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範囲
デロイト安進会計法人（以下、「サービス監査人」または「私ども」）は、ワークスモバイル株式会社（以下、「サービス
組織」または「会社」）のサービス環境（以下、「システム」）に対する統制が米国公認会計士協会が制定した 2017
Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality and Privacy
（AICPA, Trust Services Criteria）の TSP Section 100 で提示されたセキュリティ、可用性、処理のインテグリテ
ィ、機密保持、個人情報保護の基準に関する Trust サービスの準拠基準（以下、「該当 Trust サービス準拠基準」）
により会社のサービス責任とシステム要求事項を達成したという合理的な確信を提供するために 2019 年 1 月 1 日
から 2019 年 12 月 31 日までの間に効果的に運営されたという添付「Section II: 経営者の主張」（以下、「経営者
の主張」）を監査しました。

サービス組織の責任
会社はサービス責任とシステム要求事項、そしてこれらが達成されたという合理的な確信を提供するために、システ
ム内に統制を効果的に設計および実装し運営する責任があります。また、会社はシステム内に統制の効果性につい
て添付 Section II で経営者の主張を提示しました。経営者の主張を作成するに際し、会社は該当 Trust サービス準
拠基準を選定し、これを経営者の主張に表示する責任があり、システム内の統制効果を評価して経営者の主張に対
する合理的な根拠を確保する責任があります。

サービス監査人の責任
私どもの責任は、私どもが実施した評価に基づいて会社のサービス責任とシステム要求事項が該当 Trust サービス
準拠基準によって達成されたという合理的な確信を提供するためにシステム内に統制が報告期間の間に効果的に運
営されたという経営者の主張に対して意見を表明することです。私どもは米国公認会計士協会が制定した認証業務
基準（AICPA attestation standards）に従って業務を実施しました。この基準は、経営者の主張が重要性の観点
から公正に表示されたかに対して合理的な確信を得られるように業務手続を計画し、実施することを求めています。
私どもは、私どもが入手した証拠が私どもの意見のための根拠として十分であり、適合していると確信します。
私どもが実施した監査業務には以下の手続が含まれています。
·

会社のシステム、サービス責任とシステム要求事項の理解

·

統制が効果的でないことにより、該当 Trust サービス準拠基準により会社のサービス責任とシステム要求
事項が達成されないリスクの評価

·

該当 Trust サービス準拠基準に従って会社のサービス責任とシステム要求事項が達成されるようにシステ
ム内の統制が効果的であったかに対する証拠を入手するための手続の実施

私どもは状況によって必要であると認められるその他の手続も実施しました。
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固有の限界
全ての内部統制体系は人的ミス、統制を迂回する可能性などによりその効果性が悪化する可能性のある固有の限界
を有しています。このような特性により統制が該当 Trust サービス準拠基準によって会社のサービス責任とシステム
要求事項が達成されたという合理的な確信を提供するように常に効果的に運営されない可能性があります。また、統
制の効果性に対する現在の評価を未来の期間に延長することは、環境の変化によりサービス組織の統制が効果的
でなくなったり、ポリシーまたは手続を遵守する程度が低下するリスクを伴います。

意見
私どもの意見としては、LINE WORKS サービス環境内の統制が該当 Trust サービス準拠基準により会社のサービ
ス責任とシステム要求事項が達成されたという合理的な確信を提供できるように 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12
月 31 日の期間の間に効果的に運営されたという経営者の主張は重要性の観点で公正に提示されています。

2020年4月10日
大韓民国、ソウル
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Section II: 経営者の主張
ワークスモバイル株式会社の経営者の主張
私ども（以下、「ワークスモバイル」または「会社」）はLINE WORKSサービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグ
リティ、機密保持、個人情報保護基準に関するサービス責任とシステム要求事項を達成したという合理的な確信を提
供するために2019年1月1日から2019年12月31日までの期間に対してシステム内の統制を効果的に設計、実装、
運営及び維持する責任があります。私どもは私どもの主張が扱うシステムの範囲に対して、「Section III: LINE
WORKSシステムの範囲に対する記述書」（以下、記述書）に表示しました。
ワークスモバイルは米国公認会計士協会が制定した 2017 Trust Services Criteria for Security, Availability,
Processing Integrity, Confidentiality and Privacy （AICPA, Trust Services Criteria）ので提示したセキュ
リティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、個人情報保護に関する Trust サービス準拠基準（以下、「該当
Trust サービス準拠基準」に従って、ワークスモバイルのサービス責任とシステム要求事項が達成されたという合理
的な確信を提供するために 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までの間のシステム内の統制の効果性を
評価しました。該当 Trust サービス準拠基準を適用するためのシステムの目的は、該当 Trust サービス準拠基準に
関するサービス責任とシステム要求事項に反映されており、該当 Trust サービス準拠基準に関する主要なサービス
責任とシステム要求事項は Section IV に記述されています。
全ての内部統制体系は人的ミスと統制を迂回する可能性などを含めて、効果性に対する本質的な限界（以下、「固有
限界」）を持っています。このような固有限界により、サービス組織はサービス責任とシステム要求事項が達成された
という絶対的な確信ではなく、合理的な確信を達成できます。
私どもはワークスモバイルのサービス責任とシステム要求事項が該当 Trust サービス準拠基準に従って達成された
という合理的な確信を提供できるようにシステム内の統制が 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までの期
間の間に効果的であったと主張します。
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Section III: LINE WORKSシステム範囲に対する
記述書
1. 概要
会社の紹介
ワークスモバイル株式会社（以下、「ワークスモバイル」または「会社」）は 2011 年にリリースした NAVER メールの個
人ドメインサービスを基盤として、2012 年の「NAVER ワークス」というサービス名で「LINE WORKS」サービスの提
供を開始しました。会社は 2015 年 4 月にグローバル企業型サービス市場へ本格的に進出するために NAVER から
分社し、日本市場への進出のために 2015 年 6 月に日本オフィス（WORKS MOBILE Japan Corp）を設立しまし
た。
会社は、企業型メッセンジャー、音声/ビデオ通話、メール、Drive、カレンダー、ホーム（掲示板）、アンケート、アドレス
帳、モニタリングなど多様な機能で構成された企業型協業およびコミュニケーションサービスである LINE WORKS を
主要サービスとして提供しています。企業や団体はクラウド（Cloud）環境で提供される会社の多様なサービスを通じ
て Smart Office を実現することができます。LINE WORKS サービスは、PC、スマートフォン、タブレットなど多様な
デバイスを通じてアクセスおよび利用が可能であり、企業内役職員の協業およびコミュニケーションサービス以外にも、
企業内管理者のためのメンバー管理、セキュリティ設定、サービス統計、監査、メール送受信モニタリングなどの管理
者機能を提供しています。

サービス
会社のサービスは顧客の便利なサービス利用のため、PC ウェブ、モバイルを通じて提供されます。このようなサービ
スを提供するために多様な IT システムとセキュリティ機器、そして自社開発したサービス管理システムを使用してい
ます。本システム記述書に含まれるサービスは以下の通りです。
·

LINE WORKS – 企業型メッセンジャー、メール、Drive、カレンダー、アドレス帳など、多様な機能で構成さ
れた企業内役職員の協業およびコミュニケーションサービス以外にも、企業内管理者のためのメンバー管
理、セキュリティ設定、サービス統計、監査、メール送受信モニタリングなどの管理者機能を提供します。

サービス利用者は、会社のサービスを安全で正しく利用するために、サービス利用規約の「お客様の義務」を遵守し
なければなりません。また、サービス利用者は本人のデータを保護するためにパスワードを定期的に変更して他人に
公開しないなど、一般的にサービス利用者本人が個人情報保護のために実施すべき活動を認識し、履行しなければ
なりません。

報告書の適用範囲
本報告書の範囲は LINE WORKS に限られており、その他のサービスに対する内容は含まれません。
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2. サービスの構成要素
会社はサービスを提供するため、インフラストラクチャー、ソフトウェア、データとこれを運営するための手続および人
員で構成されています。

インフラストラクチャー
会社は、サービスを提供するためにサーバー、ネットワーク、セキュリティシステムなどのインフラを構築して
運営しており、各インフラは独立したデータ網で構成されています。インフラに対するアクセス統制手続を樹
立して非認可者による論理的/物理的なアクセスを遮断しており、異常行為のログを記録して周期的にモニ
タリングしています。
インフラで発生可能な脆弱性を持続的に探知、補完するために自動化した脆弱性の点検ツールを運営し、
発見された脆弱性に対する改善措置を実施しています。インフラが位置しているデータセンターは火災、地
震、洪水などの災害から保護するための火災感知器、消火設備、UPS、恒温恒湿器、漏水探知器などの保
護設備を運営しています。

ソフトウェア
会社はサービスを提供するためにサービス別の担当部署でアプリケーションを開発・運営しており、利用者
に提供されるサービスの品質向上、障害および性能改善などの事由でアプリケーションの追加開発または
高度化が必要な場合、サービスの企画部署と開発部署間の協議を通じてセキュリティ要求事項を定義し、
定義された内容はイントラネットを通じて利害関係者に共有しています。
アプリケーションの変更事項は責任者により事前承認され、変更後に発生可能な障害を最小化するために
QA（Quality Assurance）組織によって検討され、自動化したシステムを通じて本番環境に適用されます。
利用者の個人情報処理に関する重大な変更が含まれる場合、個人情報影響評価を実施してその影響度を
検討し、改善措置を実施しています。

人員
該当サービスの安定的な提供のために、会社は情報保護および個人情報保護の担当者、サービス企画者、
開発者、インフラ運営者、CS（Customer Satisfaction）担当者などを指定して運営しており、各人員の情
報保護に対する認識向上のために毎年、情報保護および個人情報保護教育を実施しています。
新規入社者および退職者の発生時には適宜情報保護誓約書を作成・提出するようにして機密保持義務に
対する遵守事項を伝達しており、全体役職員は毎年、情報保護誓約書を作成・提出しています。

データ
利用者の個人情報を含む重要データは電子金融取引法、情報通信網法、個人情報保護法などの関連法令
とサービスの利用規約および会社の情報保護規程で提示している基準によって保護しており、関連業務担
当者のみによって処理されるように管理しています。
重要データの保護のためにアクセス統制、暗号化、ログ記録などの技術的保護措置を適用しています。

手続
会社はセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、個人情報保護原則を遵守するためにポリシ
ー、指針、ガイドラインなどの情報保護規程を設けており、各規程は関連法令の要求事項の変化によって周
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期的にモニタリングし、改定され、改定時に責任者の承認を得た後、イントラネットを通じて全体役職員に公
表しています。
利用者の個人情報および個人情報保護のための関連規程は利用者がいつでも確認できるようにホームペ
ージのプライバシーポリシーなどを通じて公開しています。
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Section IV: 主要サービス責任とシステム要求事項
会社は利用者に LINE WORKS サービスの利用に対する責任を約束し、システム要求事項を確立しました。これらの
責任のうち一部はサービスの遂行および該当 Trust サービス準拠基準と関連があります。会社はサービス責任とシ
ステム要求事項、そしてこれらの事項が達成されたという合理的な確信を提供するためにシステム内に統制を適切に
設計および実装し、効果的に運営する責任があります。
顧客に約束するサービス責任は利用規約、プライバシーポリシー、青少年保護ポリシー、迷惑メール対策、検索結果
の収集に対するポリシー等に文書化してカスタマーセンターを通じて顧客と共有し、これと共にオンラインでサービス
に対する説明を提供しています。会社のサービス責任には以下の内容が含まれており、これに限定されるものではあ
りません。:
·

セキュリティ: 会社は暗号化、利用者認証、アクセス制御、物理的セキュリティなどの統制を通じて、顧客の
データを認可されないアクセスおよび使用から安全に保護し、認可された利用者による誤用・濫用の防止お
よび周期的なモニタリングを実施する責任があります。

·

可用性: 会社は性能に対するモニタリング、周期的なデータのバックアップおよび復旧などの統制を通じて
サービスを中断なく持続的に提供する責任があります。

·

処理のインテグリティ: 会社は安全なシステムの開発環境および本番環境の構築、本番環境の移管時に責
任者の承認などを通じて顧客の情報を安全、正確、かつ適時に処理する責任があります。

·

機密保持: 会社は重要な利用者情報の伝送および保存時の暗号化を含むセキュリティ統制を通じて顧客情
報の機密を保護する責任があります。

·

個人情報保護: 会社は関連法令および会社のプライバシーポリシーによる個人情報の収集、保存、利用、
提供、委託および破棄手続を通じて顧客の個人情報を保護し、個人情報の漏洩および誤用・濫用を防ぐこ
とにより、顧客のプライバシーを保護する責任があります。

会社はサービス責任、関連法規およびシステム要求事項を達成するために運営要求事項を定義しています。このよう
な要求事項は会社のポリシーおよび手続、システムの設計文書に明示しており、ホームページを通じて顧客に伝達さ
れます。
会社の情報保護ポリシーは全社を対象にシステムとデータがどのように保護されるべきであるかについて定義してお
り、これにはサービスの設計および開発、システムの運営、内部業務システムの管理、ネットワーク管理および役職
員の入社と教育に対するポリシーが含まれます。これと共に LINE WORKS サービスに関するシステムの運営、また
は開発において必要な手動および自動化した細部手続の遂行方法を標準運営手続に明示しています。
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