、

制御されたオブジェクトに対する制御された操作に使用するアクセスを
管理する規則]。
FDP_ACF.1.3

TSFは、次の追加規則、[割付: セキュリティ属性に基づいてオブジェク
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トに対するサブジェクトのアクセスを明示的に許可する規則 ]に基づい
て、オブジェクトに対して、サブジェクトのアクセスを明示的に許可し
なければならない。
FDP_ACF.1.4

TSFは、次の追加規則、[割付: セキュリティ属性に基づいてオブジェク
トに対するサブジェクトのアクセスを明示的に拒否する規則 ]に基づい
て、オブジェクトに対して、サブジェクトのアクセスを明示的に拒否し
なければならない。

FDP_UAB_EXP.1

利用者データアクセスバナー

下位階層:

なし

依存性:

なし

FDP_UAB_EXP.1.1
[割付:オブジェクトのリスト]へのアクセス時に、TSFは、利用
者データの不正な使用に関する勧告的警告メッセージを表示しなければ
ならない。

Application Note 11. ST作成者は、オブジェクトとして営業秘密情報を特定し、その
情報が営業秘密情報であることを利用者に警告するメッセージを表示する。

クラス FMT: セキュリティ管理
FMT_MSA.1

FMT_MSA.1.1

セキュリティ属性の管理
下位階層:

なし

依存性:

[FDP_ACC.1 サブセットアクセス制御、または
FDP_IFC.1 サブセット情報フロー制御]
FMT_SMR.1 セキュリティの役割
FMT_SMF.1 管理機能の特定

TSFは、セキュリティ属性[割付: セキュリティ属性のリスト]に対し[選
択: デフォルト値変更、問い合わせ、改変、削除、[割付: その他の操作]]
をする能力を[割付: 許可された識別された役割]に制限する[営業秘密情
報アクセス制御SFP]を実施しなければならない。

Application Note 12. 本プロテクションプロファイルでは、必須のセキュリティ属性
を定義しない。ST作成者は、営業秘密情報アクセス制御SFPに関するセキュリティ属
性（即ち、営業秘密情報であることを示すオブジェクト属性、営業秘密情報へのアク
セス許可者かどうかを示すサブジェクト属性など）を特定し、FMT_SMR.1で特定す
る役割（即ち、管理者）に対して、そのセキュリティ属性を操作する能力を特定する。

(Unauthorized draft, subject to change)

Page：29 of 48

FMT_MSA.3

静的属性初期化
下位階層:

なし

依存性:

FMT_MSA.1 セキュリティ属性の管理
FMT_SMR.1 セキュリティの役割

FMT_MSA.3.1

TSFは、そのSFPを実施するために使われるセキュリティ属性に対して
[選択: 制限的、許可的、[割付: その他の特性]: から1つのみ選択]デフォ
ルト値を与える[営業秘密情報アクセス制御SFP]を実施しなければなら
ない。

FMT_MSA.3.2

TSFは、オブジェクトや情報が生成されるとき、[割付: 許可された識別
された役割]が、デフォルト値を上書きする代替の初期値を特定すること
を許可しなければならない。

Application Note 13. ST作成者は、オブジェクトの作成時（例、営業秘密情報をTOE
へ登録する時）、サブジェクトの作成時（例、TOEにおいて利用者を登録する時）に、
それぞれのセキュリティ属性を初期化する方針を記述する。

FMT_MTD.1

FMT_MTD.1.1

TSFデータの管理
下位階層:

なし

依存性:

FMT_SMR.1 セキュリティの役割
FMT_SMF.1 管理機能の特定

TSFは、[割付: TSFデータのリスト]を[選択: デフォルト値変更、問い合
わせ、改変、削除、消去、[割付: その他の操作] ]する能力を[割付: 許可
された識別された役割]に制限しなければならない。

Application Note 14. ST作成者は、TSFデータ（即ち、利用者に関連付けられた認証
に使用するパスワードなど）を管理する能力をFMT_SMR.1で特定する役割（即ち、
管理者）に対して提供する。

FMT_SMF.1

FMT_SMF.1.1

管理機能の特定
下位階層:

なし

依存性:

なし

TSFは、以下の管理機能を実行することができなければならない。：[割
付: TSFによって提供される管理機能のリスト]

Application Note 15. ST作成者は、下表に示す管理機能を参照し、TOEが該当する機
能を持つ場合は、管理機能のリストとして記述すること。また、ST作成者は、TOE
が下表以外の管理機能を実装している場合は、その管理機能についても記述すること。
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表 6-1 管理機能
管理機能
監査者役割を持つ利用者グループの管理
監査格納失敗時にとられるアクションの管理
営業秘密情報に対するアクセス制御に使用するアクセス
制御ポリシーの管理
営業秘密情報へのアクセス時に表示する勧告的警告メッ
セージの管理
営業秘密情報アクセス制御SFPに関するセキュリティ属
性の管理
営業秘密情報アクセス制御SFPに関するセキュリティ属
性のデフォルト値の管理
管理者役割を持つ利用者グループの管理
管理者役割、監査者役割、一般利用者役割を持つ利用者
グループの管理
不成功の認証試行に対する閾値の管理、認証失敗の事象
においてとられるアクションの管理
認証に使用するパスワードなどの品質尺度の管理
認証データ（パスワードなど）の管理、利用者が認証さ
れる前にとられるアクションの管理
利用者識別情報（ユーザ ID など）の管理、識別前に許可
されるアクションの管理
監査記録に記録する日付、時刻の管理

FMT_SMR.1

関連SFR
FAU_SAR.1
FAU_STG.4
FDP_ACF.1
FDP_UAB_EXP.1.1
FMT_MSA.1
FMT_MSA.3
FMT_MTD.1
FMT_SMR.1
FIA_AFL.1
FIA_SOS.1
FIA_UAU.1
FIA_UID.1
FPT_STM.1

セキュリティの役割
下位階層:

なし

依存性:

FIA_UID.1 識別のタイミング

FMT_SMR.1.1

TSFは、役割 [割付: 許可された識別された役割]を維持しなければなら
ない。

FMT_SMR.1.2

TSF は、利用者を役割に関連付けなければならない。

Application Note 16. FMT_SMR.1 は 、 FAU_SAR.1 の [ 割 付 : 許 可 利 用 者 ] 、
FMT_MSA.1、FMT_MSA.3、及びFMT_MTD.1の[割付: 許可された識別された役割]
を特定する（即ち、管理者、監査者、一般利用者）。

クラス FIA: 識別と認証
FIA_AFL.1

FIA_AFL.1.1

認証失敗時の取り扱い
下位階層:

なし

依存性:

FIA_UAU.1 認証のタイミング

TSFは、[割付: 認証事象のリスト]に関して、[選択: [割付: 正の整数値]、
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[割付: 許容可能な値の範囲]内における管理者設定可能な正の整数値]回
の不成功認証試行が生じたときを検出しなければならない。
FIA_AFL.1.2

不成功の認証試行が定義した回数[選択：に達する、を上回った]とき、
TSFは、[割付: アクションのリスト]をしなければならない。

FIA_ATD.1

利用者属性定義

FIA_ATD.1.1

下位階層:

なし

依存性:

なし

TSFは、個々の利用者に属する以下のセキュリティ属性のリストを維持
しなければならない。：[割付: セキュリティ属性のリスト]

Application Note 17. ST作成者は、営業秘密情報アクセス制御SFPで使用するために
維持する必要がある利用者毎のセキュリティ属性を特定する。

FIA_SOS.1

FIA_SOS.1.1

秘密の検証
下位階層:

なし

依存性:

なし

TSFは、秘密が[割付: 定義された品質尺度]に合致することを検証するメ
カニズムを提供しなければならない。

Application Note 18. ST作成者は、認証に使用するパスワードなどの品質尺度を定義
する。

FIA_UAU.1

認証のタイミング
下位階層:

なし

依存性:

FIA_UID.1 識別のタイミング

FIA_UAU.1.1

TSFは、利用者が認証される前に利用者を代行して行われる[割付: TSF
仲介アクションのリスト]を許可しなければならない。

FIA_UAU.1.2

TSFは、その利用者を代行する他のすべてのTSF仲介アクションを許可
する前に、各利用者に認証が成功することを要求しなければならない。

FIA_UAU.7

保護された認証フィードバック
下位階層:

なし

依存性:

FIA_UAU.1 認証のタイミング
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FIA_UAU.7.1

TSFは、認証を行っている間、[割付: フィードバックのリスト]だけを利
用者に提供しなければならない。

FIA_UID.1

識別のタイミング
下位階層:

なし

依存性:

なし

FIA_UID.1.1

TSFは、利用者が識別される前に利用者を代行して実行される[割付:
TSF仲介アクションのリスト]を許可しなければならない。

FIA_UID.1.2

TSFは、その利用者を代行する他のTSF仲介アクションを許可する前に、
各利用者に識別が成功することを要求しなければならない。

FIA_USB.1

利用者-サブジェクト結合

FIA_USB.1.1

下位階層:

なし

依存性:

FIA_ATD.1 利用者属性定義

TSFは、以下の利用者セキュリティ属性を、その利用者を代行して動作
するサブジェクトに関連付けなければならない。：[割付: 利用者セキュ
リティ属性のリスト]

Application Note 19. ST作成者は、営業秘密情報アクセス制御SFPで使用するために
利用者代行サブジェクトに関連付けるセキュリティ属性（即ち、FIA_ATD.1で維持す
るセキュリティ属性）を特定する。
FIA_USB.1.2

TSFは、以下の利用者セキュリティ属性の最初の関連付けの規則を、そ
の利用者を代行して動作するサブジェクトと共に実施しなければならな
い。：[割付: 属性の最初の関連付けの規則]

FIA_USB.1.3

TSFは、以下の利用者セキュリティ属性への変更を管理する規則を、そ
の利用者を代行して動作するサブジェクトと共に実施しなければならな
い。：[割付: 属性の変更の規則]
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クラス FPT: TSF の保護
FPT_STM.1

FPT_STM.1.1

高信頼タイムスタンプ
下位階層:

なし

依存性:

なし

TSF は、高信頼タイムスタンプを提供できなければならない。

Application Note 20. 監査記録に記録する日付、時刻のための高信頼タイムスタンプ
を提供する。
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6.2 セキュリティ保証要件
本 TOE に適用する保証パッケージは EAL2 である。
表 6-2
保証クラス
ADV: 開発
AGD: ガイダンス文書
ALC: ライフサイクル
サポート

ASE: セキュリティ
ターゲット評価

ATE: テスト
AVA: 脆弱性評定

セキュリティ保証要件

保証コンポーネント
ADV_ARC.1 セキュリティアーキテクチャ記述
ADV_FSP.2 セキュリティ実施機能仕様
ADV_TDS.1 基本設計
AGD_OPE.1 利用者操作ガイダンス
AGD_PRE.1 準備手続き
ALC_CMC.2 CMシステムの使用
ALC_CMS.2 TOEの一部のCM 範囲
ALC_DEL.1 配付手続き
ASE_CCL.1 適合主張
ASE_ECD.1 拡張コンポーネント定義
ASE_INT.1 ST概説
ASE_OBJ.2 セキュリティ対策方針
ASE_REQ.2 派生したセキュリティ要件
ASE_SPD.1 セキュリティ課題定義
ASE_TSS.1 TOE要約仕様
ATE_COV.1 カバレージの証拠
ATE_FUN.1 機能テスト
ATE_IND.2 独立テスト - サンプル
AVA_VAN.2 脆弱性分析
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6.3 セキュリティ要件根拠
6.3.1 セキュリティ機能要件根拠

FAU_GEN.1
FAU_GEN.2
FAU_SAR.1
FAU_SAR.2
FAU_STG.1
FAU_STG.4
FDP_ACC.1
FDP_ACF.1
FDP_UAB_EXP.1
FMT_MSA.1
FMT_MSA.3
FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FIA_AFL.1
FIA_ATD.1
FIA_SOS.1
FIA_UAU.1
FIA_UAU.7
FIA_UID.1
FIA_USB.1
FPT_STM.1
表 6-4
セキュリティ対策方針
O.1（アクセス制御）

O.6（監査ログ保護）

O.5（監査ログ提供）

O.4（監査ログ生成）

SFR

O.3（アクセスバナー）

セキュリティ
対策方針

O.2（識別認証）

セキュリティ機能要件の完全性

O.1（アクセス制御）

表 6-3

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

セキュリティ機能要件の十分性

SFR
FDP_ACC.1
FDP_ACF.1

根拠
アクセス制御方針を確立して、営業秘密
情報の保護を実施する。
アクセス制御機能を提供してアクセス制
御方針を支援する。
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セキュリティ対策方針

SFR
FMT_MSA.1
FMT_MSA.3
FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FIA_AFL.1
FIA_ATD.1

FIA_SOS.1

FIA_UAU.1

FIA_UAU.7
FIA_UID.1

FIA_USB.1

O.2（識別認証）

FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FIA_AFL.1
FIA_ATD.1

FIA_SOS.1

根拠
セキュリティ属性管理を実施して、アク
セス制御を支援する。
デフォルトのセキュリティ属性管理を実
施して、アクセス制御を支援する。
TSF データ（利用者の認証に使用するパ
スワードなど）の管理を要求する。
セキュリティ属性、TSF データを管理す
るための機能を提供する。
セキュリティ属性、TSF データを管理す
るための役割を維持する。
認証失敗を検出することで利用者認証を
支援する。
セキュリティ属性を利用者に関連付けて
管理することにより、利用者の識別認証
時の権限付与を支援する。
利用者認証に使用するパスワードなどの
品質尺度を管理することにより、利用者
認証を支援する。
営業秘密情報に対する操作を許可する前
に利用者認証を要求することにより、ア
クセス制御を支援する。
利用者認証時の認証フィードバックを保
護することで利用者認証を支援する。
営業秘密情報に対する操作を許可する前
に利用者識別を要求することにより、ア
クセス制御を支援する。
利用者を代行するサブジェクトにアクセ
ス制御で使用するセキュリティ属性を関
連付けることにより、アクセス制御を支
援する。
TSF データ（利用者の認証に使用するパ
スワードなど）の管理を要求する。
セキュリティ属性、TSF データを管理す
るための機能を提供する。
セキュリティ属性、TSF データを管理す
るための役割を維持する。
認証失敗を検出することで利用者認証を
支援する。
セキュリティ属性を利用者に関連付けて
管理することにより、利用者の識別認証
時の権限付与を支援する。
利用者認証に使用するパスワードなどの
品質尺度を管理することにより、利用者
認証を支援する。
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セキュリティ対策方針

SFR
FIA_UAU.1

FIA_UAU.7
FIA_UID.1

FIA_USB.1

O.3（アクセスバナー）

FDP_UAB_EXP.1

O.4（監査ログ生成）

FAU_GEN.1

FAU_GEN.2
O.5（監査ログ提供）
O.6（監査ログ保護）

FAU_SAR.1
FAU_STG.1
FAU_STG.4

根拠
営業秘密情報に対する操作を許可する前
に利用者認証を要求することにより、ア
クセス制御を支援する。
利用者認証時の認証フィードバックを保
護することで利用者認証を支援する。
営業秘密情報に対する操作を許可する前
に利用者識別を要求することにより、ア
クセス制御を支援する。
利用者を代行するサブジェクトにアクセ
ス制御で使用するセキュリティ属性を関
連付けることにより、アクセス制御を支
援する。
営業秘密情報にアクセスする利用者に対
して警告メッセージを表示する。
営業秘密情報に対するすべての操作、セ
キュリティ属性、TSF データに対する操
作、及び管理機能の使用に関する監査記
録が生成する。
監査事象と利用者の識別情報を関連付け
る。
監査者に監査記録を提供する。
監査記録の不正な削除、改変を防止する。
監査記録の消失を防止する。

6.3.2 セキュリティ保証要件根拠
本プロテクションプロファイルは、中小企業で取り扱われる営業秘密情報を保護するため
のアプリケーションプログラムを対象としている。
要求されるセキュリティ機能（法的に保護されるとされる営業秘密情報の管理）は、既存
のシステムに追加される、営業秘密情報の安全性を高めるためのものである。また、想定
環境から、明確な悪意を持ち高い攻撃能力を持つ者の攻撃は排除されている。EAL2 は、
TOE における開発段階のセキュリティ対策の分析(独立テスト、機能仕様書に基づく開発者テスト
の実施と分析、および開発生産物の管理状況の評価)、セキュリティ機能を安全に使用するため
の十分なガイダンス情報の分析を含み、営業秘密情報を保護するアプリケーションプログラムの
評価として妥当な選択であるといえる。
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付録 A 条件付き必須要件
TOE がサーバ・クライアント型の実装を行っており、サーバ・クライアント間で TSF デ
ータ（アクセス制御ポリシーデータ、監査ログデータなど）の転送がある場合、ST 作成
者は、以下に示す SFR を適用しなければならない。
本 PP は、TOE の形態として、サーバ・クライアント型、スタンドアローン型の２つを想
定している。サーバ・クライアント型の形態では、TSF データの転送が行われるのが一般
的であり、本要件の適用が必須である。

A.1

セキュリティ機能要件

クラス FPT: TSF の保護
FPT_ITT.1

FPT_ITT.1.1

基本TSF内データ転送保護
下位階層:

なし

依存性:

なし

TSFは、TSFデータがTOEの異なるパーツ間で送られる場合、TSFデー
タを[選択: 暴露、改変]から保護しなければならない。

Application Note 21. TSFデータの保護を提供するためにTSFが暗号技術に基づくメ
カニズムを利用する場合、ST作成者は、適切なSFR（例、FCS_CKM、FCS_COP）
を追加すべきである。

セキュリティ機能要件根拠
セキュリティ
対策方針

SFR
FPT_ITT.1
表 A-2
セキュリティ対策方針
O.1（アクセス制御）

O.6（監査ログ保護）

セキュリティ機能要件の完全性

O.5（監査ログ提供）

表 A-1

O.1（アクセス制御）

A.2

●

●

●

セキュリティ機能要件の十分性

SFR
FPT_ITT.1

根拠
通信中のアクセス制御ポリシーデータを
保護することにより、アクセス制御を支
援する。
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O.5（監査ログ提供）
O.6（監査ログ保護）

FPT_ITT.1
FPT_ITT.1

通信中の監査記録を保護する。
通信中の監査記録を保護する。
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付録 B オプション要件（参考）
本要件は参考情報であり、営業秘密情報の真正性を実証するための署名、タイムスタンプ
の機能、営業秘密情報の暗号化の機能を必須とするPPやSTの作成において利用すること
ができる。

B.1

署名、タイムスタンプ

製品の利用者、調達者は、営業秘密情報の真正性を実証するための機能を要求するかもし
れない。その場合、PPやSTの作成者は、署名、タイムスタンプに関する以下の内容をPP
やSTに記述することができる。

B.1.1 組織のセキュリティ方針
TOEを利用する組織のセキュリティ方針を表B.1に示す。
表 B.1
P.2

組織のセキュリティ方針

（営業秘密の真正性）
営業秘密に対して、署名やタイムスタンプを付与しなければならない。

B.1.2 TOE のセキュリティ対策方針
TOEのセキュリティ対策方針を表B.2に示す。
表 B.2 TOE のセキュリティ対策方針
O.7

（署名、タイムスタンプ）
TOE は営業秘密に対して署名、タイムスタンプを付与する機能を提供し
なければならない。

B.1.3 セキュリティ対策方針根拠
組織のセキュリティ方針と、セキュリティ対策方針との対応関係を表B.3に示す。
表 B.3 組織のセキュリティ方針とセキュリティ対策方針との対応関係
組織のセキュリティ
方針
セキュリティ

P.2

対策方針

O.7

○
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組織のセキュリティ方針に対応するセキュリティ対策方針について、その十分性根拠を以
下に説明する。

・P.2（営業秘密の真正性）
O.7 により TOE が営業秘密に対して署名、タイムスタンプを付与することにより、営業秘
密に対して署名、タイムスタンプを付与しなければならないという組織のセキュリティ方
針を漏れなく実現することができる。従って、P.2 は O.7 により満たされる。

B.1.4 セキュリティ機能要件
クラス FCS: 暗号サポート
FCS_CKM.1(1)

暗号鍵生成 (署名、タイムスタンプ用)
下位階層:

なし

依存性:

FCS_COP.1 暗号操作
FCS_CKM.4 暗号鍵破棄

FCS_CKM.1.1(1) TSFは、以下の[割付: 標準のリスト]に合致する、指定された暗号鍵生成
アルゴリズム[割付: 暗号鍵生成アルゴリズム]と指定された暗号鍵長[割
付: 暗号鍵長]に従って、暗号鍵を生成しなければならない。

Application Note 22. ST作成者は、営業秘密情報であることを証明するための署名や
タイムスタンプを営業秘密情報に付与する際に使用する鍵の生成を行う場合には、本
機能要件で、使用する鍵生成用のアルゴリズム（標準規格およびその鍵長）を特定す
る。
FCS_CKM.4(1)

暗号鍵破棄 (署名、タイムスタンプ用)
下位階層:

なし

依存性:

FCS_CKM.1(1) 暗号鍵生成

FCS_CKM.4.1(1) TSFは、以下の[割付: 標準のリスト]に合致する、指定された暗号鍵破棄
方法[割付: 暗号鍵破棄方法]に従って、暗号鍵を破棄しなければならな
い。

Application Note 23. ST作成者は、署名やタイムスタンプに使用する鍵の削除方法を
特定する。

FCS_COP.1(1)

暗号操作 (署名、タイムスタンプ用)
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下位階層:

なし

依存性:

FCS_CKM.1 暗号鍵生成
FCS_CKM.4 暗号鍵破棄

FCS_COP.1.1(1) TSFは、[割付: 標準のリスト]に合致する、特定された暗号アルゴリズム
[割付: 暗号アルゴリズム]と暗号鍵長[割付: 暗号鍵長]に従って、[割付:

[選択：署名付与、またはタイムスタンプの付与のいずれか]および他の
暗号操作のリスト]を実行しなければならない。
Application Note 24. ST作成者は、署名やタイムスタンプを実現する方式の特定を、
標準規格の何で実現するのかを指定する。他の暗号操作がある場合は、そのリストも
提供する。

クラス FDP:

利用者データ保護

FDP_DAU.1

基本データ認証
下位階層:

なし

依存性:

なし

FDP_DAU.1.1

TSFは、[割付: オブジェクトまたは情報種別のリスト]の有効性の保証と
して使用できる証拠を生成する能力を提供しなければならない。

FDP_DAU.1.2

TSFは、示された情報の有効性の証拠を検証する能力を[割付: サブジェ
クトのリスト]に提供しなければならない。

Application Note 25. ST作成者は、営業秘密情報であることを証明するための署名や
タイムスタンプを付与する機能を提供する場合は本機能要件を使用する。

B.1.5 セキュリティ機能要件根拠
表 B.4

セキュリティ機能要件の完全性

SFR
FDP_DAU.1
FCS_CKM.1(1)
FCS_CKM.4(1)
FCS_COP.1(1)

O.7

セキュリティ
対策方針

●
●
●
●
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表 B.5
セキュリティ対策方針
O.7

セキュリティ機能要件の十分性

SFR
FDP_DAU.1
FCS_CKM.1(1)
FCS_CKM.4(1)
FCS_COP.1(1)

B.2

根拠
営業秘密情報に対して文書属性としてタ
イムスタンプ、署名を付与する。
タイムスタンプ、署名用の鍵を生成する。
タイムスタンプ、署名用の鍵を破棄する。
タイムスタンプ、署名を文書属性として
付与する。

営業秘密情報暗号化

製品の利用者、調達者は、
営業秘密情報を暗号化するための機能を要求するかもしれない。
その場合、PPやSTの作成者は、営業秘密情報暗号化に関する以下の内容をPPやSTに記述
することができる。

B.2.1 組織のセキュリティ方針
TOEを利用する組織のセキュリティ方針を表B.6に示す。
表 B.6
P.3

組織のセキュリティ方針

（営業秘密の暗号化）
営業秘密は暗号化しなければならない。

B.2.2 TOE のセキュリティ対策方針
TOEのセキュリティ対策方針を表B.7に示す。
表 B.7 TOE のセキュリティ対策方針
O.8

（暗号化）
TOE は営業秘密を暗号化する機能を提供しなければならない。

B.2.3 セキュリティ対策方針根拠
組織のセキュリティ方針と、セキュリティ対策方針との対応関係を表B.8に示す。
表 B.8 組織のセキュリティ方針とセキュリティ対策方針との対応関係
組織のセキュリティ
方針
セキュリティ

P.3

対策方針
(Unauthorized draft, subject to change)

Page：44 of 48

O.8

○

組織のセキュリティ方針に対応するセキュリティ対策方針について、その十分性根拠を以
下に説明する。

・P.3（営業秘密の暗号化）
O.8 により TOE が営業秘密を暗号化することにより、営業秘密を暗号化しなければな
らないという組織のセキュリティ方針を漏れなく実現することができる。従って、P.3
は O.8 により満たされる。

B.2.4 セキュリティ機能要件
クラス FCS: 暗号サポート
FCS_CKM.1(2)

暗号鍵生成 (営業秘密情報暗号化用)
下位階層:

なし

依存性:

FCS_COP.1 暗号操作
FCS_CKM.4 暗号鍵破棄

FCS_CKM.1.1(2) TSFは、以下の[割付: 標準のリスト]に合致する、指定された暗号鍵生成
アルゴリズム[割付: 暗号鍵生成アルゴリズム]と指定された暗号鍵長[割
付: 暗号鍵長]に従って、暗号鍵を生成しなければならない。

Application Note 26. ST作成者は、営業秘密情報を暗号化するための鍵の生成を行う
場合には、本機能要件で、使用する鍵生成用のアルゴリズム（標準規格およびその鍵
長）を特定する。

FCS_CKM.4(2)

暗号鍵破棄 (営業秘密情報暗号化用)
下位階層:

なし

依存性:

FCS_CKM.1(1) 暗号鍵生成

FCS_CKM.4.1(2) TSFは、以下の[割付: 標準のリスト]に合致する、指定された暗号鍵破棄
方法[割付: 暗号鍵破棄方法]に従って、暗号鍵を破棄しなければならな
い。

Application Note 27. ST作成者は、営業秘密情報の暗号化に使用する鍵の削除方法を
特定する。
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FCS_COP.1(2)

暗号操作 (営業秘密情報暗号化用)
下位階層:

なし

依存性:

FCS_CKM.1 暗号鍵生成
FCS_CKM.4 暗号鍵破棄

FCS_COP.1.1(2) TSFは、[割付: 標準のリスト]に合致する、特定された暗号アルゴリズム
[割付: 暗号アルゴリズム]と暗号鍵長[割付: 暗号鍵長]に従って、[割付:

[選択：署名付与、またはタイムスタンプの付与のいずれか]および他の
暗号操作のリスト]を実行しなければならない。
Application Note 28. ST作成者は、営業秘密情報の暗号化・復号のために使用される
暗号方式の特定を、標準規格の何で実現するのかを指定する。他の暗号操作がある場
合は、そのリストも提供する。この暗号化処理を何の営業秘密情報の操作に対して適
用するのかを明確化するために、特にFDP_ACC.1、FDP_ACF.1で暗号操作される対
象を明確に割り付ける必要がある。

B.2.5 セキュリティ機能要件根拠
表 B-9

セキュリティ機能要件の完全性

O.8

セキュリティ
対策方針

SFR
FCS_CKM.1(2)
FCS_CKM.4(2)
FCS_COP.1(2)

●
●
●

表 B-10 セキュリティ機能要件の十分性
セキュリティ対策方針
O.8

SFR
FCS_CKM.1(2)
FCS_CKM.4(2)
FCS_COP.1(2)

根拠
営業秘密情報暗号用の鍵を生成する。
営業秘密情報暗号用の鍵を破棄する。
営業秘密情報を暗号化・復号する。
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