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図1-1：スイスチーズ図1-1：スイスチーズ
 

1 はじめに 

情報セキュリティの世界では、セキュリティ製品に欠

陥が多いと「まるでスイスチーズ
．．．．．．

のように穴だらけだね」

(図 1-1 参照)、と昔から言われている。このような言い回

しと、たまたまリーズンの「スイスチーズ・モデル
．．．．．．．．．．

(SCM)」

を利用した組織事故論1に出会ったことが、本小研究の実

施へと導いた。さらに、事故防止の観点からは、組織事

故論における多層構造の防護層と情報セキュリティにお

ける多層防衛戦略の考え方は全く一致している。両者と

も、事故の防止・抑止及び軽減を複数の防衛層(管理策)

で構築している。また、情報セキュリティマネジメント

システム(ISMS)の構築は、組織の経営陣を巻き込んだものであり、各々の管理策は組

織が決定したもの、つまり組織事故論における「組織要因」にも合致する。 

このようなことから、情報セキュリティ・インシデント(事件及び事故)においても、

そのインシデントの根源を明らかにした再発防止策を検討するに当たって、リーズンが

提唱するスイスチーズ・モデルが適用できるのではないかと考えた次第である。 

本研究では、様々な視点から両者を比較検討し、SCM の ISMS への適用可能性を明

らかにした。 

 

2 スイスチーズ・モデル 

 

2.1 スイスチーズ・モデルによる組織事故論 

ここでは、ジェームズ・リーズンのスイスチーズ・モデル(SCM)による組織事故論の

概要、及び JR 西日本脱線事故の組織事故に係る SCM 適用例を紹介する。 

 

2.1.1 組織事故論の概要 

英国のマンチェスター大学心理学部教授ジェームス・リーズン(James Reason)が提

唱する組織事故(Organizational Accident)は、「危険要因(hazards)、防護(defenses)及

び損害(losses)の 3 つの基本的要素から構成される」という大前提に立脚している。今

日のような複雑かつ組織的な活動が常識化されている社会においては、「事故の原因を

個人に限定することはできず、その原因は組織にある」というのがリーズンの基本的な

考え方である。 

危険要因とは、組織に潜在する危険を引き起こす要因、つまりリスクであり、組織が

活動する限り何らかのリスクが伴うのは当然のことである。このリスクが顕在化し、組

織に危害が及ぶのを抑制・防止・軽減するという役割を果たすのが防護である。この防

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 関連文書(1)及び(2)。 
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護の特長は、様々な防壁、防衛策、安全策又は管理策からなる階層構造(防護層)となっ

ていることである。リーズンは、この防護層が複数のスライスしたスイスチーズとして

表わすことができるとしている。そして、組織における損害の発生は、従業員による操

作ミスやルール違反などの人間の不安全行為又は潜在的要因により開けられた又は押

し広げられたチーズ(防護層)の穴を、まるで危険要因から発せられた光線が次から次へ

と貫いた結果であるとしている(図 2-1 参照)。人間の不安全行為を引き起こすのは職場

要因であり、その職場要因を引き起こすのが組織としての決定事項である組織要因であ

るとしている。 

したがって、事故調査は、事

故の源泉となる組織要因を追究

するため、人間の不安全行為か

ら出発し職場要因を経由し、組

織要因に向かって調査していく

ことになる。このような調査分

析の手法は、事故の根本的な原

因を明らかにするものであるこ

とから、適切な是正処置を講ず

ることにより、同様な要因によ

る組織事故の再発を抑制できる

ことになる。 

ところで、ISMS の世界にお

いても、リスク管理のアウトプ

ットである効果的な管理策を多

層的に設定する多層防衛戦略が

インシデント対策として奨励されており、概念的にはリーズンの防護層に同義である。

すなわち、組織事故及び情報セキュリティインシデントの両者とも、その発生防止・抑

止・軽減のための防護層又は多層防衛という観点から、その考え方は全く一致している

ことになる。情報セキュリティインシデントの発生原因を単にハッカーの侵入やユーザ

ーのミスなどの人為的原因として終わらせず、組織的な観点からインシデントの再発防

止を検討するなら、リーズンの SCM の考え方が適用できるかもしれない。 

本研究は、このような両者の類似点に着目し、リーズンの SCM を ISMS のインシデ

ント調査に応用することを試みたものである。 

 

2.1.2 スイスチーズと防護機能 

スイスチーズとは、より正確にはスイスのエメンタール地方原産のチーズをいう。こ

のチーズは、製法の過程で加えられたプロンピオン酸菌による炭酸ガスの発生が気泡と
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なって固まり、スライスすると、図 1-1 に示すように穴が開いたチーズ片が現れる。 

リーズンは、組織が設定した各防護層をこのチーズ片に例えている。各防護層は、そ

れぞれが安全を確保するための何らかの防護機能を備えており、ハード面又はソフト面

のいずれかで構築されている。ハード面の例としては、物理的バリア、警報、かぎ管理、

構造強度を考慮した設計などがある。また、ソフトウェア面の例としては、法律、規則、

手順書、管理業務、資格認定、監督、最前線のオペレータなどがある。 

各防護層の

機能が完璧で

あれば、欠陥、

つまり穴はな

いことになる。

しかしながら、

完全無欠な防

護機能を求め

ること自体が

技術的にもコ

スト的にも困

難であること

から、何らかの

要因による穴

の発生、顕在化、拡大化は避けられない。多層防衛とは、これらの防護機能を多層的に

配置し、ある層での機能上の不備・欠落を次の層でカバーすることにより、安全を確保

しようするのである。これにより、費用対効果の高い防護層を構築することができる。

しかしながら、それでも事故は発生する。それは、図 2-2 に示すように、あたかも階層

化されたチーズ片の穴が次から次へと光で貫かれた状態を意味することになる。つまり、

ある防護機能の欠陥を補うべく別の防護機能があるが、それでも対応できず、これら機

能上の欠陥(穴)が、たまたま一直線上に並んで、事故が発生してしまった、というわけ

である。 

 

2.1.3 穴の要因 

各防護機能には必ず穴がある。要は、設計時点で穴を発見できなかったか、穴が小さ

いので組織としは受け入れ可能な残留リスクとしたか、穴がリスクの顕在化に結びつい

たとしても他の防護機能によりカバーできると思ったか、又は何らかの要因で新たな穴

として出現したかなど、穴の存在要因は既知や未知のものを含め様々である。さらに、

これらの穴は固定的・静的なものでなく、その位置・大きさが動的なものであると言わ

れている。設計当初から穴を見つけ、他の防護機能によるカバーの程度を正確に把握す
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ることは困難である。そんなことができるくらいなら、完璧な防護機能を備えた対策を

講ずることができるはずである。できないから、多層防衛による安全対策を講じている

のである。さらに防護層の数が多いほど、図 2-2 からも明らかなように、各防護機能の

欠陥の穴が一直線上に並ぶ確率は極めて低くなることから、いずれかの防護機能が作用

して安全を確保できるはずである。一般的に、多層防衛は、完全な防護策を求めること

に比べ、費用対効果のある防護策となり得るものである。 

しかしながら、このような多層防衛を構築したにもかかわらず事故は発生する、とい

うのが現実である。それは、穴を発生、拡大、顕在化させる何らかの潜在的要因が、組

織及び職場にあるからである。これらの要因を「病原体」とリーズンは呼んでいる。病

原体であるから、発病するまでは分からないことになる。この病原体は組織内に潜み、

あるとき個人の不安全行為が引き金となって、又は組織要因や職場要員が直接に作用し、

チーズ片の穴を拡大又は顕在化することにより、結果としてそれらが一列に並んでしま

うと、発症という事故をもたらすのである(図 2-1 及び図 2-2 参照)。ところで、多層防

衛には、この病原体を隠蔽してしまうという特徴もある。ある防護機能が作用してリス

クの顕在化を阻止してしまうからだ。組織は、事故がなければこの病原体を突き止める

ことはしない。したがって、病原体について組織も個人もこのような隠蔽的特徴からは

明らかにすることが困難となる。このようなことから、システムの設計者や組織の管理

者は、事故の原因を従業員個人の不安全行為によるものであると考えてしまい、システ

ムの本質的な弱さを見過ごすことになる、とリーズンは述べている。 

したがって、事故調査を行う場合は、この多層防衛がなぜ突破されたかを明らかにし

なければならない。各防衛層を直接的に破壊するのは、エラーや違反などの人の不安全

行為である。この不安全行為を誘引するのが職場要因であり、職場要因を誘引するのが

組織要因である。これら両要因を潜在的要因と呼んでいる。職場要因は、職場における

訓練不足、マンアワー不足、貧弱なツール、不適切な手順書などであり、これらが従業

員の不安全行為と結びついて、それぞれの防衛層の穴となるのである。そして、組織要

因は、訓練、人員配置、工具や装備の整備と品質、手順書などであり、これらが職場要

因を引き出すのである。また、図 2-1 に示したように、職場要因又は組織要因が直接に

防護機能を破壊する場合もある。例えば、組織が決定した誤った操作手順書を順守して

しまった結果などである。 

 

2.1.4 スイスチーズ・モデルを利用した具体例 

「JR 西日本脱線事故の「組織事故」的考察」2は、リーズンが提唱する「組織事故」

論を用いて、脱線事故の原因を探ったものである。その中で、図 2-3 の「JR 西日本脱

線事故のスイスチーズ・モデル」を示している。詳しくは、同論文を見ていただくとし

て、ここでは簡単に紹介する。組織要因としているのが「私鉄との競争という厳しい経

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2 関連文書(3) 
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営環境の中で、経済性と安全のバランスの失敗をもたらした経営判断」である。この結

果が様々な局所的要因(職場要因)を引き起こしている。運転計画は過密ダイヤとタイム

プレッシャーという職場要因をもたらし、そのため安全運転が順守されず、裏業回復運

転や速度超過などの不安全行為を引き起こした。また、十分な予算がないとの経営判断

から、新型自動列車停止装置(ATS-P)への置換作業の完成遅延、さらには、経済性や効

率優先の車体の軽量・重心高構造・強度不足という職場要因をもたらし、これらが制限

速度 70km/h の曲線区間を 111km/h で進入するという速度超過の不安全行為と重なっ

て、大事故に至ったことを示している。 

そして、「この事故を起こした要因は、深く組織運営、経営上の問題と絡んでいる。

経営者や監督の立場にあるものは、めったに起こらないことに金をかけるなどもっての

ほか、という意見を持ちがちなものである。それは、経営は日々その成果が見えるが、

安全であることは日常はっきりとは意識に上らず、失って始めて安全であることの重要

性と価値の大きさに気がつきがちであるためである。(中略) したがって、短期的な経営

効率だけを考えるのではなく、長期的な視点から、安全性を常に考え安全余裕をもたら

す経営態度が必要とされよう」と結んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3：JR西日本脱線事故のスイスチーズ・モデル図2-3：JR西日本脱線事故のスイスチーズ・モデル
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2.2 スイスチーズ・モデルにおける潜在的要因及び防護機能 

組織に損害をもたらす恐れがある従業員のエラーや違反などの不安全行為の要因と

なるのが、組織としての潜在的要因である。この潜在的要因は、組織としての決定事項

としての組織要因及び組織要因に基づく職場要因から構成される。そして、このような

潜在的要因及び不安全行為による損害発生を防護する役割が防護機能である。 

以下に、具体例を示して、組織要因、職場要因及び防護機能について説明する。 

 

2.2.1 組織要因 

組織要因とは、組織としての決定事項にその根源を置き、その結果として職場要因を

引き出すか、又は直接に防護層を突破することになる潜在的要因をいう。 

関連文書((1)及び(2))には組織要因が例示されているが、普遍性があるものや組織に特

有のものなど様々である。下記に示すのは、これら関連文書を参考として、概ね普遍性

があると思われる組織要因を列挙したものである。 

 

1. 経営方針：運営方針、予算配分、長中期計画 

2. 組織構造：チーム編成、交替制、上下左右の関連組織 

3. 人事：配置、人員管理、教育や管理の体制 

4. 監督・管理者：統率、管理、指導 

5. 設備：設計、工学的制御装置、システム、ヒューマン・マシン・インタフェース、

自動化レベル、工具、建物 

6. 安全対策：責任組織、組織の責任事項、生産と防護の均衡性 

7. 安全文化：行動規範、組織要員の信念・態度・価値観、組織が所有/施行している

具体的な内部構造・慣習・管理・施策 

8. コミュニケーション：コミュニケーション・チャネル、情報の伝達 

9. 教育訓練：訓練に対する考え、訓練部門、訓練プログラム(スキル、訓練方法、

予算) 

10. 保守管理：建物や設備の保守のための体制、規則、手順 

11. 事故管理：事象/事故報告、是正処置、罰則規定 

12. 緊急対応態勢：緊急時の資源、手順 

 

2.2.2 職場要因 

職場要因とは、従業員によるエラーや違反行為などの不安全行為の発生を助長させる

潜在的要因をいう。職場要因は、従業員とシステムの接点において、従業員の極自然な

人間の性行と結びついて不安全行為を発生させる。この職場要因の発生要因となるのが

前述の組織要因である。つまり、個々の具体的な組織要因の不適切、不十分さや不備・

欠落などから引き出される時間的圧力、資源不足、スキル不足、経験不足、士気の低下、
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悪環境、安全文化の未熟、コミュニケーション不足、監督・管理・指導の怠慢などが、

職場要因となるのである。 

関連文書(1)及び(2)に記述されている具体的な職場要因の例は次のとおりである。こ

れらを見ると、すべてが上流の組織要因の不適切性、不十分性などに起因するものであ

ることが分かる。例示の大部分は組織に普遍的と思われるが、組織による組織要因の違

いもあることから、実際にはこの他にも組織固有の職場要因があるはずである。 

 

1. 貧弱な作業職場設計 

2. 不適切な自動化 

3. 不適切な道具と装置 

4. 実行不可能な手順書 

5. 効果的な監督の欠如 

6. 高い作業負荷や疲労 

7. タイムプレッシャー 

8. 不十分な訓練と経験 

9. 非協調的雰囲気 

10. 不適当な交替制パターン 

11. 貧弱な作業計画 

12. 人員配置の不足 

13. 危険認識のなさ 

14. 不適切な個人保護具 

15. レベルが低いチームワーク 

16. 指導力欠如 

 

2.2.3 防護機能 

防護機能とは、組織活動に係る潜在的な危険性が顕在化し大事故に至るのを防止する

ために設けられたシステム機能をいう。普遍的な防護機能として、リーズンは関連文書

(1)において次を示しているが、その実現方法は組織及び組織の潜在的な危険の度合に

より様々である。 

1. 局所的に存在する潜在的な危険(local hazards)を認識させ、理解させること。 

2. 安全に活動するための明確なガイダンスを示すこと。 

3. 危険が差し迫った時に警報と警告を与えること。 

4. 異常時に、システムを安全な状態へ復帰させること。 

5. 潜在的な危険とそれによって生じるかもしれない損害との間に安全バリアを設

けること。 

6. このバリアからすり抜ける潜在的な危険を封じ込め、取り除くこと。 
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7. 潜在的な危険の封じ込めに失敗した場合の避難と救助の方法を明らかにするこ

と。 

 

これらの防護機能の特徴は、多層防衛の考え方に従って並んでいることである。すな

わち、各機能は階層的に設定され前の機能の欠陥を次の機能が補うようになっている。 

 

また、リーズンは、具体的な防護機能として、次を例示している。 

1. ハード的防護機能：工学的安全装置(設備)、物理的バリア、警報、インターロッ

ク、かぎ管理、保護具、非破壊検査、構造強度を考慮した設計(航空機のエンジ

ンパイロンのヒューズピン、システムデザインの改良など) 

2. ソフト的防護機能：法律、規制、規則と手順書、訓練、連絡、管理業務(作業許

可システムや当直引き継ぎ)、免許付与、資格認定、高度に自動化されたシステ

ムでの監督や最前線のオペレータ 

 

2.3 スイスチーズ・モデルによる事故分析手法 

スイスチーズ・モデル(SCM)による事故分析の大前提は、前述のとおり、事故の発生

源を組織要因としていることである。つまり、すべての事故の原因が組織要因に由来し、

個人だけの責任とするものではないということになる。このような考え方からは、同一

の組織要因に起因する事故の再発を防ぐことができることになる。 

事故の分析アプローチは、次のようなものである。 

① 事故内容の明確化：どのような事故が、何時、何処で、誰によって発生したか。

どの防護層がどのように突破されたのか。 

② 不安全行為の明確化：その防護層を突破した従業員の不安全行為(エラー、違反

行為)を明らかにする。 

③ 職場要因の明確化：その従業員の不安全行為に関連する職場要因を明らかにす

る。 

④ 組織要因の明確化：前記の職場要因をもたらした組織要因を明らかにする。 

 

なお、「2.1.1 組織事故論の概要」に図示したように、職場要因や組織要因から直接

に防護機能を突破する場合もある。例えば、間違った標準や手順などである。 

 

3 情報セキュリティへのスイスチーズ・モデルの適用 

 

3.1 情報セキュリティへのスイスチーズ・モデル適用の検討 

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)3にスイスチーズ・モデル(SCM)が適

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
3 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)：マネジメントシステム全体の中で、事業リスクに対す
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用できるか否かを判断するため、ISMS の組織要因、職場要因及び防護機能への分解の

可否と、それらの SCM との類似性について確認する必要がある。 

 

3.1.1 適用可否の検討に当たっての前提条件 

適用可否の検討に当たって対象とする組織は、ISMS 認証機関からの認証取得又はセ

キュリティ監査制度利用の有無にかかわらず、一応の
．．．

ISMS を構築・維持しているもの

とする。したがって、組織の経営陣も情報セキュリティについての重要性をそれなりに
．．．．．

認識し、ISMS 関連の組織を設け、セキュリティ対策を講じ、情報の保護に努めている

ものとする。 

 

3.1.2 組織要因、職場要因及び防護機能への分解 

以下のサブ項目において、SCM の組織要因、職場要因及び防護機能ごとに、ISMS

との対応付けを行った。 

結論として、SCM と ISMS 間には類似性があり、対応関係が存在することが明らか

となった。したがって、ISMS の要求事項及びそれらに基づく潜在的要因を、SCM と

同様の組織要因、職場要因及び防護機能に分解することは可能である。 

 

3.1.2.1 組織要因への分解 

「2.2 スイスチーズ・モデルにおける潜在的要因及び防護機能」から明らかなように、

組織要因としての条件は、組織の決定事項であるということである。この点に関し

ISMS では、ISMS 組織の構築や具体的な管理策の選定を行った後、経営陣が承認を行

い、組織が決定したセキュリティ・プログラムとして維持されることになっている。つ

まり、セキュリティ基本方針や適用が決定された管理策から構成されるセキュリティ・

プログラムのすべてが、組織の決定事項ということになる。したがって、セキュリティ・

プログラムのすべてが SCM の組織要因に対応できるものと判断される。 

表 3.1 は、概ね普遍性があるものとして「2.2.1 組織要因」に列挙した SCM の組織

要因の各々について、対応すると思われる ISMS の管理策4を示したものである。各管

理策の末尾の括弧書きの数字は JIS Q 27001 の項目番号であり、これらを含む全管理

策と SCM の対応付けについては付録に示してある。 

なお、ISMS 欄に斜体文字で示した事項は、JIS Q 27001 にはない管理策であるが、

組織事故として情報セキュリティ・インシデントを取り扱う際に必要と判断されること

から、追記したものである。 

                                                                                                                                                     
る取組み方に基づいて、情報セキュリティの確立、導入、運用、監視、レビュー、維持及び改善を担う部

分をいう(JIS Q 27001: 2006)。このマネジメントシステムには、組織の構造、方針、計画作成活動、責任、

実践、手順、プロセス及び経営資源が含まれる。 
4 ISMS の管理策：「JIS Q 27001:2006」の「本文」及び「附属書 A(規定)管理目的及び管理策・表 A.1-管

理目的及び管理策」に規定されている管理策をいう。 
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表 3-1：SCM と ISMS の対応関係(組織要因) 

 

SCM ISMS(JIS Q 27001) 

1.  経営方針：運営方針、予算配分、長

中期計画 

経営陣のコミットメント(5.1)、経営資源の

運用管理 (5.2)、セキュリティ基本方針

(A.5)、セキュリティ対策長中期計画 

2.  組織構造：チーム編成、交替制、上

下左右の関連組織 

情報セキュリティのための組織(A.6) 

3.  人事：配置、人員管理、教育や管理

の体制 

 

教育訓練・意識向上及び力量(5.2.2)、情報

セキュリティのための組織(A.6)、人的資源

のセキュリティ(A.8)、セキュリティ担当者

の処遇/キャリアパス 

4.  監督・管理者：統率、管理、指導 

 

ISMS のマネジメントレビュー(7)、ISMS

の改善(8)、情報セキュリティのための組織

(A.6) 

5.  設備：設計、工学的制御装置、シス

テム、ヒューマン・マシン・インタ

フェース、自動化レベル、工具、建

物 

ISMS の確立及び運営管理(4.2)、文書化に

対する要求事項(4.3)、資産の管理(A.7)、通

信及び運用管理 (A.10)、アクセス制御

(A.11)、情報システムの取得・開発及び保守

(A.12) 

6.  安全対策：責任組織、組織の責任事

項、生産と防護の均衡性 

ISMS の確立及び運営管理(4.2)、情報セキ

ュリティのための組織(A.6) 

7.  安全文化：組織要員の信念・態度・

価値観、組織が所有/施行している具

体的な内部構造・慣習・管理・施策 

セキュリティ文化・報告の文化 

8.  コミュニケーション：コミュニケー

ション・チャネル、情報の伝達 

教育訓練・意識向上及び力量(5.2.2) 

9.  教育訓練：訓練に対する考え、訓練

部門、訓練プログラム(スキル、訓練

方法、予算) 

教育訓練・意識向上及び力量(5.2.2)、情報

セキュリティの意識向上・教育及び訓練

(A.8.2.2) 

10.  保守管理：建物や設備の保守のため

の体制、規則、手順 

文書化に対する要求事項(4.3)、情報セキュ

リティのための組織(A.6)、物理的及び環境

的セキュリティ(A.9)、順守(A.15) 

11.  事故管理：事象/事故報告、是正処置、

罰則規定 

ISMS の改善(8)、懲戒手続(A.8.2.3)、情報

セキュリティインシデントの管理(A.13) 

12.  緊急対応態勢：緊急時の資源、手順 事業継続管理(A.14) 
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表3-1に示す対応付けは、SCM適用の可能性を見極めるための大まかなものであり、

厳密なものではない。また、一般的な企業組織における組織事故とセキュリティ・イン

シデントの対比から、当然のことながら、SCM と ISMS は一対一の対応関係になく、

ISMS 欄においては 1～12 の SCM 項目間に重複するものもある。とはいえ、この表は、

SCM と ISMS の両欄の記載事項は共に組織要因であり、かつ、各々の SCM 組織要因

に対応する何らかの ISMS 組織要因があることを示している。また、ISMS においても

組織要因が不適切に運用・管理されれば、SCM と同様に、それが職場要因となること

も明らかである。このようなことから、ISMS にも組織要因が存在することは明らかで

ある。 

以下は、ISMS 欄に斜体文字で示した事項について、その付加理由を説明したもので

ある。 

 

 セキュリティ対策長中期計画：組織における IT 利用の拡充や脅威動向を見据え、

主に技術的セキュリティ対に対する資源の的確な配分を考慮するため、組織として

の長中期計画を策定するものである。IT システム開発のライフサイクルにセキュリ

ティ要求事項として組み入れるべき内容である。 

 セキュリティ担当者の処遇/キャリアパス：一般的に、セキュリティ管理責任者や

担当者のキャリアパスとしての位置付けは、我が国では必ずしも良いとは言えない

現状にある。ある場合には、第一線から外れた、又は定年間近の配置に置かれてい

るのも事実である。セキュリティが組織の知的財産を保護するという重要な位置付

けにあることを認識し、その任に就く従業員に対する処遇やキャリアパスとしての

位置付けを確保することが、今後の IT 社会において求められる傾向にある。このよ

うな処遇が、より積極的かつ効果的な組織の知的財産保護に結びつくと判断される。 

 セキュリティ文化・報告文化：一般的な組織事故においては「安全文化」といわ

れているものであり、セキュリティの場合は「セキュリティ文化」として、その認

知度が普及されつつある。要は、組織全体がセキュリティの重要性について認識し、

それを日々の業務に反映することである。これにより、人的なセキュリティインシ

デントが大幅に削減されるのである。報告文化とは、セキュリティ・インシデント

の発生の恐れや発生を迅速かつ積極的に報告するための環境が整備された状態をい

い、この文化が高いことが様々な脅威に対抗するための組織のセキュリティ対策改

善には不可欠である。 

 

3.1.2.2 職場要因への分解 

職場要因とは、職場における従業員の不安全行為の発生を助長させる潜在的要因であ

り、その発生要因となるのが前述の組織要因である。 
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表 3-2 は、前述の「2.2.2 職場要因」において列挙した普遍性があると思われる職場

要因例の各々について、関連すると思われる JIS Q 27001 の管理策の不十分さ、不適

切さなどを当てはめたものである。ISMS 欄に斜体文字で示した事項は、JIS Q 27001

にはない管理策であるが、組織事故として情報セキュリティ・インシデントを取り扱う

際には必要と判断される職場要因であることから、追記したものである。また、各管理

策の末尾の括弧書きの数字は、JIS Q 27001 の項目番号であり、その全項目については

付録に示してある。 

 

表 3-2：SCM と ISMS の対応関係(職場要因) 

 

SCM ISMS(JIS Q 27001) 

タイムプレッシャー タイムプレッシャー(業務優先、セキュリティの煩わし

さ) 高い作業負荷 

環境 業務最優先(セキュリティ非順守の環境) 

疲労 疲労(不注意や無視によるセキュリティ・インシデント

の発生) 

不適切な工具、装備、部品 

技術的管理策が不適切 不適切な個人保護具 

不細工な自動化 

実行不可能な手順書 文書管理(4.3.2)が不十分 

貧弱な作業現場設計 物理的及び環境的セキュリティ(A.9)が貧弱 

効果的な監督の欠如 ISMS 内部監査(6)、ISMS のマネジメントレビュー(7)、

情報セキュリティのための組織(A.6)及び人的資源のセキ

ュリティ(A.8)が不十分 

人員配置の不足 

情報セキュリティのための組織(A.6)が不適切 レベルが低いチームワー

ク 

指導力が欠如 教育・訓練、意識向上及び力量(5.2.2)、並びに情報セキ

ュリティのための組織(A.6)が不適切 

低い賃金 低い賃金(セキュリティ非順守の恐れ) 

低い社会的地位 低い社会的地位(セキュリティ非順守の恐れ) 

セキュリティ・キャリアパス/処遇 

粗雑な文化 粗雑なセキュリティ文化 

不適当な交替制パターン 教育・訓練、意識向上及び力量(5.2.2)、情報セキュリテ

ィの意識向上・教育及び訓練(A.8.2.2)が不十分 貧弱な作業計画 
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SCM ISMS(JIS Q 27001) 

訓練不足 教育・訓練、意識向上及び力量(5.2.2)、情報セキュリテ

ィの意識向上・教育及び訓練(A.8.2.2)が不十分 士気 

危険認識のなさ 

不便さ 

支援 

非協調的雰囲気 

コミュニケーション不足 

 

表 3-2 の対応付けは、ISMS における SCM 適用の可能性を見極めるための大まかな

ものであり、厳密なものではない。また、一般的な企業組織における組織事故とセキュ

リティ・インシデントの性格から、当然のことながら、SCM と ISMS は一対一の対応

関係になく、ISMS 欄においては SCM 欄の項目間に重複するものもある。とはいえ、

表 3-2 は、SCM と ISMS の両欄の記載事項は共に職場要因であり、かつ、各々の SCM

職場要因に対応する何らかの ISMS 職場要因があることを示している。また、極めて特

徴的なのは、SCM とは異なり、ISMS においてはマネジメントレビューなど、経営陣

も加わった職場要因があることである。さらに、SCM と同様に ISMS においても、表

3.1 に示した組織要因が不適切に運用、管理されれば、それが職場要因となることも明

らかである。このようなことから、ISMS にも職場要因が存在することは明らかである

といえる。 

ただし、ISMS 欄に斜体文字で示した職場要因は、ISMS にはない管理策である。し

かしながら、これらは間接的ではあるが、情報セキュリティの維持に重大な影響を及ぼ

す職場要因であり、情報セキュリティ事故分析上必要であると判断される。 

 

3.1.2.3 防護機能への分解 

SCM における防護機能とは、組織活動に係る潜在的な危険性が顕在化し大事故に至

るのを防止するために設けられたシステム機能をいい、かつ、相互に補う多層防衛の構

造となっていることが特徴的である。このような考え方は、情報セキュリティにおける

多層防衛戦略による管理策の構築要領と全く同じである。多層防衛戦略は、ISMS の

JIS Q 27001 に規定されている技術的、管理的及び運用的管理策を階層的に構築するこ

とにより、費用対効果のあるセキュリティ対策が確保できるとしている。 

SCM と ISMS の対応関係(防護機能)を示す表 3-3 の SCM 欄の記載内容は、前述の

「2.2.3 防護機能」に同一であり、従業員の不安全行為や潜在的組織要因に基づく事故

の発生を防止するための具体的な安全対策事項となっている。一方、これに対応する

JIS Q 27001 の管理策は要求事項であり、実践的かつ具体的なセキュリティ対策事項で

はない。したがって、ISMS 欄には、情報セキュリティの確保を目的とし、管理策をよ
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り具体化したセキュリティ対策事項を記載する必要がある。このようなことから、ISMS

欄には、項目番号を付した JIS Q 27001 の管理策ではなく、該当する管理策の包括的

対策事項又は実践的かつ具体的なセキュリティ対策事項を記載した。 

表 3-3 の対応付けは厳密なものではないが、基本的な対応関係があるものと判断され

る。 

 

表 3-3：SCM と ISMS の対応関係(防護機能) 

 

SCM ISMS 

ハード的防護 

工学的安全施設(設備)  技術的セキュリティ 

物理的バリア 保全施設、入退管理 

警報 侵入検知システム、アラート、インシデ

ント対応 

インターロック 識別管理、認可管理 

かぎ管理 かぎ管理、識別管理 

保護具 ウィルス対策、パッチング 

非破壊検査 ウィルス検査、監査 

構造強度を考慮した設計 リスク管理 

ソフト的防護 

法律 順守 

規則 規制、顧客要求事項 

規則と手順書 セキュリティ規則、手順書 

訓練 意識向上及び訓練 

連絡 インシデント通報 

管理業務(作業許可システム) 識別管理、認可管理 

免許付与 アクセス権限付与 

資格認定 セキュリティ関連資格認定 

自動化システムの監督やオ

ペレータ 

セキュリティ管理者/担当者 

 

3.2 スイスチーズ・モデル適用の妥当性についてのさらなる検討 

情報セキュリティを維持する根本的対策は、PDCA サイクルを効果的に回すというこ

とである。つまり、計画(Plan)、導入・運用(Do)、監視・レビュー(Check)及び維持・

改善(Act)からなる PDCA が効果的に回っていれば、組織の情報セキュリティ確保が効

果的に実施され、事故発生の抑止と未然防止及び発生時の損害の最小限化を期待できる、

ということになる。したがって、敢えて、組織事故論を持ち込まずとも、このような

PDCA サイクルがあれば事足りるのではないか、といった議論も当然のことながら考え
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られる。実際、JIS Q 27001 には、このような目的のための主な管理策として、次のよ

うなものが規定されている(管理策の後の括弧内の番号は、JIS Q 27001:2006 の項目番

号を示す)。 

 

(1) ISMS の確立及び運営管理(リスク管理、管理策の有効性評価、ISMS の監視及び

レビュー)(4.2) 

(2) ISMS の内部監査(6) 

(3) ISMS のマネジメントレビュー(7) 

(4) ISMS の改善(8) 

(5) インシデント対応(A.13) 

(6) 事業継続管理(A.14) 

 

しかしながら、このような管理策があるにもかかわらず情報セキュリティ・インシデ

ントが発生し、組織に大きな損害をもたらす場合があることは、多くの事例から明らか

である。PDCA を効果的に回すためには、組織の決定、すなわち経営陣の積極的な情報

セキュリティ活動への参画と意思決定、及びそれ相当の優先的資源配分が必要であるが、

これら自体が常に円滑に実施されるわけではない。さらに、上記(1)～(6)の規定事項自

体が組織要因であり、かつ、それらの不適切さが職場要因となり、潜在的な事故発生原

因となるものである。したがって、組織のセンシティブ情報の漏えいなどの大きな事故

が発生した場合には、これらの機能についても、組織要因の一つとして事故分析の対照

とする必要がある。 

より端的に言うならば、ISMS 認証を取得していればセキュリティ・インシデントが

起こらないなどというような保証はどこにもない、ということである。ISMS 認証は、

組織が想定した脅威に対して、組織が講ずべき最低限のセキュリティ対策を確立・運営

していることを外部の審査機関が審査し、確認するものであって、インシデントが起こ

らないことを保証するものではないのである。 

インシデントが発生したとすれば、そこには何らかの潜在的要因としての組織要因や

職場要因及びこれらによって誘引される従業員の不安全行為の発生も考えられ、改善が

組織に求められることになる。 

したがって、情報セキュリティ事故分析を行う一手法として、SCM を提案している

本研究内容の妥当性がここにあることとなる。つまり、なぜ PDCA が効果的に回らな

かったかについて、SCM を適用して追究することになるわけである。 

 

4 情報セキュリティへのスイスチーズ・モデル適用の具体例 

ここでは、スイスチーズ・モデル(SCM)を情報セキュリティマネジメントシステム

(ISMS)のおけるインシデント分析に適用した場合の具体例を示すことにより、本研究
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内容の可視化を図ることとする。 

最初に仮想の事例を示し、次に予め構築しておいた防護層はどのようなものであった

か、それらの防護層に穴を開け・拡大した要因は何か、そしてそれらが一直線上に並ん

で事故が発生した概念図を示すとともに、大まかな事故分析を試みることとする。 

 

4.1 事例 

―USBメモリ紛失インシデント― 

インシデントが発生した会社は、創業以来数十年の通信機器販売会社であり、従業員

数 500 名ほどの中堅企業である。顧客のセキュリティに対する要望や、ライバル会社

のセキュリティ対策などの対外的面を考慮の上、3 年前から情報セキュリティマネジメ

ントシステムを構築・維持し、一応の
．．．

対面を整え
．．．．．

ている。 

この会社の従業員 Aが、会社の顧客情報が記憶された私物の USBメモリを紛失した。

ある顧客から、「最近、身に覚えのない複数の会社から先物取引勧誘の電話があった」

ことを理由に、会社に対して個人情報の取扱いについての問い合わせがあった。この状

況を知らされた従業員 A は、USB メモリの紛失を上司に仕方なく告白した。当然のこ

とながら、会社は、業務データの社外持ち出し許可制とその際の会社貸与 USB メモリ

の使用を規則で定めるとともに、全社員に指紋認証機能つき USB メモリを貸与してい

た。従業員 A は、この規則を承知していたが、会社貸与 USB メモリの指紋認証機能の

動作が不安定で、何度も指をこすらねば認証されず、時間がかかっていらいらさせられ

ることも度重なり、これに嫌気がさして、何らのセキュリティ機能もない私有 USB メ

モリを常用していた。他の従業員も会社貸与のメモリに利用上の不満を持っており、多

くの従業員が私有 USB メモリを利用していた。 

なお、会社の社風は営業優先であり、「セキュリティは外向的な姿勢だけ」というよ

うな空気が社内に漂っていた。 

 

4.2 防護層とその突破要因 

表 4-1 は、今回の USB メモリ紛失インシデントに係る主な防護層とその突破要因に

ついて、同社のセキュリティ改善を委託された筆者が、会社の経営陣、情報セキュリテ

ィ管理責任者及び現場の社員にインタビューするなどしてまとめた調査結果である。同

表の「防護層及び主な規定内容」欄には、会社貸与の USB メモリに密接な係わりがあ

ると思われる主な規定とその内容が記載されている。また、「防護層の突破要因とその

区分」欄には、左欄の防護層に穴を開け若しくは穴を拡大する要因を調査結果に基づき

記載するとともに、当該防護層に係る組織要因、職場要因及び不安全行為の区分を示し

ている。 
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表 4-1：防護層とその突破要因 

 

防護層及び主な規定内容 防護層の突破要因とその区分 

セキュリティ文化 （企業文化の一つにセキュ

リティ文化を取り入れる、とい

う発想はない） 

会社がセキュリティ基本方針を掲げ、一応のセキュリティ対策事項

を講じているのは、あくまでも世間体を重んじている現経営陣の判断

であり、対外的考慮を重視した対策に近いものとなっている。会社の

文化は従来から利益追求型の業務優先の文化であり、この中にあって

セキュリティは付けたしであり、優先順位は低いものとなっている。 

この現場社員の意見にセキュリティ文化の芽がうかがえるが、経営

陣や現場の管理者を含め、これを育成する考えを持つ者はなく、また、

セキュリティ文化を醸成するような会社の雰囲気もない。 

組

織

要

因 

セキュリティ基本方

針 

会社としてのセキュリティ

基本方針の履行が確約されて

いる。 

会社としてのセキュリティ基本方針は明言されているが、経営陣の

セキュリティに対する重要性の認識は低く、方針事項とその重要性の

認識の間に大きな差がある。したがって、具体的なセキュリティ対策

事項の履行は、この低い認識に基づく不適切な人的及び予算的資源配

分の影響を受け、様々な面で、セキュリティ上のリスクを大きくする

要因となっている。 

セキュリティ組織 セキュリティの維持・管理の

ための組織が定められ、要員が

配置されている。 

セキュリティ管理責任者を含め、すべてのセキュリティ要員は兼務

配置となっている。 

セキュリティ管理責任者は総務課に属する課長で、セキュリティに

係る報告先は総務部長であり、経営陣に直接ものを言う立場にない。 

会社には、セキュリティ管理責任者及び管理要員に対するスキル・

レベル要求事項はなく、当然のことながら専門的な訓練を受けさせて
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防護層及び主な規定内容 防護層の突破要因とその区分 

もいない。したがって、常にセキュリティ脅威を注視し、自社のリス

クを危ういと考える時間も、知識も、スキルも欠けている。 

セキュリティ管理者責任者の職務は、キャリアパスとしての人事上

の考慮対象外であり、どちらかといえば、昇進レースから外れた者又

は定年間近の社員の配置となっている。現在のセキュリティ管理責責

任者は、総務畑の出身であり、コンピュータ・セキュリティに関する

スキルはほとんどない。 

マネジメントレビュ

ー 

毎年 1 回、役員会の一議題と

して、セキュリティに係る監査

結果やその他必要な事項につ

いて討議する。 

例年、監査結果について総務担当役員から発表があるだけで、その

他のセキュリティに係る議題もなかった。監査結果に特に問題とする

事項の報告も、他の役員からの特にセキュリティに係る質問もなく、

これまで何事もなく終了している。このような結果、マネジメントレ

ビューは、明らかに形骸化されたものとなっている。 

役員の関心事は企業利益であり、コストに見合わない(と思ってい

る)セキュリティへの資源投資はなるべく避けたい、というのが本音の

ようである。 

職

場

要

因 
セキュリティ監査 毎年 1 回、総務担当役員が監

査チームを編成し、会社内のセ

キュリティ監査を実施する。 

監査は毎年 1 回、監査日を予め指定して実施されている。その実態

は、記録文書などの文書審査が主であり、社員へのインタビューなど

の実地監査はほとんど行われていない。これまで、問題は何ら検出さ

れてなかった、としている。 

業務用データの社外持ち出しに関しても、持ち出し記録・許可申請

簿からは、これまで何ら不具合は発見されなかった。 

監査日程は事前に通知されており、被監査準備の時間は十分であっ
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防護層及び主な規定内容 防護層の突破要因とその区分 

た。 

リスク管理の一環としてのリスクアセスメントがここ数年 1度も実

施されていない件について、監査報告には何も触れられていなかっ

た。 

リスク管理 情報セキュリティ管理責任

者が、関連部署の要員からなる

リスク管理チームを編成し、尐

なくとも毎年 1 回は実施する。 

最初のセキュリティマネジメントシステム構築時に実施された以

降 3 年を経過しているが、その間にリスクの見直しは 1 度も実施され

ていない。社員の中には新たなセキュリティ脅威情報を知り、自社の

セキュリティ・リスクを危ぶむ者もいるが、業務優先の雰囲気に圧さ

れ、リスクの見直しを情報セキュリティ管理責任者に求める者はいな

かった。 

今回のインシデント発生は、監査及びリスク管理が適切に実施され

ていれば、防止することができたはずである。 

意識向上及び訓練 入社時及びその後は年 1 回

の意識向上の教育を実施する。 

セキュリティマネジメントシステム構築時に全社員を対象に実施

された以降、実施されていない。新入社員や中途採用社員に対しても、

「規則を読め」と指示しただけで、説明などはまったく実施されてい

なかった。 

会社貸与の USB メモリに対するセキュリティリテラシー教育は実

施されてない。この結果、同メモリ機能の一つであるデータの暗号化

を利用している者が皆無であったのは無論のこと、暗号化機能がある

ことさえ知らなかった者がほとんどであった。 

セキュリティ要員を対象としたスキルの獲得・維持のための訓練に

ついては、何ら定められていない。 
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防護層及び主な規定内容 防護層の突破要因とその区分 

会社貸与 USB メモ

リの利用 

全社員に指紋認証及び暗号

化機能付きの USB メモリを貸

与し、私物メモリの利用を禁止

している。 

指紋認証機能及び暗号化機能付きであるが、その認証や暗号化に手

間取るなどの使い勝手の悪さから、会社貸与 USB メモリの利用が敬

遠され、現場管理者を含むほとんどの社員は私有の USB メモリを利

用していた。この件に関し社内でとがめる者は誰もいず、「言えば、

真面目ですね、と冷笑されるだけ」ということであった。 

会社貸与 USB メモリを利用している者もいるが、指紋認証に代え

て、簡単なパスワード認証を利用しているのが実態である。 

社員 A の私有 USB メモリには、指紋認証機能は無論のこと、暗号

化機能もなかった。 
不

安

全

行

為 

業務用データの社外

持ち出し 

業務上の必要性から業務用

データを社外に持ち出す場合

は、会社貸与 USB メモリに必

要なデータだけを記憶し、持ち

出し記録・許可申請簿に記入の

上、上司の許可を得る。 

上司は、業務に追われ、実際には部下が記入した持ち出し記録・許

可申請簿を終業時又は週末にチェックして押印する、という形式的な

セキュリティ処置状態であった。当然のことながら、申請洩れチェッ

クや持ち出しデータの内容確認は行われていなかった。実際には、当

日の業務に関係のないデータの記憶も日常茶飯事であった。 

年 1 回のセキュリティ監査は、「記録・許可申請簿の文書確認とい

う形式的な監査で終了するのが常である」ということを、社員 A の上

司は十分に承知していた。 

インシデント報告 社員は、インシデントの発生

の恐れ又は発生時には、速やか

に報告することが義務付けら

れている。 

具体的な報告手順や要領も定まっていず、これまで、インシデント

報告を行った者は一人もいない。 

報告を怠ったことやルール違反に対する具体的内容の罰則規定は

ない。単に、「就業規則による」とされているだけである。 

社員 A の、何も起きなければ「事なきを得る」という甘い期待、及
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防護層及び主な規定内容 防護層の突破要因とその区分 

び失態したことの報告に伴う経歴への傷を恐れるという人間的性行

が、職場における業務優先や邪魔者扱いのセキュリティに対する雰囲

気に結びつき、報告を怠ったものである。 
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4.3 インシデント分析 

ここでは、最初に、スイスチーズ・モデル(SCM)による事故分析手法を適用し、損害

を発生させた会社員 A の不安全行為から、すなわち事故要因について下流から、その

行為の発生を助長した職場要因、そして職場要因の発生要因としての組織要因へと分析

を進める。次に、この分析結果に基づき SCM を描き、何が主たる原因となって損害を

発生させたかを明らかにする。そして最後に、この会社の情報セキュリティを確固たる

ものとする推奨事項を述べる。 

 

4.3.1 スイスチーズ・モデルによる事故分析 

SCM の事故分析手法によれば、損害の発生⇒不安全行為⇒職場要因⇒組織要因へと、

下流から上流にさかのぼって分析することになる。 

以下に、この流れに沿って、表 4-1 に基づきそれぞれの助長又は発生要因識別のため

の分析を行う。 

 

4.3.1.1 不安全行為を助長した職場要因 

会社員の不安全行為である「インシデント報告ルール」、「業務用データの社外持ち出

しルール」及び「会社貸与 USB メモリ利用ルール」の違反をもたらした最大かつ直接

の職場要因は、不適切な(というよりもほとんど実施されていない)「意識向上及び訓練」

にある。情報漏えいの脅威となる身近なものは何で、その大きさがどれほどのものか。

顧客個人情報の漏えいが、顧客は無論のこと、会社にどれほどの損害をもたらすか。そ

のようなリスクを低減するための管理策としてのルールの順守が如何に重要であるか

を十分に認識させていなかったのである。特に、今回の情報漏えいに大きな影響を及ぼ

した最大の原因は、「会社貸与 USB メモリ」の利用方法について何らの説明もせず、

マニュアルを渡して利用方法の習得をユーザーに委ねた会社セキュリティ組織の怠慢

にある。ユーザーは、指紋認証に手間取ることに嫌悪感を覚え、私有 USB メモリに戻

ってしまった。暗号化機能があること(利用解説書を読めば分かる、というセキュリテ

ィ管理責任者の判断)は、ほとんどのユーザーが知らなかった。 

 

4.3.1.2 職場要因の発生をもたらした組織要因 

不安全行為発生の最大要因となったのは、職場要因の「意識向上及び訓練」であるが、

この他にも職場要因には「リスク管理」、「セキュリティ監査」及び「マネジメントレビ

ュー」の不適切な実施がある。「リスク管理」が適切に実施されていれば、不安全行為

を回避させる管理策の改定や追加があったはずである。また、「セキュリティ監査」が

実体を伴った効果的なものであったなら、職場に蔓延しているルール違反を検出し、是

正勧告を行うことができたはずである。「マネジメントレビュー」についても、セキュ

リティの重要性を認識しそれなりに取り組めば、会社のセキュリティ体制のもろさを浮
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き彫りにできたはずである。 

これらの不適切な職場要因を発生させた最大の組織要因は、「セキュリティ組織」で

ある。これらの組織参加者のその役割に応じたセキュリティ知識やスキルが、マンアワ

ーも含め極めて不十分であった。このため、「マネジメントレビュー」、「セキュリティ

監査」、「リスク管理」並びに「意識向上及び訓練｣が、実質的に機能していなかったの

である。組織要因としての「セキュリティ基本方針」は看板に過ぎず、人的及び予算的

なセキュリティ資源に対する経営陣の確約はないに等しかったことも、職場要因発生の

大きな要因となっている。 

 

4.3.1.3 組織要因の発生をもたらした企業風土 

この会社の根本的かつ最大の欠陥事項は、社長から一社員に至るまでのセキュリティ

に対する認識の低さである。この認識の低さが対外的な張子のセキュリティを構築し、

組織要因⇒職場要因⇒不安全行為の発生に至ったのである。 

会社の最大目標が利益の追求であることに異論はないが、利益追求のための業務優先

の風土、つまり企業文化は、セキュリティ文化を組み入れることを拒んでいたのである。

昨今、マスコミを賑わせている情報漏えいインシデントが企業にとってどれほどの損失

を与えているかは、セキュリティの重要性を認識させる他山の石であり、企業における

セキュリティ対策は必須のものであることを促すものでもある。そして、企業における

セキュリティ態勢を最も効果的なものとするのがセキュリティ文化であることは、既に

2002年に改訂されたOECDのセキュリティ 9原則にも謳われている。にもかかわらず、

この会社は、セキュリティ文化を企業文化に組み込まなかった。 

このことが組織要因の発生だけでなく、職場要因の発生や不安全行為の助長を促進さ

せたのである。 

 

4.3.2 情報漏えいインシデントのスイスチーズ・モデル化 

図 4-1 は、4.3.1 項の分析結果に基づき、スイスチーズ・モデルとして描いたもので

ある。図中の各スイスチーズ片は表 4-1 に示す防護層を示している。 

「情報漏えいのリスク」は、会社に情報がある限り除去することはできない。このリ

スクを会社が定めた受入れ可能レベルに下げるための対策が「セキュリティ基本方針」

から「インシデント報告」に至るさまざまな管理策である。「セキュリティ文化」を基

本方針の上流に置いたのは、企業文化の一部としてのセキュリティ文化を考えたからで

ある。 

この図から明らかなように、組織要因としては、企業文化の一部となっていないセキ

ュリティ文化という大きなスイスチーズの穴、資源の確約がなされていないセキュリテ

ィ基本方針の大きな穴、及び役割事項を果たすためのスキルのないメンバーから構成さ

れているセキュリティ組織の大きな穴がある。これらの穴を情報漏えいリスクの光が通
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過し、職場要因としての形骸化されたマネジメントレビューの穴、形式的なセキュリテ

ィ監査の穴、1 度も見直しがされていないリスク管理、及び適時適切な意識向上と訓練

実施の怠慢による穴を通り抜け、ついには会社員の不安全行為としての指紋認証及び暗

号機能付き会社貸与 USB メモリを利用しないルール違反の穴、上司による業務用デー

タ社外持ち出しルール違反の穴、並びに最終的には当該会社員によるインシデント報告

ルール違反の穴を貫き、情報漏えいインシデントが発生し、会社に大きな損害をもたら

していることが分かる。 

図中の曲線で描いた矢印は、当該防衛層と他の防衛層の密接な係りを示すものである。

「会社のセキュリティ方針」は、「セキュリティ文化」、「セキュリティ組織」及び「マ

ネジメントレビュー」に密接に関連している。実体の伴わない「セキュリティ基本方針」、

つまり履行に伴う十分な資源が確約されていない方針が、如何に大きな影響を下流の防

衛層に及ぼしているかが理解できると思われる。資源不足は「セキュリティ組織」の弱

体化の要因となり、この「セキュリティ組織」は職場要因である「マネジメントレビュ

ー」、「セキュリティ監査」、「リスク管理」並びに「意識向上及び訓練」を形骸化・形式

化・無効化しているのである。そして、会社員の不安全行為を助長する最大の要因は、

この実体のない「意識向上及び訓練」であり、ルール違反に対する会社員の抵抗やため

らいを抱かせることをなくしているのである。最後に、この会社の「セキュリティ文化」

は、ないに等しい。本来、「セキュリティ文化」は、すべての防衛層に大きな影響力を

及ぼし、その効果性を発揮させる役割を担うのであるが、業務優先の企業風土に圧倒さ

れ、その欠片もない状態になっているのである。 

情報セキュリティに係るすべての防衛層、すなわち管理策は、会社のセキュリティ関

係者によるリスクアセスメントを経て、会社の決定事項として講ぜられたものである。

これにより、会社のセンシティブデータの漏えい防止が、受入れ可能なリスクレベルで

達成できるよう設計されていたはずである。 

4-1 図中の何らかの防衛層(規定)の一つでもが適切に順守されていれば、情報漏えい

リスクの光線は途中で遮光され、今回のようなインシデント発生の未然防止、又は何ら

かの損害軽減措置を講ずることが可能であったはずである。10 層にも及ぶ情報漏えい

防止のための多層防衛戦略は、その情報セキュリティマネジメントシステムの適切な維

持・管理を怠ったことから破れ障子だらけの状態となり、本来の効果を発揮できなかっ

たのである。 

 

このインシデントが報道機関の知るところとなり、社長や役員の謝罪記者会見、信頼

の低下、顧客離れなど、会社として甚大な損害を被ることとなった。
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4.3.3 推奨事項 

前第 4.3.1 項及び第 4.3.2 項及び図 4-1 から、この会社の情報セキュリティ改善策と

して、次を推奨する。 

 

(1) セキュリティ文化を醸成すること 

図 4-1 からも明らかなように、セキュリティ文化はすべての防衛層の効果的な

運用及び最大発揮に必須である。このような文化が企業文化の一要素に採用され、

醸成・普及することにより、ユーザーレベルにおけるセキュリティルール違反の

自発的抑制が期待できる。 

(2) 経営陣のセキュリティ認識を高めること。 

セキュリティ基本方針が絵に描いた餅であってはならない。経営陣は、方針事

項の履行に十分な人的及び予算的資源の投入を確約しなくてはならない。部下は

常に上を見ている。経営陣が率先垂範してセキュリティを守ろうとしない限り、

部下は誰もついていかない。 

(3) 役割に応じたセキュリティ・スキルを付与すること。 
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この会社には、尐なくとも一人のセキュリティ・キーパーソンが必要である。

情報セキュリティに関係する者及び何らかの責任を有する者については、その役

割に応じたスキルを付与するための訓練を受けさせねばならず、役員も例外では

ない。 

(4) セキュリティの職務をキャリアパスに採用すること。 

セキュリティの重要性認識に立脚し、セキュリティの職務をキャリアパスに採

用すること。このことが、会社にとって最も重要な企業機密の保護に、大いに貢

献することとなる。 

(5) 適時、適切な意識向上教育を実施すること。 

セキュリティ文化の醸成・普及、新たな脅威の認識と備え、セキュリティ・リ

テラシー向上などを目的として、新規採用者は無論のこと、全社員を対象に定期

的かつ緊急時にはその都度実施すること。 

(6) リスク管理を徹底すること。 

情報セキュリティの要はリスク管理である。これが適切に履行されていなけれ

ば、セキュリティ態勢は陳腐化したものとなってしまう。 

 

4.4 インシデント分析のまとめ 

このインシデント発生に伴い、会社の信用は失墜し、株価の下落、顧客離れ、そして

利益の減尐に陥った。この結果、役員会において社長及び専務取締役が解任され、新た

にセキュリティの重要性に認識のある社長が任命されるとともに、セキュリティ担当の

情報セキュリティ統括責任者（CISO)が任命された。 

会社のセキュリティ文化は現在、この事件を契機に大きく変化し、業務とセキュリテ

ィのバランスをとりつつ、従業員の間に徐々に醸成されつつある。 

 

是非とも確認していただきたいのは、仮に、会社員 A のルール違反に罰則を適用し

てこれで 1 件落着だとして事件の終着を図った場合、会社員 B や C による第 2、第 3

のルール違反再発の可能性が会社に潜在し、近い将来において会社には自浄能力がない

ことが公にされるであろう、ということである。したがって、インシデントが発生した

場合は、当該会社員への罰則適用だけで終結せず、その真の原因が何かを追究し、その

是正処置を講じなければならない。 

 

5 おわりに 

ジェームズ・リーズンの組織事故論は、本来的には事故の影響が個人レベルにとどま

らず、組織全体さらには社会にまでも及ぶ大事故を対象としている。例えば、スペース

シャトル・チャレンジャーの爆発事故やチェルノブイリ原子力発電所事故、我が国では

JR 西日本脱線事故などである。そして、スイスチーズ・モデル(SCM)は今や、多くの
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企業における事故調査モデルとして採用されている。実際、オーストラリア運輸安全局

(Australian Transport Safety Bureau: ATSB)や国際民間航空組織(International Civil 

Aviation Organization: ICAO)などの組織は、この SCM を事故調査の推奨標準として

採用している。確かに、以前とは異なり、航空機事故はパイロットの操縦誤りとした個

人責任から、航空会社の責任へと移行している昨今である。 

しかしながら、このような「組織事故の主たるたる源は、設計者及び上位レベル(会

社や工場)の経営者の意思決定の誤りにある」とした固執的とも思えるリーズンの組織

事故論に対して、人的要因についても注目すべきではないか、と異を唱える論文も散見

されている5。確かに、事故分析用モデルは SCM のほかにも多々ある。特定分野の事故

を対象とした特化された詳細なモデルに比べれば、SCM は大雑把で、かつ、务って見

えるに違いない。しかしながら、SCM は、コミュニケーションの手段として、そして

自ら発見するのに役立つ説明のための工夫としては、本文に示した SCM の図解からも

明らかなように、疑問の余地がないほど価値のあるものといえる。SCM は、事故を理

解するにあたって重要な影響を持っており、それゆえ、事故分析及び事故防止に実際的

なアプローチとなり得るものである。そして、SCM は、事故分析及び先見性のある手

段として、これまで成功裏に適用されているのである6。 

 

ところで、「冒頭に述べた大事故に比べ、システム中断や情報漏えいなどの情報セキ

ュリティ・インシデントは・・・」と訝る人もいるかもしれない。しかしながら、IT

の利用は組織に必須であり、今後ともますますその拡大利用傾向にある現在及び将来の

情報化社会を考えるならば、その影響は単に一企業だけに止まらず、社会的にも及ぼす

ことになるであろう。また、情報セキュリティ・インシデントは、ISMS の構築が経営

陣を巻き込んだものであることからも明らかなように、その影響は単に一事業部や一部

門に限定されず、組織全体として対応すべきものであり、正に組織事故的対応が求めら

れることになる。さらに、本研究においては、様々な視点から SCM の情報セキュリテ

ィマネジメントシステム(ISMS)への適用の可否を検討し、組織要因及び職場要因に JIS 

Q 27001 が規定する管理策にない要因を付加することにより、その可能性を明らかにし

た。 

このようなことから、情報セキュリティ・インシデントに組織事故論を適用するのは

妥当であると考えられる。さらに、スライスされたスイスチーズ(防護機能)の穴を次か

ら次へと光線が矢の如く貫き、結果として事故が発生する様は、情報セキュリティ・イ

ンシデント分析に的確に当てはまるモデルであると考えられる。ISMS の構築は経営陣

を巻き込んだ組織的な決定事項であり、セキュリティ維持活動自体が経営陣をも参画さ

せた組織的な活動であることを認識するなら、たとえ一会社員のエラーや違反について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
5 関連文書(4) 
6 関連文書(5) 
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も、当該社員だけの責任問題として片付けることはできない。エラーや違反の発生を、

不注意又は意図的にせよ、簡単に許してしまうようでは組織のセキュリティを維持する

ことはできない。インシデントが発生した場合は、その発生原因を追究し、その根本的

原因を明らかにして是正処置を講ずることにより、再発を防がねばならない。単に、当

事者に罰則を適用するだけでは、潜在的な再発の確率が極めて高くなってしまう。 

 

最後に、ISMS における事故防止の最大の関心事は、悪意のあるインサイダーへの対

処である。「悪意のあるインサイダーは組織と切り離して考え、正に個人的な責任を負

わせる問題として取り扱うべきではないか」とする意見がなくもない。しかしながら、

組織が適切なセキュリティ対策を講じていれば、そのような行為を抑止若しくは防止す

ることができたかもしれない。又は、悪意のあるインサイダーの前兆行動を把握するこ

とにより、未然に防止することができたかもしれない。「悪意のあるインサイダーだか

ら組織に責任がない」とは、対外的な説得力に乏しい。やはり組織事故として取扱い、

その事故原因を究明の上、何らかの対策を講じ、再発防止に努めることが組織の責務で

はなかろうか。そのような場合、本研究の SCM が参考となれば幸いである。 
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英/弘津裕子/上杉彰翻訳、日科技連、2006.9.13 
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付録：情報セキュリティとスイスチーズ・モデルの対応関係 

次表に示す情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)とスイスチーズ・モデル

(SCM)の対応関係は、「JIS Q 27001:2006 の要求事項(項目名)」と本文の「表 3-1：SCM

と ISMS の対応関係(組織要因)」に示す SCM の項目番号との対応付けを行ったもので

ある。 

 

JIS Q 27001 の要求事項と SCM 組織要因との対応関係 

 

ISMS(JIS Q 27001) SCM 

4 情報セキュリティマネジメントシステム  

4.1 一般要求事項 5 

4.2 ISMS の確立及び運営管理 5,6 

4.2.1 ISMS の確立 5 

4.2.2 ISMS の導入及び運用 5 

4.2.3 ISMS の監視及びレビュー 5 

4.2.4 ISMS の維持及び改善 5 

4.3 文書化に対する要求事項 5,10 

4.3.1 一般 5,10 

4.3.2 文書管理 5,10 

4.3.3 記録の管理 5,10 

5 経営陣の責任  

5.1 経営陣のコミットメント 1 

5.2 経営資源の運用管理 1 

5.2.1 経営資源の提供 1 

5.2.2 教育・訓練、意識向上及び力量 1,3,8,9 

6 ISMS 内部監査  

7 ISMS のマネジメントレビュー 4 

7.1 一般 4 

7.2 レビューへのインプット 4 

7.3 レビューからのアウトプット 4 

8 ISMS の改善 4,11 

8.1 継続的改善 4,11 

8.2 是正処置 4,11 

8.3 予防処置 4,11 

付属書 A(規定)・管理目的及び管理策  

A5 セキュリティ基本方針 1 

A.5.1 情報セキュリティ基本方針 1 
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ISMS(JIS Q 27001) SCM 

A.5.1.1 情報セキュリティ基本方針文書 1 

A.5.1.2 情報セキュリティ基本方針のレビュー 1 

A.6 情報セキュリティのための組織 2,3,4,6,10 

A.6.1 内部組織 2,3,4,6,10 

A.6.1.1 情報セキュリティに対する経営陣の責任 2,3,4,6,10 

A.6.1.2 情報セキュリティの調整 2,3,4,6,10 

A.6.1.3 情報セキュリティ責任の割当て 2,3,4,6,10 

A.6.1.4 情報処理設備の認可プロセス 2,3,4,6,10 

A.6.1.5 秘密保持契約 2,3,4,6,10 

A.6.1.6 関係当局との連絡 2,3,4,6,10 

A.6.1.7 専門組織との連絡 2,3,4,6,10 

A.6.1.8 情報セキュリティの独立したレビュー 2,3,4,6,10 

A.6.2 外部組織 2,3,4,6,10 

A.6.2.1 外部組織に関係したリスクの識別 2,3,4,6,10 

A.6.2.2 顧客対応におけるセキュリティ 2,3,4,6,10 

A.6.2.3 第三者との契約におけるセキュリティ 2,3,4,6,10 

A.7 資産の管理 5 

A.7.1 資産に対する責任 5 

A.7.1.1 資産目録 5 

A.7.1.2 資産の管理責任者 5 

A.7.1.3 資産利用の許容範囲 5 

A.7.2 情報の分類 5 

A.7.2.1 分類の指針 5 

A.7.2.2 情報のラベル付け及び取扱い 5 

A.8 人的資源のセキュリティ  

A.8.1 雇用前 3 

A.8.1.1 役割及び責任 3 

A.8.1.2 選考 3 

A.8.1.3 雇用条件 3 

A.8.2 雇用期間中 3 

A.8.2.1 経営陣の責任 3 

A.8.2.2 情報セキュリティの意識向上、教育及び訓練 3,9 

A.8.2.3 懲戒手続 3,11 

A.8.3 雇用の終了又は変更 3 

A.8.3.1 雇用の終了又は変更に関する責任 3 

A.8.3.2 資産の返却 3 
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ISMS(JIS Q 27001) SCM 

A.8.3.3 アクセスの削除 3 

A.9 物理的及び環境的セキュリティ 10 

A.9.1 セキュリティを保つべき領域 10 

A.9.1.1 物理的セキュリティ境界 10 

A.9.1.2 物理的入退管理策 10 

A.9.1.3 オフィス、部屋及び施設のセキュリティ 10 

A.9.1.4 外部及び環境の脅威からの保護 10 

A.9.1.5 セキュリティを保つべき領域での作業 10 

A.9.1.6 一般の人の立寄り場所及び受渡し場所 10 

A.9.2 装置のセキュリティ 10 

A.9.2.1 装置の設置及び保護 10 

A.9.2.2 サポートユーティリティ 10 

A.9.2.3 ケーブル配線のセキュリティ 10 

A.9.2.4 装置の保守 10 

A.9.2.5 構外にある装置のセキュリティ 10 

A.9.2.6 装置の安全な処分又は再利用 10 

A.9.2.7 資産の移動 10 

A.10 通信及び運用管理 5 

A.10.1 運用の手順及び責任 5 

A.10.1.1 操作手順書 5 

A.10.1.2 変更管理 5 

A.10.1.3 職務の分割 5 

A.10.1.4 開発施設、試験施設及び運用施設の分離 5 

A.10.2 第三者が提供するサービスの管理 5 

A.10.2.1 第三者が提供するサービス 5 

A.10.2.2 第三者が提供するサービスの監視及びレビュー 5 

A.10.2.3 第三者が提供するサービスの変更に対する管理 5 

A.10.3 システムの計画作成及び受入れ 5 

A.10.3.1 容量・能力の管理 5 

A.10.3.2 システムの受入れ 5 

A.10.4 悪意のあるコード及びモバイルコードからの保護 5 

A.10.4.1 悪意のあるコードに対する管理策 5 

A.10.4.2 モバイルコードに対する管理策 5 

A.10.5 バックアップ 5 

A.10.5.1 情報のバックアップ 5 
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A.10.6 ネットワークセキュリティ管理 5 

A.10.6.1 ネットワーク管理策 5 

A.10.6.2 ネットワーク・サービスのセキュリティ 5 

A.10.7 媒体の管理 5 

A.10.7.1 取り外し可能な媒体の管理 5 

A.10.7.2 媒体の処分 5 

A.10.7.3 情報の取扱手順 5 

A.10.7.4 システム文書のセキュリティ 5 

A.10.8 情報の交換 5 

A.10.8.1 情報交換の方針及び手順 5 

A.10.8.2 情報交換に関する合意 5 

A.10.8.3 配送中の物理的媒体 5 

A.10.8.4 電子的メッセージ通信 5 

A.10.8.5 業務用情報システム 5 

A.10.9 電子商取引サービス 5 

A.10.9.1 電子商取引 5 

A.10.9.2 オンライン取引 5 

A.10.9.3 公開情報 5 

A.10.10 監視 5 

A.10.10.1 監査ログ取得 5 

A.10.10.2 システム使用状況の監視 5 

A.10.10.3 ログ情報の保護 5 

A.10.10.4 実務管理者及び運用担当者の作業ログ 5 

A.10.10.5 障害のログ取得 5 

A.10.10.6 クロックの同期 5 

A.11 アクセス制御 5 

A.11.1 アクセス制御に対する業務上の要求事項 5 

A.11.1.1 アクセス制御方針 5 

A.11.2 利用者アクセスの管理 5 

A.11.2.1 利用者登録 5 

A.11.2.2 特権管理 5 

A.11.2.3 利用者パスワードの管理 5 

A.11.2.4 利用者アクセス権のレビュー 5 

A.11.3 利用者の責任 5 

A.11.3.1 パスワードの利用 5 

A.11.3.2 無人状態にある利用者装置 5 
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A.11.3.3 クリアデスク・クリアスクリーン方針 5 

A.11.4 ネットワークのアクセス制御 5 

A.11.4.1 ネットワーク・サービスの利用についての方針 5 

A.11.4.2 外部から接続する利用者の認証 5 

A.11.4.3 ネットワークにおける装置の識別 5 

A.11.4.4 遠隔診断用及び環境設定用ポートの保護 5 

A.11.4.5 ネットワークの領域の分割 5 

A.11.4.6 ネットワークの接続制御 5 

A.11.4.7 ネットワークルーティング制御 5 

A.11.5 オペレーティングシステムのアクセス制御 5 

A.11.5.1 セキュリティに配慮したログオン手順 5 

A.11.5.2 利用者の識別及び認証 5 

A.11.5.3 パスワード管理システム 5 

A.11.5.4 システムユーティリティの使用 5 

A.11.5.5 セッションのタイムアウト 5 

A.11.5.6 接続時間の制限 5 

A.11.6 業務用ソフトウェア及び情報のアクセス制御 5 

A.11.6.1 情報へのアクセス制限 5 

A.11.6.2 取扱いに慎重を要するシステムの隔離 5 

A.11.7 モバイルコンピューティング及びテレワーキング 5 

A.11.7.1 モバイルのコンピューティング及び通信 5 

A.11.7.2 テレワーキング 5 

A.12 情報システムの取得、開発及び保守 5 

A.12.1 情報システムの取得、開発及び保守 5 

A.12.1.1 セキュリティ要求事項の分析及び仕様化 5 

A.12.2 業務用ソフトウェアでの正確な処理 5 

A.12.2.1 入力データの妥当性確認 5 

A.12.2.2 内部処理の管理 5 

A.12.2.3 メッセージの完全性 5 

A.12.2.4 出力データの妥当性確認 5 

A.12.3 暗号による管理策 5 

A.12.3.1 暗号による管理策の利用方針 5 

A.12.3.2 かぎ管理 5 

A.12.4 システムファイルのセキュリティ 5 

A.12.4.1 運用ソフトウェアの管理 5 

A.12.4.2 システム試験データの保護 5 
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A.12.4.3 プログラムソースコードへのアクセス制御 5 

A.12.5 開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ 5 

A.12.5.1 変更管理手順 5 

A.12.5.2 OS 変更後の業務用ソフトウェアの技術的レビュー 5 

A.12.5.3 パッケージソフトウェアの変更に対する制限 5 

A.12.5.4 情報の漏えい 5 

A.12.5.5 外部委託によるソフトウェア対策 5 

A.12.6 技術的ぜい弱性管理 5 

A.12.6.1 技術的ぜい弱性の管理 5 

A.13 情報セキュリティインシデントの管理 11 

A.13.1.1 情報セキュリティ事象の報告 11 

A.13.1.2 セキュリティ弱点の報告 11 

A.13.2 情報セキュリティインシデントの管理とその改善 11 

A.13.2.1 責任及び手順 11 

A.13.2.2 情報セキュリティインシデントからの学習 11 

A.13.2.3 証拠の収集 11 

A.14 事業継続管理 12 

A.14.1 事業継続管理における情報セキュリティの側面 12 

A.14.1.1 事業継続管理手続への情報セキュリティの組込み 12 

A.14.1.2 事業継続及びリスクアセスメント 12 

A.14.1.3 情報セキュリティを組み込んだ事業継続計画の策定及び実

施 
12 

A.14.1.4 事業継続計画策定の枠組 12 

A.14.1.5 事業継続計画の試験、維持及び再評価 12 

A.15 順守 10 

A.15.1 法的要求事項の順守 10 

A.15.1.1 適用法令の識別 10 

A.15.1.2 知的財産権(IPR) 10 

A.15.1.3 組織の記録の保護 10 

A.15.1.4 個人データ及び個人情報の保護 10 

A.15.1.5 情報処理施設の不正使用防止 10 

A.15.1.6 暗号化機能に対する規制 10 

A.15.2 セキュリティ方針及び標準の順守、並びに技術的順守 10 

A.15.2.1 セキュリティ方針及び標準の順守 10 

A.15.2.2 技術的順守の点検 10 
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A.15.3 情報システムの監査に対する考慮事項 10 

A.15.3.1 情報システムの監査に対する管理策 10 

A.15.3.2 情報システムの監査ツールの保護 10 
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カウンターインテリジェンスの定義の改訂 

                   

客員主任研究員 横山 恭三  

 

米国は、昨年（2008 年）7 月 30 日に発令された行政命令 13470 においてカウンタ

ーインテリジェンスの定義を改訂した。これにより、カウンターインテリジェンスの

活動には、国内に潜入したスパイの諜報活動や破壊工作等を特定し、対処することに

加えて、国内外からコンピュータネットワークを通じて行われる諜報活動（軍事・経

済スパイ等）（注１）や破壊工作（重要インフラに対するサービス拒否攻撃等）を特定

し、対処することが追加された。追加された後半の部分がサイバーカウンターインテ

リジェンス（注２）である。筆者は、本紀要第一巻第四号（平成２０年３月）の「カ

ウンターインテリジェンスの日本語表記について」（以下、「前稿」という）の中で、

米国のカウンターインテリジェンスの定義を解説した。本稿は、今回の定義の改訂を

受けて、米国のカウンターインテリジェンスの定義についての改訂のポイントと背景

について急ぎ取り纏めたものである。 

本稿の作成にあたっては、米政府機関による公式な情報が限定的であるため、改訂

の意義や背景等は筆者の推測であるため見当違いがあるかもしれない。大方のご教示

を賜りたい。 

 

カウンターインテリジェンスの新旧定義 

旧定義は、1981 年に発令された行政命令 12333 である（以下、「旧行政命令 12333」

という）。旧行政命令 12333 の定義では、「カウンターインテリジェンスとは、外国勢

力、外国機関、外国人、又は国際テロリスト運動によってか、あるいはそれらに代わ

って実施されるスパイ活動、その他のインテリジェンス活動、破壊工作、又は暗殺を

防止するために実施される活動及びそれにより収集されるインフォメーションをいう。

但し、人的、物理的、ドキュメント、又は通信のセキュリティプログラムは含まない。」

（注３）であった。今回、行政命令 13470 で改訂された改正行政命令 12333 の定義

は、「カウンターインテリジェンスとは、外国勢力、外国機関、外国人、エージェント、

又は国際テロリスト運動によってか、あるいはそれらに代わって実施されるスパイ活

動、その他のインテリジェンス活動、破壊工作、又は暗殺を特定し、欺き、逆用し、

撹乱し、又は防止するために実施される活動及びそれにより収集されるインフォメー

ションをいう。」（注４）である。今回の改訂箇所は、次の 3 箇所である。①下線部分

“但し、人的、物理的、ドキュメント、又は通信のセキュリティプログラムは含まな

い。”が全文削除された。②“防止するために”の前に“特定し、欺き、逆用し、撹乱

し、又は”が挿入された。③“又は国際テロリスト”の前に“エージェント”が挿入

された。 

改訂のポイントとその意義 

改訂のポイントは３つある。１つ目は“但し、人的、物理的、ドキュメント、又は

通信のセキュリティプログラムは含まない。”が削除されたことである。これにより、
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カウンターインテリジェンスの定義は、1947 年国家安全保障法（以下「47 米国安法」

という）の定義に戻ったといえる。前稿でも述べたが、米国におけるカウンターイン

テリジェンスの定義の歴史は、47 米国安法に始まる。47 米国安法が 1981 年の旧行政

命令 12333 で改訂がなされた時に、今回削除された箇所が追加記述された経緯がある。

何故、この箇所が追加されたかについて、筆者は前稿で、「47 米国安法の定義にこの

部分が追加記述された理由は、インターネットの発達等の中、重要な情報システムの

完全性・信頼性を確保するための情報技術の開発が重要であるとともに、その情報技

術の開発等には、専門的な知識・技術が要求される分野であることからカウンターイ

ンテリジェンスの所掌分野から省かれたものと考えられる。これらは、米国では情報

セキュリティ（Information Security）の分野であり、我が国では情報システムの情

報セキュリティや情報保証の分野に相当する。」と解説した。このように、旧行政命令

12333 では、情報セキュリティ分野が、カウンターインテリジェンスの所掌分野から

除外された。ところが、今回の改訂ではこの除外規定がなくなり、カウンターインテ

リジェンスの活動分野には制限がなくなった、と言うより情報セキュリティ分野がカ

ウンターインテリジェンス活動分野に追加されたと言うべきであろう。その最大の理

由は、今日の諜報活動や破壊工作の多くがコンピュータネットを利用して行われるよ

うになったからである。2007 年度版「外国の経済情報収集及び産業スパイ活動に関す

る議会への年次報告」には次のように述べられている。「2002 年以来、米国は、中国

が関連した、米国等のコンピュータネットワークへの侵入を確認している。それらは、

数千のホストおよび数十万のユーザアカウントのセキュリティをすり抜け、米国、同

盟国および外国の政府、軍および民間のコンピュータネットワークからテラバイト単

位のデータを密かに漏洩させた。」（注５）そして現在もサイバー脅威の勢いは衰えて

いない。 

改訂の２つ目のポイントは、“防止するために”の前に“特定し、欺き、逆用し、撹

乱し、又は”が挿入されたことである。これは、カウンターインテリジェンスの攻勢

的任務を強調したものである。カウンターインテリジェンスには、外国からのインテ

リジェンスの浸透に対して、国家の機密と資産を防護する防勢的任務と、敵対者の目

的を打破するために、外国のインテリジェンス組織が何を計画しているかを看破する

攻勢的任務の２つがある。（注６）従来のように単に防止するでは、防勢的任務の意味

しかない。欺き、逆用し、攪乱し、そして敵対者を突き止めることが攻勢的任務であ

る。したがって、今回の改訂により、カウンターインテリジェンスコミュニティは、

コンピュータネットネットワークを利用して行われる外国の諜報活動や破壊工作に積

極的に対処する姿勢を明確にした。 

 改訂の３つ目のポイントは“又は国際テロリスト”の前に“エージェント”が挿入

されたことである。エージェントとは、外国諜報機関員等に機密情報を提供する隠密

の人的資料源（ヒューミント）のことを言う。旧行政命令 12333 では、外国勢力、外

国機関、外国人又は国際テロリストのみを対象として明示していたが、今回の改訂に

より、外国諜報機関員等に機密情報を提供する人物（米国人を含む）を対象として明

示し、これを厳しく取り締る姿勢を明確にした。 
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改訂の背景とその影響 

昨年１月８日、「包括的国家サイバーセキュリティ・イニシアチブ（Comprehensive 

National Cybersecurity  Initiative）が発令された。これは当時のブッシュ大統領が

署名し、発令された大統領令（国家安全保障大統領令第５４号／国土安全保障大統領

令第 23 号）である。この大統領令は機密文書であり内容は公表されていない。しか

し、マスコミの報道等を通して、このイニシアチブには 12 件（注７）のプログラム

が含まれていることが知られている。そのうちの一つがサイバーカウンターインテリ

ジェンスである。一方、本年２月に国家対情報局（ONIX）が発表した 2008 年度版の

国家対情報戦略（The National Counterintelligence Strategy of the United States, 

2008）には、それまでの同戦略には記述の無かった“サイバーカウンターインテリジ

ェンス”という用語が初めて記載されている。また、同戦略の中には「我々は大統領

の包括的国家サイバーセキュリティ・イニシアチブの対情報に関する項目を作成する

際に、連邦捜査局（FBI）とともに主導権を握った」（注８）との記述が見られる。こ

のことから、「包括的国家サイバーセキュリティ・イニシアチブ」作成の際、対情報コ

ミュニティが、同イニシアチブに“サイバーカウンターインテリジェンス”を盛り込

むために積極的に活動したことが窺える。 

今回の改訂は今後、次の二つの分野に影響を与えるであろうと推測できる。一つは、

サイバーセキュリティ技術の研究開発への影響である。エストニア（07 年 4 月）やグ

ルジア（08 年 8 月）の政府機関のコンピュータシステムへのサイバー攻撃で使用され

た DoS（サービス拒否攻撃）や DDoD（分散サービス拒否攻撃）への対処技術、攻撃

者（発信源）を特定する技術、又はコンピュータとネットワークで遠隔操作されてい

る重要インフラストラクチャーを防護する SCADA（Supervisory Control And Data 

Acquisition）技術等の研究開発が一層促進されるであろう。もう一つは、捜査活動へ

の影響である。元来、カウンターインテリジェンスの主要な捜査手段は、盗聴・通信

傍受である。スパイは隠密に行動する。時には地下にもぐり活動する。このようなス

パイを捜索・逮捕するには盗聴･通信傍受の手段が不可欠である。米国においては、連

邦捜査局（FBI）が電子メールを傍受していることや国家安全保障局（NSA）が「テ

ロリスト監視プログラム（Terrorist Surveillance Program）」によって電話や電子メ

ールといった電子コミュニケーションを傍受していることはよく知られている。今回

の定義の改訂を受けて、スパイ捜査やテロリスト捜査に通信傍受等の手段の利用が一

層拡大するであろう。昨年 7 月 1０日、当時のブッシュ大統領は、テロ対策のために

情報機関が裁判所の令状なしに盗聴・通信傍受することを合法化し、盗聴・通信傍受

に協力した通信企業が訴訟を起こされた場合に免責を与えることを主旨とする外国諜

報活動監視法（Foreign Intelligence Surveillance Act：FISA）改正案に署名し、同

法が成立したことが、これを物語っている。（注９）（了） 
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（注釈） 

注１：米国には米国スパイ法（U.S. Espionage Act）と経済スパイ法（Economic 

Espionage Act）の 2 つのスパイ対策法がある。米国スパイ法では、軍事スパイ（あ

るいは国家スパイ）を「取得した情報が、米国に損害を与えるため又は外国の利益

のために使用されることを意図し又は承知して、国家防衛に関する情報を取得する

こと」と定義している。経済スパイ法では、経済スパイ（Economic Espionage）と

産業スパイ（Industrial Espionage）の両方が定義されている。経済スパイとは、「外

国政府、外国政府の影響下にある組織、又は外国政府の職員の利益になることを承

知又は意図して、企業秘密を意識的かつ意図的に横領すること」、産業スパイとは、

「その企業秘密の所有者に損害を与えることを承知又は意図して、所有者以外の誰

かの経済的利益のために、州間通商または外国貿易のために製造された製品に関連

した企業秘密を意識的かつ意図的に横領すること」と定義されている。 

注２：サイバーカウンターインテリジェンスとは「（敵対国の）サイバー能力と意図を

判断するために、伝統的な手段を使用して行う外国諜報機関の情報収集活動と同じ

ように、主たる手段としてコンピュータネットワークを使用する外国の情報活動を

特定し、浸透し、無力化するための方策である。」出典：米軍統合用語集(JP 2-01.2)  

注３：旧定義（旧行政命令 12333）カウンターインテリジェンス 3.4 Definitions. 

「Counterintelligence means information gathered and activities conducted to 

protect against espionage, other intelligence activities, sabotage, or 

assassinations conducted for or on behalf of foreign powers, organizations or 

persons, or international terrorist activities, but not including personnel, 

physical, document or communications security programs.」 

注４：新定義（改正行政命令 12333） 

「Counterintelligence means information gathered and activities conducted to 

identify, deceive, exploit, disrupt, or protect against espionage, other intelligence 

activities, sabotage, or assassinations conducted for or on behalf of foreign 

powers, organizations, or persons, or their agents, or international terrorist 

organizations or activities.」 

注５：出典 外国の経済情報収集および産業スパイ活動に関する議会への年次報告 

（２００７年）BSK 第２１－３号 １９頁 

注６：カウンターインテリジェンスの概念 出典：米国情報コミュニティ HP 

「Counterintelligence is the business of identifying and dealing with foreign 

intelligence threats to the United States. Its core concern is the intelligence 

services of foreign states and similar organizations of non-state actors, such as 

transnational terrorist groups. Counterintelligence has both a defensive 

mission—protecting the nation's secrets and assets against foreign intelligence 

penetration—and an offensive mission—finding out what foreign intelligence 

organizations are planning to better defeat their aims.」 
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注７：その他の 11 項目は以下のとおりである。①Trusted Internet Connections：TIC、

②Intrusion detection、③Intrusion prevention、④Research and development）、

⑤Situational awareness, specifically through the National Cyber Security 

Center、⑥Classified network security、⑦Cyber education and training、⑧

Implementation of information security technologies、⑨Deterrence strategies、

⑩Global supply chain security）、⑪Public/private collaboration 

注８：出典 国家対情報局 HP 

http://www.ncix.gov/publications/policy/2008_Strategy.pdf 

注９：出典 日経ネット 

 http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080711AT2M1100Q11072008.html  

              以下余白 



 

◎ 「防衛取得研究」掲載の署名記事と見方は、いずれも執筆者個人のもので、

（財）防衛調達基盤整備協会ないし執筆者の所属する機関の見方を代表する

ものではありません。 

   なお、記事の無断転載は禁じます。転載する場合には当協会迄、御連絡下

さい。 
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