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株式会社アイ・エス・レーティング 
2015年2月10日 

鈴木 茂幸 
 

当資料に記載の内容は予告なく変更することが御座いますので、予めご了承願います。 

 

第三者証明書サービスに関する最新動向 
  

 
 



Copyright © 2015 I.S.Rating Co., Ltd. All rights reserved.  1 

第三者証明書発行サービスとは 

○企業が様々な製品やサービスを提供するにあたり、消費者や取
引先から提供上のプロセスの正当性や適切性等について説明を
求められることがあります。その場合、内部調査、内部監査等によ
り応えることもできますが、外部から見たときには利害関係上同一
であると見なされてしまうことがあり、必ずしもベストの方法とは言
えません。  

○アイ・エス・レーティングでは、「第三者証明書発行サービス」を
提供しています。 

○利害関係のない中立な第三者の評価機関として、専門的かつ
客観的な立場 から、プロセスの内容や質、事業者の経営や企業

統治の状況を確認し、その正当性・適切性について証明書を発行
することが可能です。 

○貴社と貴社の製品やサービスの信頼性の向上を「第三者証明
書発行サービス」によりご支援致します。 
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第三者証明 

第三者証明の活用 

■第三者証明により、同種製品・サービス
に差別化を図ることができる。 

 
第三者証明書を公表して、ステークホル
ダーに安全性や品質に対する積極的な取
り組みをアピールすると、販路拡大等の
機会が増える。 
•取引先にアピールできる（BtoB） 
•個人利用者にアピールできる(BtoＣ) 

第三者証明は、取引先に対し正当性・適切性の証明を行うことだけでなく、製品、サー
ビスおよび会社の品質への取り組みをアピールすることや内部に対して対策の実施状
況をアピールすることに活用することができます。 
 

第三者証明により、経営者や現場責任者
が自社製品・サービスに係る品質や安全
対策を客観的な視点で再点検する。 

第三者証明書を公表するに至らない場合
でも、改善点の提示により、製品・サービス
の品質向上に向けた課題を浮き彫りにし、
改善へと繋がる。 

 

 

外部に対する活用 内部に対する活用 

事実の説明、無実の説明、対策実施の説明を、外部の専門家が確認することを 

アピールすることで、当事者では解決できない説明責任を果たすことができます。 
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第三者による客観的な評価 

なぜアイ・エス・レーティングなのか 

○アイ・エス・レーティングでは、「情報セキュリティ格付けサービス」・「第三者証明
書発行サービス」を提供しています。 

利害関係のない中立な第三者の評価機関として、専門的かつ客観的な立場 から、

プロセスの内容や質、事業者の経営や企業統治の状況を確認し、その正当性・適
切性について証明書を発行することが可能です。 

公正、中立の格付機関 

格付機関として設立されているため、株主が格付審査に影響力を行使できない
ように1社・1企業グループの出資比率を20％以下に抑えるなど、公正性、中立

性が高い機関。 
格付機関としてのノウハウ 

格付機関として、様々な格付を実施してきた中で、製品やサービスの提供プロ
セスの正当性・適切性を判断するノウハウが確立。 

お客様の目的にあわせて証明項目をカスタマイズ 
お客様の業種、取引先等の事情により、第三者証明したい内容が異なることに
対応し、事前に打ち合わせにより、証明項目をカスタマイズ。 

アイ・エス・レーティングは、第三者による客観的な評価を行う機関として、次のような 
メリットを保持しています。 
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 ◆（多数の委託先点検について）社員の負担軽減 

 ◆自社基準に加えて、外部の客観的評価がポイント 

  ⇒検査時に第三者評価による客観的なデータを提示することで説明責任を果たせる  

 ◆マネジメント成熟度＆対策強度の観点と、重要情報資産の管理状況について、業務 

   フローの観点と評価がポイント 

  ⇒現場の管理状況（実態）を正確に評価 

 ◆対策水準（強度＆成熟度）や経年変化の見える化、他委託先との比較 

 ◆実地点検のクオリティ向上（より実査・現地確認項目を充実） 

  ⇒専門家による審査により、情報管理点検の形骸化防止 

  ⇒監視、追跡できる態勢を確認  

    例えば、外部委託先における①顧客データの所在の特定状況、②顧客データの使用状況、 

    ③顧客データの不正使用の監視態勢、④情報漏えい等が発生した場合の追跡態勢等を、 

    検証できる態勢を確認  

 ◆委託先において、外部審査による情報管理意識・セキュリティ水準の向上 

  ⇒委託先の意識向上と取組みの強化 

 委託先監査に対応 

金融機関（法規制あり）だけではなく、経産省の個人情報保護ガイドラインでも 
     委託先監査を委託元の責任として義務付けている。 
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◆現実的な話として、一部の委託先は委託元が直接立入って検査することを、他のお客様情
報に触れる可能性があるとの理由で、完全な形では受け入れ難い可能性がある 

 ⇒直接ビジネスとの利害関係がない格付会社が立入検査を実施することで、金融庁が 

  求めている「外部委託先における業務の実施状況を定期的又は必要に応じてモニタ 

  リングする等、外部委託先において顧客等に関する情報管理が適切に行われている 

  ことを確認」を達成可能となる 

◆委託先からの意見として、「毎年、数十社（多いところでは百社以上）より、様式及び確認の
観点が異なるチェックリストへの回答、及び現地審査への対応を行っており、毎日のように監
査対応を行っている。各委託元からのチェックリストを標準化（共通化）して欲しい、との意見
について解決策になる 

⇒各委託元（金融機関）は共通のガイドライン等を踏まえてチェックリストを作成している 

  はずである。共通化することで負担を軽減することについて検討の余地はある 

  弊社が展開する情報セキュリティのレベルに関する共通の評価プラットフォーム 

  （ｎ対ｎの解消）が広がると委託元及び委託先（監督当局を含め）の業務効率化が 

  図れる 

◆委託先監査スキル、委託先管理コスト削減 

⇒システムのスキルがないので、監査出来ない。コスト効果を目的に、外部に委託したのに 

  監査にコストがかかってしまっては意味がない 

 

リスク点検への対応 
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リスクマネージメント 

■自社のリスク点検とステークホルダーへの説明責任は？ 

     決められ手順で正しく実施している 

  システム障害対策は 
  情報漏洩対策は 
  コンティンジェンシープランの実効性は 
 

■委託先のモニタリングは？説明責任は？ 

  契約通りに実施している 

  障害発生時の対応は 
  情報漏洩対策は 
  コンティンジェンシープランの実効性は 
 

 

■ヒト・プロセス・テクノロジー？ 

  ヒト・・・リテラシー向上・教育 
  プロセス・・・手順・ルール 
  テクノロジー・・・金属探知機などの活用 

対策は万全、教育も万全 

管理態勢は問題ない 

完璧だぁ！！！ 

 

まぁ、当たり前ですが！ 

当然委託先も問題無し！ 

みんなキチンとしているに 

違いない！ 

契約を締結しているから 

大丈夫！ 

 

・・・・・・・・モヤモヤ 
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第三者による客観的な評価 

■第三者による客観的な評価による効果 

    ・マーケット拡大 

    ・効果的に短時間で説明が可能 

     ・自社・委託先・再委託先も含めたリスクマネジメント 

               外部委託先も含めた管理態勢・ガバナンスの確立、維持 

          ・セキュリティ実施強度／事実・対策の証明、監査の実効性向上 

          ・社会的なコスト削減 

■第三者による客観的な評価 
     ⇒第三者証明書発行サービス・情報セキュリティ格付け 
 
■第三者証明をビジネスツールとして活用 
     ⇒自社の優位性を証明 
     ⇒自社の安心を証明 
 

■性善説限界（人は弱い・・・性弱説） 
      ⇒きちんとビジネスをしている企業が報われない 

        やって当たり前ではなく、きちんとやっていることを示す 

            我社は、他とは違う！ 

            我社は、信頼をモットーにビジネスをしている！ 

            他社と一緒にされては、迷惑だ！ 

      まじめに、きちんとしっかりとやっている企業を支援 

      ⇒第三者による客観的な評価 

・委託先からの積極的なアプローチ 

・きちんと実施していることをアピール 

・監査の実効性アップと効率化 

・きちんと実施していることをアピール 

・他社との差別化 

・納得感のある説明 

・説明責任 

・事実の説明 

・対策の説明 

・無実の説明 
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第三者証明書発行サービス事例（他社との差別化） 

■調査概要 
 
企業・団体名  株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所 
調査スコープ   セキュリティシステムＧＧシリーズ 
調査対象        『２０年セキュリティのお約束』 
調査事項        『２０年セキュリティのお約束』実施状況と過去の実績 
リファレンス    『２０年セキュリティのお約束』 
         「１０年以上の間、互換性を維持した製品の開発・改良を 
                    継続してきたクマヒラが、これからも互換性のある製品 
                    提供を２０年以上継続することをお約束します」 
                                      互換性のある製品提供 
                                      新機能の追求 
                                      運用サポート体制の充実 
調査日     ２０１４年１月１５日～２０１４年１月１６日 
本書交付日  ２０１４年２月１０日 
利用期限    本書交付日から１年（※２）  
証明ＩＤコード  １００００３５０１１７Ｐ１３０１ 

 株式会社アイ・エス・レーティングは、株式会社クマヒラ・ 
株式会社熊平製作所の『２０年セキュリティのお約束』の実施状況に
関する調査を実施致しました。 
 株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所は、セキュリティ製品の互
換性を２０年間に亘り維持することでお客様の利便性と投資効率の向
上を図る方針です。 
 今後２０年間に亘り互換性のある製品を機能向上させながら提供す
るためのマネジメントの状況を、経営方針、組織体制及び業務の運営
状況、加えて過去１０年間の製品提供の実績等により確認致しました 。 

お客様への説明対応・マーケティングツール 

   ・第三者による客観的な評価 

   ・他社差別化、ソリューション営業への変革 

弊社ＨＰからダ
ウンロードでき
ます 
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株式会社クマヒラ様カタログ 
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格付け・第三者証明取得の効果 

◆格付けで情報セキュリティの強度をアピールできる。 
 

  ・データセンター、コールセンターなど、 

   重要な情報拠点を選ぶうえでの決定要因 

     となる。 
 

  ・商談獲得に貢献するなど、 

   お客様の価値創造をサポートする。 

     (例えば、お客様からの個別の質問に対し、 

   第三者証明書を用いて迅速に回答できる） 
 

 

◆格付け・第三者証明で自社のリスクマネジメント体制の点検できる。 

  ・情報セキュリティレベルの客観的な指標、セキュリティ向上の投資効果測定が可能。 
    

  ・委託先の監査・モニタリングとして活用。 
 

◆セールスツールとして活用できる。 

  ・取得内容を弊社ホームページに掲載し、アピールします。 

  ・日経ＢＰ社（ＢＰｎｅｔ Ｍａｉｌ、ＩＴｐｒｏ Ｎｅｗｓ、ＩＴｐｒｏ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）のメールマガジン発信。 

    約６０万件の配信により、取得企業を弊社がアピールします。 

  ・取得企業のトップインタビューを弊社ホームページに掲載します。 

三谷産業株式会社様セミナー資料 

決め手となったポイント(複数回答)

42%

14%

14%

10%

3%

15%

2%

・60Hzの安定した電力供給 

・津波リスク少 ・自家発燃料の自前調達 

・変電所２系統受電 

・AAAisの安心感 

免震構造 

サービスメニューの品揃え 価格 
 

・低価格 

・柔軟性のある 

  メニュー体系 

地域性 

電源 

格付 

その他 
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情報発信 

◆ＩＴ格付通信◆とは 
情報セキュリティ格付け結果の公表、第三者証明結果の公表による企業のアピールと 

弊社サービスのプロモーションを目的とし、◆IT格付通信◆として発信しています。 

■２０１４年７月１１日配信（ Bpnet Mail） 、 ７月１５日配信（ ITpro  News ）、 ７月１７日配信（ITpro Security）  
    ----PR----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ◆IT格付通信 021◆詳細 http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=114920 (I.S.Rating) 

    ■クマヒラグループ（株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所）は、ＧＧシリーズ ■ 

    ■『２０年セキュリティのお約束』の正当性・適当性について第三者証明書を取得■ 

    お客様のコーポレート・セキュリティ実現のための『２０年セキュリティのお約束』 
    を企業方針として発表。株式会社クマヒラ専務取締役中山英敏様インタビュー実施 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■２０１４年９月１０日配信（ Bpnet Mail） 、 ９月１６日配信（ ITpro  News ）、 ９月１８日配信（ITpro Security）  
          ----PR------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ◆IT格付通信 022◆ 詳細 http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=122629 (I.S.Rating) 

         ＮＲＩセキュアテクノロジーズ様クリプト便、情報セキュリティ最高格付け取得維持 

         ☆  クリプト便は、企業間ファイル転送ＡＳＰ市場で国内シェアＮＯ．１の実績！   ☆ 

         ☆「セキュリティ」と［使いやすさ」を両立したセキュアなファイル転送サービス     ☆ 

         ☆  情報セキュリティ最高格付け【ＡＡＡｉｓ】を３年連続維持！                             ☆ 

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■２０１４年１１月１２日配信（ Bpnet Mail） 、 １１月１８日配信（ ITpro  News ）、 １１月２０日配信（ITpro Security）  
         ----PR--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ◆IT格付通信 024◆詳細 http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=207704 (I.S.Rating) 

         ☆富士通ＦＩＰ様  『九州データセンター、情報セキュリティ格付【ＡＡ＋】』維持 

         九州で唯一、５年連続で高格付維持！高度な運用ノウハウに基づいたサービスを提供 

         ☆三谷産業様  『ＩＴサービス継続対策及びファシリティスタンダード状況』と『ク 

         ラウドサービス提供における情報セキュリティ管理状況』の【第三者証明書】を取得 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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トップインタビューの実施 

「情報セキュリティ格付サービス」ご利用のお客様に、格付け取得後、トップインタ
ビューを実施し、弊社ホームページ（ＰＤＦ資料としてダウンロード可能）に記載し 

ます。合わせて、日経ＢＰ社のメールマガジンの配信も実施します。 

 
■２０１４年７月１１日配信（ Bpnet Mail） 、 ７月１５日配信（ ITpro  News ）、 ７月１７日配信（ITpro Security）  

    ----PR-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ◆IT格付通信 021◆詳細 http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=114920 (I.S.Rating) 

    ■クマヒラグループ（株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所）は、ＧＧシリーズ  ■ 

    ■『２０年セキュリティのお約束』の正当性・適当性について第三者証明書を取得■ 

    お客様のコーポレート・セキュリティ実現のための『２０年セキュリティのお約束』 
    を企業方針として発表。株式会社クマヒラ専務取締役中山英敏様インタビュー実施 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   第三者証明書取得の狙い、目的、 

       効果などを弊社がインタビュー実施して、 

       「トップインタビュー」として編集します。 
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株式会社アイ・エス・レーティング   
TEL： 03-3273-8830   
E-mail： ISR@israting.com http://www.israting.com/ 

お問合せ先 

なお、当資料に記載の内容は予告なく変更することが御座いますので、予めご了承願います。 

• 格付け 

• ｸﾗｲﾃﾘｱ改善 

• 格付委員会 

• 格付け制度研究会 

• ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ評価 

• 顧客開拓 

• イベント企画/運営 

• 事業戦略 

• 広報/管理 

企画 
マーケティ
ング 

格付審査 調査研究 

「格付・第三者証明」で確かめ合う、情報の安心・安全」 

mailto:ISR@israting.com

