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                は し が き 

 

本出版物は、英国の政府機関である国家基盤保護センター（Centre for the Protection of 

National Infrastructure：以下CPNIという）が作成した「雇用中の人的セキュリティ：優

れた実践事例ガイド（ONGOING PERSONNEL SECURITY：A GOOD PRACTICE 

GUIDE）」（2008年10月）を翻訳したものです。 

 

 CPNI は、国家基盤に関連する組織に対して、人的セキュリティ、物理的セキュリティ、

及び電子的セキュリティ（ITセキュリティ）に関する統合したアドバイスを提供している機

関です。 

当該機関から、組織のセキュリティ、採用およびライン部門の管理者用の人的セキュリテ

ィに関するガイダンス等についての資料を2007年12月に「人的セキュリティ：脅威、挑戦、

および対策」(当協会発刊資料 BSK 第 20-2 号)として発表しておりますが、今回発表された

資料は、その続編として作成されたものですが、情報セキュリティに大いに参考となるもの

と考え小冊子といたしました。 

 

本資料は、昨年のものが採用時の人的セキュリティ対策として雇用前の調査、採用時のイ

ンサイダー脅威、脆弱性の評価などを中心に解説されていたのに対し、今回は、採用後から

退職時までの雇用期間を通して継続して実施すべき人的セキュリティ対策について、詳細に

解説しております。 

特に、組織のセキュリティ文化の醸成のために鍵となる要素に焦点を当てており、これら

に責任を有する人事部門やセキュリティ部門で働く要員、及び管理者にとっての有用なガイ

ダンスとなっております。 

 

本小冊子が、我が国における人的セキュリティ体制の向上やセキュリティ文化の醸成にい

ささかでも貢献できれば望外の幸せです。    

  

平成２１年２月 

 

財団法人 防衛調達基盤整備協会 

理事長 宇 田 川  新  一 
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CPNI による支持、推薦、または好みを意味するものではない。本書に発表

された著者の見解や意見は、広告または製品の推薦目的に使用してはならな

い。 

 

CPNIは、法律が認める最大範囲において、本書の過失（誤り、脱落）、何

人の不作為、もしくは行動の抑制によって引き起こされた、または、さもな

ければ本書の中の情報もしくは言及を使用することによって引き起こされ

た、如何なる人が被る如何なる損失もしくは損害（直接に、間接に、または

必然であろうと、利益もしくは見込み利益の損失、データ、仕事、または営

業上の信用の損失を含むが、これらには限定されない）に対する責任を一切

負わない。利用者は、本書の使用に際しては、自分自身で判断をしなければ

ならない。また、利用者の特殊な状況については独立した専門家の助言を求

めなければならない。 
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１．導 入 

 

⑴ 国家基盤保護センター（Centre for the Protection of National Infrastructure：

CPNI、以下 CPNI という） 

 

CPNI は、物理的セキュリティ問題および人的セキュリティ問題に関するアドバイスを

提供していた国家セキュリティアドバイスセンター（National Security Advice Centre ：

NSAC）とコンピュータネットワーク防御およびその他の情報保証（ information 

assurance）問題に関するアドバイス提供していた国家基盤セキュリティ調整センター

（National Infrastructure Security Co-ordination Centre： NISCC）が合併して２００

７年２月に創設された。CPNI は、最も重要な国家基盤の脆弱性およびその他の脅威を軽

減する目的でセキュリティの三つの分野（人的、物的、電子的）のすべてにおいて統合し

たアドバイスを提供している。 

 

⑵ 最重要国家基盤（Critical National Infrastructure：CNI） 

 

国家基盤は、英国を機能させるために不可欠な施設、システム、ネットワーク、および

サイトなどの社会の基本設備で構成され、住民が日常生活のあらゆる面で依存する水道、

エネルギー、および食糧などの必須のサービスを供給する。この基盤の障害とそれが供給

するサービスの減少は、厳しい経済的損失、深刻な社会的混乱、または大規模な人命の損

失をもたらすであろう。これらのサービスには次の９つの分野がある。 

 ・通信         ・金融         ・衛生 

  ・救急サービス     ・食糧         ・輸送 

  ・エネルギー      ・行政         ・水道 

 

これらの分野のすべての活動が重要であるというわけでないが、これらは国家の最重要

国家基盤（CNI）を構成する。 

 

⑶ 本ガイダンスの目的 

 

本ガイダンスは、最重要国家基盤（CNI）の一部を構成する資産、サービス、およびシ

ステムを所有または運営する行政機関や組織のために作成されたものである。より具体的

にいえば、これらの組織の中で、効果的かつ継続的な人的セキュリティ文化の創設と維持

に責任を有す人事部門やセキュリティ部門で働く要員および管理者を支援するためのもの

である。 
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本ガイダンスは、効果的なセキュリティ文化の鍵となる要素に焦点を当てながら、行政

機関や民間組織からのアドバイスを単一の文書にまとめたものであり、雇用中の人的セキ

ュリティにおける優れた実践事例（good practices）に関する情報を提供するものである。 

 

本ガイダンスは、組織が保有する既存の雇用中の人的セキュリティ手順または特定の領

域、例えば情報セキュリティポリシーの中で使用される専門的セキュリティマニュアルに

取って代わることを意図するものでない。なぜならば、最重要国家基盤を構成する組織の

数の多さと規模・活動が多様であることを考慮すれば、あらゆる組織の雇用中の人的セキ

ュリティのためのハンドブックとなる十分に詳細な文書を作成することは不可能であるか

らである。我々の目的は、既存のセキュリティ手順に対して有用な補足を提供すること、

およびセキュリティの専門家に対して彼らのセキュリティ体制の一部としてインサイダー

の役割についてよく考える出発点を提供することである。 

 

CPNI は、各組織が雇用中の人的セキュリティ対策を導入または改正する場合には、特

に、雇用に関する法律の分野については、専門家の助言を求めることを推奨する。 

 

本書は、CPNI が発刊した他のガイダンスと併せて読まれなければならない。具体的に

は、 

・人的セキュリティ：脅威、挑戦、および対策(当協会既発刊：ＢＳＫ20-2号) 

・人的セキュリティリスクアセスメント：ガイド 

・採用前スクリーニングの優れた実践事例 
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２．雇用中の人的セキュリティ：要旨 

 

人的セキュリティとは、正社員または契約社員が、彼らの合法的なアクセス権を悪用し、

不正な目的で組織の資産または建物へアクセスするリスクを管理する指針と手順のシステ

ムである。人的セキュリティ（personnel security）と従業員個人の安全と福祉に対するリ

スクを低減することを目的とする個人的セキュリティ（personal security）を区別するこ

とは重要である。 

 

効果的な人的セキュリティ体制は次のことを目的とする。 

・セキュリティ懸念を引き起こす可能性のある人物を雇用するリスクを低減する。 

（CPNIガイダンス「雇用前スクリーニングのための業務プロセスガイド」参照） 

・従業員がセキュリティ懸念になる可能性を最小限にする。（将来、CPNI の「優れたセ

キュリティ文化」に追加されるであろう。） 

・リスクに比例した方法でセキュリティ対策を実行する。（CPNI ガイダンス「人的セキ

ュリティリスクアセスメント」参照） 

・インサイダー活動のリスクを低減し、組織の資産を保護する。必要に応じて、疑惑を

解明するための調査を実行し、または懲戒手続のために証拠を提供する。これが、雇

用中の人的セキュリティである。 

 

⑴ なぜ、雇用中の人的セキュリティは重要なのか 

 

組織の資産への合法的なアクセス権を悪用するものは“インサイダー”と呼ばれる。イ

ンサイダーには、不満を抱く社員、市民活動家グループ、ジャーナリスト、競合他社、テ

ロリスト、または敵意を抱く情報機関員などの様々な形態がある。彼らの動機は、政治的

または宗教的イデオロギーから、復讐、地位の獲得、金銭的利益、および強制された行為

まで様々である。 

 

多くの最重要基盤（CNI）の組織は、既に詐欺、窃盗、産業スパイなどのインサイダー

活動に対処した経験を有している。さらに、それらの組織には、テロリスト組織のメンバ

ーまたはそれらと接触を持っている従業員からの潜在的な脅威が存在する。より多く見ら

れるインサイダー行為は、無許可の情報開示や器物損壊などである。 

 

外部の脅威から自らの資産を保護するために、それらの組織がますます洗練された対策

を導入するのに伴って、資産等へのアクセスを得ようとする者にとっては、インサイダー

の獲得がより魅力的な選択となっている。採用前スクリーニングは、人的セキュリティプ
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ロセスにおいて重要な役割を担っているが、それは完全な解決策でない。人間とその態度

は、徐々に、または特別な出来事によって変化する。そして、インサイダー行為は、入社

時には悪意を持っていなかったが採用後に忠誠心が変化した従業員によってしばしば行わ

れる。また、CPNI が実施した調査は、人的セキュリティに費やされた時間と努力によっ

て採用後のリスクがかなり削減できることを示している。もし、組織がインサイダー脅威

に対する脆弱性を最小限にしたいと考えるならば、人的セキュリティへの取り組みは継続

されなければならない。 

 

残念なことに、インサイダーは多様で予測できない。そのため、単一グループの対策で

は保護を保証することはできない。 例えば、IT システムの認証を追加しても、‘need to 

know’の原則やクリアデスクポリシーが実行されていなければ、知的財産を保護すること

はできない。従って、脅威を低減するために、組織の物理的セキュリティ対策や IT セキ

ュリティ対策を補完する人的セキュリティ対策の選択・実行が必要である。 

 

セキュリティ対策の追加レベルは追加費用に帰着するかもしれない。そのため、雇用中

の人的セキュリティ対策を選択する場合の第一の考慮事項は、―法律上または規制上の要

請以外では―比例と優先順位でなければならない。即ち、対策は、リスクに比例して、そ

して合意された優先順位に基づき実行されるべきである。また、重要なことは実用性であ

る。RAS セキュリティ専門家による最近の調査1は、回答者の３５％が彼らの組織で確立

したセキュリティポリシーと手順に従って仕事をする必要性を感じていることを示してい

る。CPNI の人的セキュリティリスクマネージメントガイドラインは、人的セキュリティ

リスクを評価する分かりやすい枠組みを提供している。そして、それは、リスクに比例し

かつ優先順位に基づいた対策の実施に関する実際的な決定を可能とする。 

 

本書を通して、特定の語句または成句は、雇用中の人的セキュリティの脈絡の中で特別

の定義がなされている。例えば、従業員（employees）は、新入社員から最高経営責任者

まで、組織で働く正社員、派遣社員、コンサルタント（弁護士、会計士等）、および請負業

者を含むすべての人々を意味する。定義の詳細は、用語集を参照されたい。 

 

 

                                                
1 “語られざるインサイダー脅威”2007 年 10 月 10 日 
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３．セキュリティ文化 

 

すべての労働環境は、社員と顧客の行動に影響するとともに相互に影響し合う組織内部

の文化を育成する。しかし、セキュリティ懸念を有する組織にとっては、それだけでは不

十分である。この様な場合、組織はセキュリティ文化を新たに興すことに努力すべきであ

る。セキュリティ文化が確立した組織では、日常の社員の行為と態度が、要求されるセキ

ュリティ基準を維持するために貢献するであろう。 

 

⑴ 文化管理（Culture Management）の原則 

 

組織は、自ら望むセキュリティ文化に関する明確な考え方をもたなければならない。セ

キュリティ文化は、組織のビジネスの性格によって様々である。この脈絡において、文化

という用語は、組織がセキュリティに対して採用したいと思うスタイル、アプローチ､およ

び価値を意味する。例えば、あなたは、セキュリティ業務に対する個人の判断はどの程度

までが適当だと思いますか、どのレベルのリスクが許容できますか、アプローチの均一性

はどの程度強要されるべきですか、などの質問に明確に回答できなければならない。   

 

そして、現在の文化と望ましい文化のギャップの大きさを理解し、期待する態度と行動

を達成するために何をなすべきかを判断しなければならない。いくつかのメカニズムが利

用可能であるが、それらは、大まかに次の 2 つのグループに分類できる。 

・第 1 のグループは、社員の考え方の中に、望ましい文化を埋め込む方法である。これ

には動機付けが鍵となる。そして、動機付けには、従業員が望ましい文化を採用する

ことを促すために彼らに提供されるインセンティブの種類や目標達成への経営管理

者側の関与（例えば、セキュリティイニシアチブへの支持や資源の投入）の程度が含

まれる。 

・第 2 のグループは、社員が実際に望ましい文化と一致した行動をすることを可能にす

るメカニズムに関するものである。これらのいくつかは、望ましい文化と対立する圧

力や束縛、例えば、仕事の締め切りや仲間の圧力などに関するものである。その他は、

セキュリティシステムの効率性の測定、例えば、内部の意思疎通、訓練、およびセキ

ュリティ手順の品質等を測定することに関するものである 

 

効果的なセキュリティ文化を発展させる鍵は、望ましい文化、現在の文化、および文化

を変化させるメカニズムのすべてが揃うことである。もし、この鎖のどの輪が壊れても、

あなたは、あなたが望む態度と行動を手に入れることができないであろう。しかし、異な

る文化には、異なるメカニズムが相応しい。異なる文化を保有し、セキュリティ管理のた
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めに異なるスタイルとアプローチを採用している他の組織のメカニズムを採用することは

適切でないかもしれない。もし、あなたが、あなたの組織にとって正しいメカニズムを採

用しようとするならば、望ましい文化に関する明確な考え方が極めて重要である。 

 

本章では、組織内に効果的なセキュリティ文化を創造・維持するためのポリシーと手順

の概要を説明する。良好な意思疎通は極めて重要であるが、従業員が彼らの役割を理解・

受容し、そして行動することも重要である。これは、分かりやすいセキュリティポリシー

構造を有している組織だけに可能である。 

 

⑵ 意思疎通 

 

ア．役割と責任の自覚 

雇用中の人的セキュリティ対策を機能させるためには、従業員に対し、それらの対策の

理論的根拠を効果的に伝えることが不可欠である。もし、従業員が、なぜ、それぞれの対

策が実施されているのか、彼らの責任が何かを理解したならば、彼らはより一層セキュリ

ティ対策に取り組むであろう。これと対照的に、セキュリティ対策を誤解した従業員また

は不同意の従業員は、憤慨し、無視し、またはそれらに抵抗するであろう。さらに、他の

人々を彼に同調するよう煽動するかもしれない。この様にならないために、あらゆるセキ

ュリティ対策、特に新たに導入される対策は、人的セキュリティリスクアセスメントを通

して特定されたリスクに比例したものでなければならない。（CPNI のガイド「人的セキュ

リティのためにリスクアセスメント」参照） 

 

行き過ぎた対策は、組織の資源を浪費するばかりだけでなく、従業員の信用と信頼とい

う暗黙のうちに培われた義務を蝕むであろう。この心理学的契約（psychological 

contract：「用語集」参照）を破ることにより、組織の友好と信頼を損ない、社員を離反さ

せるかもしれない。 

 

考慮すべき処置 

・既存の人的セキュリティ対策が脅威に比例したものであるかを確認する。 

・すべての保護的セキュリティ対策の明確な論理的根拠を伝え、かつ理解させる。 

・セキュリティ問題に関する注意を促すポスター、ニュースレター、およびスタッフミ

ーテングを通して、セキュリティ問題と各自の個人的責任についての自覚を促す。 

 

イ．問題提起 

従業員は、不満を口にする場所を容易に見つけるだろう。例えば、上司が不在の時、社

員食堂､または終業後の付き合いの場などである。一方、組織が職場の風通しをよくするこ 
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とに努力し、さらに、管理者が部下にとって近づきやすくかつ

親しみやすい存在であることは職場の意思疎通にとって、たい

へん効果的なことである。さらに、従業員に対して、彼等の指

揮系統以外で、問題や個人的な関心を提起することができるよ

り、正式の機会を提供することは重要である。意思疎通に関す

るこの種の選択肢には、例えば、ホットラインによる通報や

従業員の代表者の選出などがある。 

 

また、管理者が包み隠さず難しいメッセージをタイムリーにかつ適切な方法で従業員に

伝えることは重要である。特に、組織改編時には重要である。この種の事前の意思疎通、

例えば、公開の会議または討議フォーラムなどは、従業員の不満感や不信感の状況を把握・

観察し、対処する手助けとなる。 

 

組織では、毎日ではないが、職場間または職場内での効果的な意思疎通が必要である。

もし、従業員が特定の脅威についてセキュリティ部門へ伝える必要があるときに、担当者

が見つからない、または連絡できない場合には、彼らは欲求不満を感じるであろう。ある

いは、その脅威が緊急の場合にはセキュリティリスクを引き起こすであろう。電子ディレ

クトリ（E メールアドレス帳）を作成・維持すること、または職場間のイベントを開催す

ることは連係をよくするために有効であろう。 

 

考慮すべき処置 

・従業員が、懸念または悩みを打ち明けることのできる公式の連絡システムまたは内部

告発手順を確立する。 

・適切に懸念を伝えることができるスタッフまたは組合の代表者を選定する。 

・従業員が相互に連絡できるように電子ディレクトリを作成・維持する。 

 

ウ．従業員を尊敬すること 

それぞれの従業員を価値ある個人として扱い、彼ら

の要求を考慮し、職歴管理と自己開発のための機会を与

えることは、彼らの組織への関与を促進し、彼らがイン

サイダー行為を行う可能性を低くするのに大いに役だ

つであろう。すべての従業員は、彼らの役割を効果的に

達成するために正しいツールを与えられるべきである。

さらに、定期的に、彼らの管理者と仕事や目標について

協議すべきである。仕事や目標は、SMART に基づき、

設定されなければならない。 

効果的に意思疎通が図ら

れなかった組織改編は、労

働者間に疑心暗鬼と不安

感を引き起こす。そのよう

な緊張感が、以前、インサ

イダー行為の触媒となっ

たことは知られている。 

SMART 目標とは 

S－具体的に（Specific） 

M－測定できる（Measureable） 

Ａ－合意した（Agreed） 

Ｒ－現実的な（Realistic） 

Ｔ－期限のある（Time-framed） 



 8 

 

 

与えられた役割の中での自己開発の機会はほとんどない。このことは採用時に強調され

なければならない。そうすることにより、従業員は役割を引き受けるときにインフォーム

を受けた上での意思決定が可能となる。もし、従業員の予想と現実がかみ合わなければ、

解決が見えないまま、不満と離反が起こるであろう。 

 

考慮すべき方策 

・従業員に対して、すべての同僚を等しく尊敬することを奨励する。例えば、全組織内

で、お互いに名前で呼ぶことなどがある。 

・可能であれば、すべての従業員に自己開発の機会を提供する。 

・毎年、SMARTに基づき仕事と目標を設定し、そして結果を検討する。 

 

⑶ 当事者意識 

 

ア．従業員の責任 

効果的なセキュリティ文化を育成するためには、正社員であろうと、あるいは契約社員

であろうとすべての従業員の関与が必要である。従業員は、組織のセキュリティポリシー

を順守する責任を果たさなければならない。そして、それに従わない者を尋問、または通

報することを義務付けなければならない。そして、新人から最高経営責任者まで例外なく、

この精神を支持しなければならない。 

 

従業員が、順守を求められているセキュリティ対策に関して、なぜそれらが重要である

かを理解することから生まれる当事者意識を持つことが極めて重要である。この様にして、

各個人はセキュリティ文化に積極的に貢献するとともに、このことが、インサイダー行為

を発見または防止する潜在力となる。 

 

リスクアセスメントの間に広範な職業グループと協議することは、ビジネスのあらゆる

側面が考慮されるとともに、参加者の当事者意識を高めることになるであろう。例えば、

会議参加者には、人事、管理、IT、および警備部門の代表が含まれる。これらの専門家の

存在は、直接参加しなかった従業員のセキュリティ対策への信頼を高めるであろう。 

 

考慮すべき処置 

・あなたのセキュリティ対策が十分でありかつリスクに比例していることを保証するた

めに、完全な人的セキュリティリスクアセスメントを実施しなさい。 

・上級者の意見が優先されるのでなく、リスクに比例したセキュリティ対策を実行しな

さい。 
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・出来るならば、教育プロセスの一部として、全従業員に、セキュリティポリシーに関

する個人誓約書に署名することを求めなさい。 

 

イ．上級管理者の責任 

上級管理者の積極的取り組みは、人的セキュリティの

価値と必要性の双方を明示すために不可欠である。場合

によっては、新しい対策を導入する際の原動力として従

業員の支援が必要であるかもしれない。トップダウンに

よる実行は団結心を促進するが、上級管理者からの意思

疎通が欠如している場合はこのプロセスは失敗するであ

ろう。例えば、最高経営責任者が通行用のセキュリティ

パスを着用していなければ、経営にあたるものがこのポ

リシーを重要なものと思っていないという目に見える指

標を示すことになる。 

  

上級管理者、とりわけ民間企業の上級管理者は、従業員からもたらされる金銭的損害の

結果に対して最終的責任を持つことになるであろう。従って、上級管理者は、より実戦的

レベルで、組織のセキュリティ文化の質に強い関心を持たなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・上級管理者または取締役に対して、人的セキュリティを強化するための資金提供、リ

スクアセスメント、および対策の実行を援助するよう要求しなさい。 

・上級管理者からの支援を促進するために、新聞等で報道された潜在的インサイダー脅

威に関する実際の例を彼らに示しなさい。 

 

ウ．ライン管理者の責任 

直接、部下を管理する役割を有する者は、部下の懸念ある行動を発見・対処するととも

に部下のセキュリティ対策への取り組みを促進する役割を持っている。とはいえ、管理者

または従業員にこのシステムを濫用するのを防止するための保護措置が備わっていること

が望ましいかもしれない。（「調査」参照） 

 

不審な、または異常な行動を発見･解決する管理者の能力は様々である。特に、部下と

異なる場所に勤務する管理者には困難であろう。しかし、部下が異なる場所で働いている

場合でも団結の絆を改善することはできる。例えば、管理者と部下との電話またはテレビ

会議システムを通じた日々の連絡や定期的な顔と顔を合わせた会議の開催などがある。

（「安全な契約」参照） 

等級にかかわらず、すべての従業

員は常に組織内ではセキュリテ

ィパスを着用しなければならな

い。（妥当ならば、外部ではそれ

を見えないようにする。）また、

彼らは、パスを着用していないど

んな人物でも尋問しなければな

らない。そして、必要に応じて、

これをセキュリティ部門に通報

する。 
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ライン管理者の職務明細書に、セキュリティ責任を含ませることは重要である。この分

野の彼らの技量を評価し、（例えば、シナリオに基づく役割演習を通して評価する）もし、

彼らが要求される基準を満たしていなければ、追加的訓練を行うことは役に立つかもしれ

ない。管理者が一貫してこれらの責任に専念しない場合には、組織は人事ポリシーに沿っ

てこれを懲戒事項として取り扱うべきである。 

 

考慮すべき処置 

・管理者の職務明細書にセキュリティ上の責任を含めなさい。 

・これらの要件を満たすために、部下従業員に対する教育を管理者の責任としなさい。 

・部下を監視し、問題を処理するための明確な手順を定めなさい。（同僚の個人的な恨

みから従業員を保護するための保護措置を含む） 

 

⑷ 透明性 

 

ア．明確な方針と手順 

従業員が理解・関与するのを促すために、どんなセキュリティ対策も閲覧可能なポリシ

ー文書の中ではっきりと説明されていることが重要である。これには、順守義務違反に関

する罰則規定も含まれる。例えば、状況によっては刑罰が加重されるなどを含むセキュリ

ティ違反の場合に準拠となるものでなければならない。 

 

そのような手順を明確に定義することによって、組織は、協力者がいなくても、執拗な

犯罪者を弾圧することが可能となる。また、従業員にパスを着用することを要求している

組織は、不服従者に対して次の手順を定めることができる。 

・パスを着用していない社員は、最初に口頭により注意される。 

・もし、パスを着用しないことに固執するなら、当該従業員の管理者は、継続した不服

従は正式の違反になることを口頭により警告を発するよう関係先から指示される。 

・次に、人事またはセキュリティ部門から直接・書面による警告がなされる。 

・最終的に、組織の懲戒手続に沿って懲戒処分が行われるであろう。 

 

社員に、雇用開始当初から、関連するポリシー文書へアクセスさせることは重要である。

それによって彼らは、どこでポリシー文書が閲覧できるか、質問や懸念をどこに訴えれば

よいかを知ることができる。 

 

考慮すべき処置 

・すべての行動と倫理に関連するポリシー文書をアクセスが容易な場所に保管しなさい。 
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・ポリシーが変更または更新された時は、周知させなさい。 

・違反の重大さに応じて処分するという明確な手順を明らかにするとともに、ゼロ・ト

レランス（断固とした処置をとること）を言明しなさい。 

 

イ．監査と強化策 

手順が順守されていることを確認するために、組織のセキュリティシステムの定期監査

を行うことが有効である。また、そのような監査は、インサイダー行動の発見を容易にす

るかもしれない。（「従業員のアクセス監視」参照）しかし、手順順守の良好なレベルを確

認することがこの調査の最終目的ではなく、基準を低下させないためにこれらの監査を継

続することが同様に重要である。 

 

個人がセキュリティポリシーに違反したことが明白な場合には、懲戒手続に従うことが

非常に重要である。これにより、他の社員に対し、この様な行動が受け入れられないこと

を示すとともにセキュリティ規則を順守することを促すことになるだろう。また、犯罪行

為が発生した場合には、警察に通報することが適切であろう。（「調査」参照） 

 

次の例はこれらのポイントを説明している。 

・組織は、事務室に携帯電話を持ち込むことを禁止するポリシーを持っており、従業員

に対して、携帯電話の電源を切ること、および入り口のロッカーに保管することを命

じている。しかし、現実には電話の有無をチェックする身体検査が決して行われず、

加えて、建物の中には作動中の携帯電話を発見するメカニズムがないことを従業員は

知っている。さらに、事務室に持ち込んでいる携帯電話を保持していることが管理者

に知られている者に対してもなんら影響がなかった。 

 

上記のポリシーは必要であり、かつ適切な対策であるかもしれないが、完全に従業員の

自発的な順法精神を頼りにしている。従って、このシステムを悪用している、または悪意

を持って行動している従業員を発見することはできないであろう。この例における順法精

神は、次の対策のいくつかまたはすべてを適用することによって強化することが出来る。

そして、それは、その他の脅威にも有効であろう。（「従業員のアクセス監視」参照） 

・建物へ出入りする従業員に対して、禁止品目、例えば、携帯電話またはセンシティブ

な文書などの無差別チェックを行う。 

・携帯電話の存在を警報するために、建物の中に戦略的に探知機を設置する。 

・規律違反に対しては、違反の重大さに従って迅速かつ適切に対応する。 

 

ウ．アクセス制限 

センシティブな情報を不必要に同僚と共有している時にセキュリティ違反は起こるで
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あろう。（「操り工作対策」参照）当然、従業員は、仕事上の役割を達成するためにいくら

かの情報を必要とする。しかし、組織は、‘need to know’原則、即ち、従業員が必要と

する情報だけに制限することによって従業員からもたらされるリスクを軽減することがで

きる。また、この原則は、誰かが不適切に情報を探ろうとしていることを一層明らかにす

ることができる。 

 

‘need to know’と同等の物理的および電子的対策は、‘役割基盤アクセス’（role-based 

access）である。役割基盤アクセスは、彼らの役割に応じて、従業員のアクセスを制限す

ることである。それは、特定の区域、文書管理室、文書棚、およびＩＴサーバーまたは記

憶装置室毎に物理的アクセスを制限することができ、異なる IT システム、ファイル領域、

およびデータベース毎にコンピュータアクセスを制限することができる。（「従業員のアク

セス管理」を参照） 

 

役割基盤アクセスシステムを適用する場合には、定期的にアクセス権を点検・改正する

ことが重要である。とりわけ、従業員の役割が変わったとき、異なる部署へ異動するとき、

または組織を去るときなどである。（「退職手順」参照） 

 

考慮すべき処置 

・従業員に不必要なセンシティブ情報を、同僚、またはたとえ管理者であっても他人と

共有しないことを要求しなさい。 

・アクセス状況を毎年点検するとともに、さらに、継続した不必要なアクセスを防止す

るために、従業員の仕事が変わった時に点検しなさい。 

・‘need to know’原則に違反した従業員を罰する手続を設けなさい。 

 

エ．訓練 

従業員が組織のセキュリティ機構の中で彼ら

の責任を果たすために必要な技量を身につけて

いることが重要である。ワークショップ（研修会）、

シナリオに基づいた役割演習、ブリーフィング、

講演、イントラネットもしくは社員雑誌の記事、

討論会、またはテストなどの広範な教育技術によ

ってそれを達成することができる。 

 

セキュリティ訓練は、セキュリティ対策の認識を高め理解を促進するために導入教育か

ら始められるべきである。これは、その他のセキュリティ訓練イニシアティブ、例えば、

ポスター宣伝または雑誌記事などと関連付けることが出来る。その後、従業員の役割に応

管理者に疑惑を解決するだけの知識

を与える訓練コースには、役割演習（ロ

ールプレー）シナリオが効果的である。

これは、管理者の対人関係技能および状

況を判断し適切に対応する能力を評価

する実践的な方法を提供する。 
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じて、より具体的な訓練が必要となるであろう。 

 

定期的な再教育訓練は、基準を維持するため、あるいは新しい手順を現行の業務プロセ

スに取り込むために有効であろう。十分な基準を達成していることを確認するために、い

くつかの訓練施策の範囲内で評価の要素を取り入れることは適切であろう。これは、とり

わけ、訓練管理者が部下の疑惑または異常な行動に関する懸念を解決するときに有用であ

ろう。 

 

考慮すべき処置 

・雇用開始当初から従業員のセキュリティポリシーに関する認識を高めなさい。 

・基準を維持するために、必要があるかどうかを評価しながら、定期的に再教育訓練を

行いなさい。 

・自己開発計画を通じてこれらのプロセスに取り組むように、従業員にインセンティブ

（報償）を与えなさい。 

 

オ．従業員の福祉 

強固な福祉文化をもつ組織では、従業員は、自身で問題解決に時間をかける前に、管理

者等と問題を共有し、対処することができる。これは、個人的判断能力が弱まりあるいは

第三者への脆弱性を高めるような生活環境（例えば、離婚または金銭的困難）にある時に

有効である。適切な支援がなければ、そのような従業員は操り工作に引っかかりやすくな

ったり、または組織内でアクセス権を悪用しようとするかもしれない。（「インサイダー脅

威のスクリーニング」参照） 

 

管理者が、部下従業員の行動に対処する必要を感じた場合には、適切にそして関連する

手順に沿って対処されることが極めて重要となる。もし、問題の解明が必要な場合には、

人事部門または雇用問題専門弁護士のアドバイスを求めなさい。そのような問題を解決す

る能力を示すことができなかった管理者には、満足する技量に達するまで更なる訓練を行

わなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・従業員に対して、個人的問題を同僚または管理者と共有することを奨励しなさい。そ

して、必要ならば、専門的支援またはアドバイスを従業員に与えなさい。 

・組織によって何が支援され､何が許されないかに関する明確なガイドラインを作成し

な 

さい。例えば、違法な薬物濫用など。 

・部下のどんな懸念にも適切に対応できるようにするために、実践的かつ評価された訓
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練を管理者に行いなさい。 

 

カ．評価 

業績評価に人的セキュリティチェックを組み入れることは、すべての従業員に対する定

期的な人的セキュリティチェックを保証する方法として有用である。また、それは効果的

な時間と資源の使用であろう。しかし、特に、新しい施策として導入する場合には、従業

員の離反を避けるために慎重に行われなければならい。 

 

センシティブなポストの従業員には、毎年セキュ

リティ評価フォームを提出することが要求されな

ければならない。（「付録 A」を参照）これは、組織

のセキュリティに対してリスクをもたらすかもし

れない、従業員の個人的・財政的状況の変化を判断

するセキュリティ評価フォームを提供する。もし、

組織が海外利権の標的になりそうであるならば、評

価期間内の外国人との業務上、あるいは個人的な接

触リストの提出を求められなければならない。 

 

もし、この様な調査書が、組織にとって余りにも形式的すぎたり、従業員にとって不適

切であるならば、簡単な項目のチェックリストが使用されるべきである。そうすることに

より、管理者と従業員がきちんとした情報を共有していることが保証される。また、その

ようなチェックリストは、管理者が質問するかもしれない問題に従業員の関心を向かわせ

ることができるなど、従業員に対する保護措置にもなるであろう。 

 

このチェックリストには次の領域が含まれる。 

・財政状態の重要な変化（肯定的または否定的） 

・住所の変更 

・個人環境の重要な変化（例えば、結婚または離婚） 

・従業員の仕事に関連した第三者からの不審な接近（「操り工作対策」参照） 

・インターネット上であまりたくさんの個人情報を共有することの危険性に関する従業

員の認識を高めなさい。 

 

可能ならば、従業員に対して、彼ら自身の重要な変化の報告を正式に尋ねられるまで待

つべきでないことを強調すべきである。セキュリティ評価フォームは、意思疎通の流れを

補完・強化するが、他のメカニズムの代わりになることが目的ではない。 

 

もし、管理者が組織のセキュリティに

関連しない不適切な質問をしたならば、

管理者または組織は、雇用審判所

（employment tribunal）における審判

の対象になるかもしれない。この領域で

何らかの懸念または疑問がある場合、雇

用問題専門弁護士のアドバイスを求めな

ければならない。 
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考慮すべき処置 

・従業員に対して、もし個人的状況に重要な変化があった場合には管理者または人事担

当者に通知することを求めなさい。そして、この情報は厳重に秘匿しなさい。 

・これらを、新しく組織に加わった従業員に対しても明確な責任として要求しなさい。 

 

キ．従業員の意識調査 

人的セキュリティ、組織文化、および職務満足度に関する定期的な意識調査は、あなた

のセキュリティ対策がよく受け入れられ、理解されているか否かを判定する有効な方法で

ある。これは、社内または第三者によって実施できる。しかし、完全で正直なフィードバ

ックを奨励するためには匿名方式を取り入れることがいつも有効である。 

 

組織内で肯定的な結果を発表することは、効果的なセキュリティ文化をさらに強化する

ことになるであろう。他方、（もし可能ならば）否定的な結果を公表し、対処・解決する

ことは、管理者に対する信頼を維持するためにきわめて重要である。 

 

考慮すべき処置 

・匿名調査を利用し、従業員の意識を評価しなさい。（例えば、５年毎） 

・これらの匿名調査に基づき、従業員が調査結果を公然と議論でき、かつ管理者に直接

質問できる公開のフィードバックセッションを開催しなさい。 
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４．操り工作（マニピュレーション）への対応 

 

組織が、自らの物理的セキュリティと電子的セキュリティを強化するのに比例して、秘

密またはセンシティブな情報を入手しようとする者は、組織内で既にそれらへの合法的な

アクセス権を有する従業員を利用しようとするであろう。情報を入手するために他人を操

ろうとするプロセスは、‘ソーシャルエンジニアリング’（social engineering）として知ら

れている。すべての従業員は、公私双方にわたってソーシャルエンジニアリングの脅威を

認識するとともに、彼ら自身と組織を守るためにソーシャルエンジニアリングに用心する

よう訓練されていなければならない。 

 

一般的に、ソーシャルエンジニア（social engineer）は、攻撃（分散攻撃か指定攻撃か

どちらか）を開始する前に、標的の組織または個人についてできるだけ多くの情報を得よ

うとするであろう。 

 

⑴ 分散攻撃（Dispersed attacks） 

 

分散攻撃（モザイク攻撃として

も知られる）は、一人、または複

数の人物が、例えば、同僚、新入

社員、配達人、または作業員を装

って、長期間にわたり異なる情報

源から情報を収集しようとする攻

撃である。それらの人物は、標的

の組織の従業員に僅かな好意、も

しくは明らかに取るに足らない情

報の断片を求めたり、または一見

無害に見える会話から情報を入手

しようとするであろう。断片情報

は、バラバラでは役に立たないが、

集まるとソーシャルエンジニアに

は非常に価値のあるものになる。 

 

指向攻撃よりも分散攻撃において、より頻繁に使用される情報源には次のものが含まれ

る。 

 

泥棒は、彼の魅力によって、銀行から 1,500 万ポンドのダイ

ヤを盗んだ。 
チョコレートと魅力で武装した詐欺師は、銀行の金庫室に

入り込み、1,500万ポンド以上の価値のダイヤモンドを持ち去
った。 
アルゼンチンのビジネスマンであるカルロス・ヘクター・

フロメンボームになりすました口の上手い、白髪の泥棒に関
する情報に１,３７０,０００ポンドの謝礼金が掛けられた。 
アントワープのダイヤモンド協会のスポークスマンである

フイリップス・クロー氏は、シティーの ABN Amro銀行が世界
で最も高度なセキュリティシステムを保有しているにもかか
わらず、詐欺師は弱点を発見したと語った。“彼は暴力を使わ
なかった。彼は信頼を得るために一つの武器－魅力―を使用
した。彼は行員のためにチョコレートを購入した。彼は行員
を魅了した。そして、彼は複製を作るためにオリジナルキー
のコピーを入手し、そして、ダイヤモンドが何処にあるかの
情報を入手した。 
盗まれた１２，０００カラットの中にはカットされたもの

とカットされていないものが含まれている。 
警察は、この強盗は１年以上かけて計画されたものであり、
一人による強盗では最大の被害額であると見ている。 
“ダイヤモンド業界では、我々は一緒に働く者を信じる。そ
のために、時々、代償を払うことになる”とクロー氏は語っ
た。 

デイリーテレグラフ 2007年 5月 
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ア．ゴミ箱あさり 

組織、または従業員のゴミ箱からかき集められた情報は、犯人が、ソーシャルエンジニ

アリング攻撃を仕掛ける際に役に立つ会社の背景知識を得るための手掛かりとなる。 

 

イ．フィッシング詐欺／ファーミング詐欺 

信頼できる第三者になりすまして、ユーザ名とパスワードなどのセンシティブな情報を

入手しようとすること。フィッシング詐欺は、典型的に E メールまたはインスタントメッ

セージングにより行われる。ファーミング詐欺は、インターネットユーザを偽りのウェブ

サイトに誘導することによって類似の情報を得ようとするものである。 

 

ウ．トロイの木馬／ギミー（Gimme） 

悪意のあるソフトウェア（マルウェアとして知られる）を組織の IT システムに侵入さ

せるために、犠牲者の好奇心と貪欲さを巧みに利用するＥメールの添付ファイルをいう。

その結果は、単にユーザに厄介を引き起こすことから、コンピュータが第三者によってリ

モート制御されるまでに及ぶであろう。 

 

エ．路上の糞（Road apple） 

路上の糞とは、例えば、机の上またはエレベーターの中などの確実に発見される場所に

置き去られたマルウェアを内蔵した CD ROM または USB フラッシュドライブをいう。そ

れは、（ウェブサイトから入手可能なロゴマークがあり）全く本物のように見え、さらに、

発見者の好奇心を刺激するタイトルがつけられている。それが、一旦 USB ポートまたは 

CD ROM ドライブに挿入されると、トロイの木馬と同じようにコンピュータを感染させ

る。 

 

オ．ソーシャルネットワーキングウェブサイト 

ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、興味と活動を共有する人々または他人の

興味と活動を調査することに興味がある人々が、インターネット・オンラインで交流する

フォーラムである。メンバーは、ソーシャルネットワーキングウェブサイトで、Ｅメール

やインスタントメッセージなどのいくつかの方法で、個人の詳細情報、彼らの仕事や、彼

らが勤めている会社に関する情報や意見、その他彼らの写真等を交換し合う。ある調査結

果は、個人情報窃盗のリスクやプライバシーに懸念を抱いている人でさえもセキュリティ

レベルが様々であり、これらのサイトに熱中していることを示している。 

 

カ．会社のウェブサイト 

いくつかの会社は、透明性のために、組織図、社員の経歴や連絡先の詳細、“月間優秀

社員”の写真、政策、会社内ブログ、および職場見取り図まで、自社のインターネットサ
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イトに公表している。必要以上に詳細な情報を会社のインターネットに掲示することは、

ソーシャルエンジニアをこの上なく利することになる。それは、分散攻撃前の必要な調査

努力を大いに軽減するであろう。 

 

キ．インターネット一般 

従業員自身のウェブサイトやブログ、同じ趣味のグループのウェブサイト、または人材

派遣会社などの第三３者ウェブサイトには、いずれも大量の詳細な個人情報 ―とりわけ、

新しい仕事を探している従業員の履歴書― が内蔵されている。そして、それらの情報は

ソーシャルエンジニアが個人を標的とするのを手助けするであろう。インターネットアー

カイブやインターネット検索エンジンのキャシュは、情報がウェブサイトから削除された

後であっても、その情報を長期間（時には数年）にわたりアクセス可能な状態に置くこと

ができる。 

 

ク．名刺やその他の印刷物 

名刺や宣伝用パンフレットにはしばしば大量の情報 ―肩書き、会社ロゴ、所属部署名

など― が含まれている。それらはソーシャルエンジニアにとって有用なものである。時

と場合により、名刺やその他の印刷物に含まれる詳細な情報量を制限することは妥当なこ

とである。組織は、「会社データ戦略」を開発することを考慮すべきである。それにより、

組織や従業員に関する情報が、熟慮された一貫した方法で取扱われ、そして配布されるこ

とが保証される。 

 

⑵ 指向攻撃（Directed attacks） 

 

指向攻撃は、通常、価値のある情報へのアクセス権を有する組織内の特定の個人を標的

とする。ソーシャルエンジニアは、例えば、講習会において仕事上の接触のふりをして標

的である個人に接近し、緊密な関係を構築するのにかなりの時間を費やした後、確立した

信頼関係を利用して情報へアクセスしようとするであろう。そして、簡単に入手可能なセ

ンシティブでない情報を要求することから始め、徐々により秘匿の高いデータを要求 ―

時には強制的に― するようになる。 

 

ソーシャルエンジニアリングの形態として、分散攻撃と指向攻撃が同時に使用されるか

もしれない。あるいは、分散攻撃は後で、指向攻撃を仕掛けるのに必要な情報を収集する

ために使用されるかもしれない。 

 

分散攻撃では、標的との意思疎通を図る間に、ソーシャルエンジニアの成功確率を高め

るために、次の技術が使用されるであろう。 
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･権限 

権限を有する人からの要求には応じる傾向を利用するために、先任者であること、

または専門家であることを強調する。 

・慣習への服従（Conformity） 

他の同僚が以前情報を提供したこと、またはアクセスが認められたことを述べるこ

とにより情報要求を正当化する。 

・共感 

共通の趣味に焦点をあてて友好関係を築き、そして、友人をより手助けしたという

人間の基本的な性向を利用する。 

・互恵主義 

ソーシャルエンジニアが、それまでに標的に与えた援助を強調する。そして、標的

の恩義に報いる義務感を利用する。 

・一貫性 

過去に標的が、要求に応じたことを指摘し、そして、過去の行動と一致したように

振舞いたいという人間の基本的な性向を利用する。 

 

ネームドロッピング（有名人の名前を持ち出して、自分の知人であるかのように話をす

ること）、急いでいるようにみせかけること、そして単純なお世辞をいうことなどが、（例

え、標的がそれと知っていても）いまだに人から話を引き出すための強力な道具であるこ

とを思い起こすことは価値がある。 

 

⑶ 対策 

 

ソーシャルエンジニアリングが ITシステムや建物よりも個人を標的とするものなので、

この攻撃から防護したいと願っている組織の最も効果的な対策は、教育である。従業員は、

ソーシャルエンジニアリングがいかに行われるかを認識するとともに、自らが保有する情

報の価値を認識するよう教育されなければならない。 

 

ソーシャルエンジニア認識プログラムは、従業員が直面するであろう広範に起こりうる

ソーシャルエンジニアリング攻撃の概要を含むとともに、データを保護するための実際的

な次のアドバイスが提供されていなければならない。 

・ソーシャルネットワーキングサイトに自分自身や職業に関する情報を掲示しようとす

るときは慎重に選択しなければならない。 

・職場以外で、センシティブな仕事上の問題については話さない。 

・不明または不審な送り主からのＥメールは開封しない。 

・Ｅメールの添付ファイルはすべて慎重に取扱う。 
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組織のインターネットアクセスポリシーに包含される対策は次のとおりである。（技術

的な能力を有する従業員は、それらを、自宅のコンピュータへ取り込むことができるであ

ろう） 

・ソフトウェア制御を使用することにより、信頼できるウェブサイトのみをアクセスさ

せることができる。それにより、システムに悪意あるソフトウェアが挿入されるリス

クを減少させることができる（「従業員のアクセス管理」参照） 

・もし、その機能があるならば、Ｅメールの添付ファイルを自動的にダウンロードする

オプションをオフにする。 

・インターネットのゲートウェイすべてに効果的なフィルタリングを実装する。（例え

ば、スパムブロッカー、ファイアウォール、アンチウイルスソフトなど）そして、こ

れらの最新版と最新のオペレーティングシステムをインストールする。 

 

上記の電子的対策に加えて、従業員が情報の安全を確保するのを支援するために、組織

が考慮する措置は次のとおり。 

・インターネットの利用について明確に定義されたインターネットアクセスポリシーを

作成・周知させること。 

・取扱い手順と一緒になったセンシティブな文書のための標識システム。 

・疑わしいソーシャルエンジニアリング攻撃を従業員が報告できるメカニズムと、情報

の特定部分を獲得しようとする反復攻撃などを識別するための検証プロセスを提供

する。そうすることにより、他の従業員に対し注意を喚起できる。 

・組織のウェブサイトに提示される情報が、一般に公開するのに十分であり、かつ規則

に則り、そして、ソーシャルエンジニアリング攻撃の手助けとなるような余分な情報

を提供していないことを確認する。 

・書類の中にセンシティブな情報が含まれている場合には、書類を破棄する前に裁断す

るという手順を実行する。 

・従業員に対して、一定の価値以上の贈り物を受取った場合には、申告することを要求

する。そして、申告リストを頻繁に調査することにより、異常な傾向または不適切な

贈り物を発見することができる。 

・クリアデスクポリシーと‘need to know’の原則に基づき情報が扱われる文化を維持

する。 

・セキュリティ導入教育と定期的な継続的セキュリティプログラム双方には、ソーシャ

ルエンジニアリング訓練を含ませる。；会社のニュースレターや組織のイントラネッ

トサイトの記事は、メッセージを強化するのに役に立つであろう。 

 

特にソーシャルエンジニアリング攻撃に晒され易い従業員 ―例えば、受付係、IT アド
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ミニストレイター、またはセキュリティガードなどの重要な資産にアクセスするもの― 

に対して、操り工作に対処するために追加の訓練を考慮すべきである。これらのグループ

の従業員には次のことが求められる。 

・特に、情報要求者に回答する前に、要求者の信用証明書（身分証明書等）を、どのよ

うに、いつ、チェックするかを規定に従い厳守しなければならない。 

・訪問者が自身の連絡先の詳細な情報提供を拒否する等の異常な態度に警戒すること、

ソーシャルエンジニアリング技法（権限、共感、慣習への服従、互恵主義、一貫性）

の使用に警戒することが教育されていなければならない。 

・彼らが疑わしいと思ったことについて、自信を持って、一連の質問ができるよう訓練

されていなければならない。 

 

顧客と直接接しながら、ソーシャルエンジニアリング攻撃の疑いがあるという理由で電

話を切ったり、または情報提供を拒否しなければならない立場にある従業員は、自分がラ

イン管理者から支持されているという自信を持たなければならない。また、彼らの業務手

順にソーシャルエンジニアリングへの対応が十分に組み込まれていることを確認すること

が重要である。 

 

関連情報源 

 

. www.getsafeonline.org ：インターットにアクセスしている間の安全確保の方法に関す

るアドバイスを提供する政府と民間組織が後援しているサイトである。 
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５．インサイダー脅威のスクリーニング 

 

人的セキュリティの最も挑戦的な側面は、インサイダー脅威を除去するために個人をス

クリーニング（ふるい分け）することである。効果的な人的セキュリティ体制の維持のた

めには、誠実さ、正直さ、および信頼性とともに、潜在的インサイダーによって示される

態度や心理的特徴についてよく考えをめぐらせる必要がある。 

 

現在のインサイダー、あるいは将来のインサイダーを確実に判別する指標の組み合わせ

を決定することは難しい。これまでの研究によると、インサイダーの人格、動機、および

行動様式は極めて様々である。さらに、インサイダーの行動様式は、多くの要素、例えば、

生活経験や労働環境などの複雑な混合によって形作られている。従って、一つの指標によ

って潜在的なインサイダーを確実に判別することはとてもありえないが、行動様式の特別

の組合せ、または繰り返しが観察されたときには、懸念材料となるであろう。それでもな

お、潔白であるという弁明があるかもしれない。 

インサイダーの行動様式は、一般に次の３つのカテゴリーに分類される。 

・日和見主義 

事前にはアクセスしようとする意図はなかったにもかかわらず、いったんその職に

つくと資産へのアクセス権を悪用しようとする人物 

 

・勧誘されたもの 

本人の保有するアクセス権の利用を目的に、他人に勧誘された人物 

・意図的なもの 

そのポストに就いたら、自身のアクセス権を濫用しようという意図を持って職を探

す人物 

 

従って、潜在的なインサイダーのスクリーニングは、雇用前のスクリーニング ―計画

的にインサイダーになる意図を持つ人物を発見する― から現在の従業員の態度の変化を

捉えるための雇用中の人的セキュリティ対策まで、組織の人的セキュリティ体制のすべて

の側面に組み込まれていなければならない。（「セキュリティ文化」と「従業員のアクセ

ス監視」参照）スクリーニングのレベルは脅威に比例することが重要である。そして、人

的セキュリティリスクアセスメントは、リスクが最大の場合のスクリーニングの役割を特

定するのを手助けするであろう。（CPNIのガイダンス「人的セキュリティのためのリス

クアセスメント」参照） 

 

⑴ インサイダー活動の可能性に影響する要因 
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ある種の環境要因は、インサイダー活動に対する脆弱性を増大させるであろう。 

・貧弱な管理慣行と虚弱な組織文化は、従業員の忠誠心と関与を低下させる。 

・役に立たない苦情処理プロセスは、従業員の不満を増大させる。 

・強固なセキュリティ文化の欠如は、従業員がセキュリティに対する個人の責任を果

たさず、かつセキュリティ手順の順守を疎かにすることに通ずる。 

・雇用前に行うスクリーニング中の不十分な人的セキュリティ対策は、意図的なイン

サイダーを判別する組織の能力を低下させる。 

・採用後の不十分な人的セキュリティ対策は、従業員のインサイダー活動を発見・防

止する組織の能力を限定する。 

 

その上、従業員の私生活を取り巻く状況には、第三者からの影響に対する脆弱性を増加

し、判断能力を弱め、またはインサイダー行為への関与を促進するものがある。その様な

環境の例には、本人の病気、配偶者、親しい友人、もしくは家族の死や病気、不確実な雇

用状況、本人の経済的困難、または仕事上の不当な扱い（差別や嫌がらせを含む）が含ま

れる。 

 

ライン管理者は当然として、通常、すべての従業員は、同僚に現われた脆弱性が増加す

る徴候に気づかなければならない。個人的問題の徴候を示す行動には、例えば、過度のア

ルコールの摂取、薬物乱用、鬱の徴候（仕事に対する興味の喪失を含む）、および情緒不安

定（変化または期待はずれに対する過剰反応を含む）などが含まれる。 

 

⑵ スクリーニングの目的 

 

スクリーニングを行う理由には次のものがある。 

・特定の性格特徴、個人的状況、または交友関係などのインサイダーとなる素因を発

見する。それらは、圧力に対する脆弱性、あるいはインサイダーとして行動する意

図を示すものである。 

・疑わしい行動を発見することを通じて、実際のインサイダー行動を探知する。（デー

タベースへのアクセスまたは無許可でセンシティブな情報を持ち出すなど） 

・面接の間、真実でない話を見つけるなど、インサイダー活動に結びつく欺瞞を発見

する。 

 

インサイダー活動（特に米国におけるスパイ活動や悪意のあるインサイダーの実例を含

む）に関する CPNI やその他の研究は、インサイダー脅威のスクリーニングにおいては、
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次の４つの懸念される徴候について考慮すべきであることを示している。 

・無許可の行動 

合法的なアクセス権を保有しない従業員による、センシティブな情報のダウンロード

などの無許可または違法な行動。その行動によって当該従業員は、重大なセキュリテ

ィリスクとなる。 

・不審な行動 

組織のセキュリティ対策に関する異常な関心、無断もしくは頻繁な不在、またはその

個人がアクセス権を有していない情報、もしくは場所に関する同僚への異常な位の質

問など、無許可でも違法でもないが、違法行為の前触れとなる行動。 

・ライフスタイルや勤務態度の変化 

個人的状況の変化と同様に勤務態度の変化は、従業員の組織に対する忠誠心が薄らい

でいるか、または危険にさらされていることを示している。（しばしば不満プロセスと

関連している）これらには、信仰する宗教もしくは所属政党の変更、当該従業員の給

料と相容れない裕福さの誇示、勤務パターンの変化（特に、一人での作業、または異

常な時間帯での作業）、またはセキュリティ手順を度々なおざりにするなどが含まれる。

これらは、個人的な仕事、またはセキュリティへの姿勢に対し悪影響を及ぼすもので

ある。 

・個人的な脆弱性 

敵対的な態度、懸念国家に居住する家族、または好ましくない経歴などの特徴を有す

る従業員は、インサイダーになりやすいであろう。  

 

雇用前のスクリーニングと雇用中の人的セキュリティの一部としてのスクリーニング

は、それぞれ違った挑戦と機会を提供する。例えば、申込用紙 履歴書が調査のために利

用できる雇用前の段階では、個人の過去の経歴に容易にアクセスできるが、一方、雇用中

のスクリーニングでは、従業員の行動パターンがすでに確立し、それが観察でき、そのた

め変化がより目に付くという事実から利益を得ることができる。雇用中のスクリーニング

は、ある従業員に関する特定の懸念を解決する場合、または、ある従業員をインサイダー

活動の大きな機会のある配置へ異動させる場合などに積極的に実施されるであろう。（「従

業員のアクセス管理」参照） 

 

⑶ スクリーニングプロセス 

 

インサイダー活動に対する脆弱性やインサイダー活動への積極的な関与を発見するス

クリーニングは、二段階のプロセスである。第一段階では、不審な行動などを示すことに

より懸念の対象となっている従業員または個人的な脆弱性を有する従業員を特定する。第

二段階では、いくつかの方法によってこれらの懸念を解消する。 
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第一段階 ―懸念の原因となっている個人の特定－ は、最初のフィルターとして機能

するもので、すべての従業員を対象とした基本的レベルのスクリーニングである。従って、

かなり大人数への適用に適したツールと技術が使用される。そして、それらは次の形をと

る。 

・同時に多数の従業員に実施できる、心理テストまたは性格アンケート。 

・従業員の異常な行動を確認する自動監視。（「従業員のアクセスの監視」参照） 

・ライン管理者が、懸念となる徴候や行動を発見するため使用する評価プロセス。 

・人的セキュリティやインサイダー脅威への自覚を促して、すべての従業員をスクリー

ニングプロセスに確実に参加させること。（「セキュリティ文化」を参照）そして、従

業員の懸念を表明できる通報メカニズムを提供すること。（「ホットライン報告」を参

照） 

 

最初のフィルターによって、組織にとって一定の懸念となる特定の個人を発見したなら

ば、これらの懸念を解消する方法を見つけるための第二段階となる。これは、必然的によ

り直接的なアプローチになる。一般的には、面接（インタビュー）のような対面相互作用

などがある。さらに、この段階の後にも存続する懸念に対しては、通常、内部調査が行わ

れる。 

 

面接は明らかに多くの労力を必要とし、さらに熟練したインタビュアーを必要とする。

従業員は、面接に合格するために偽りの自分を演じようとするであろう。この種の欺瞞を

見逃さないことが、この様な面接の有効性を確保するために重要である。 

 

組織は、ライン管理者や従業員が問題の行動を見落とさないようにするために、セキュ

リティ認識プログラムの実施について考慮すべきである。懸念が生起した場合、過剰に反

応せず、しかもエスカレーションを回避するために、懸念に比例した行動を取ることが重

要である。インサイダー活動が存在しないことを診断することも同様に重要である。そし

て、それぞれの事例に対して正しい措置が取られることを確実にするためには、組織的な

手順が常時順守されていなければならない。（「調査」参照） 
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６．通報ホットライン 

匿名あるいはその他の方法で、セキュリティ上の懸念または疑惑を通報することができ

る信頼できるツールを社員に提供することは、セキュリティ文化の育成を手助けする積極

的な方法である。成果を得るとともにシステムに対する社員の信頼を得るためには、よく

聴取し、深く分析し、そして、それぞれのケースに応じて適切に対応できる熟練された専

門家によってシステムが運営されなければならない。 

 

従業員は、同僚による虐め、セキュリティ手順順守の怠慢、詐欺、窃盗の疑惑もしくは

実際の違法行為、または反倫理的行為もしくは不正行為をホットラインによって通報でき

る。また、それは同僚の不審な態度を報告する手段にもなる。（「インサイダー脅威のスク

リーニング」参照）さらに、経済的困難に陥った従業員がアドバイスを求めたい場合には、

ホットラインはサマリタン機能（Samaritan function：苦しむ人に同情と援助を与える機

能）を提供することさえできる。 

 

“ホットライン”は従業員のための通報システムという一般的な用語であるが、電話に

限定する必要はない。それには、インターネットサイト、または会社専用の E メールアド

レスなどの形がある。 

 

良好なセキュリティ文化が根付いている組織では、通常、従業員が同僚等の無許可行動

を通報したいと思うときには、ライン管理者が最初の接点となるであろう。通報ホットラ

インは、この人間関係に代わろうとするものではない。それは、匿名による通報または時

間外の通報などの付加的な便宜を提供しようとするものである。 

 

⑴ 原則 

 

ある研究によると、最も成功した通報ホットラインは、次の共通したいくつかの原則が

あることを示している。 

・ホットラインで通報すべきことについて、従業員間で明確になっている。 

・第三者によって運営されるホットラインが、従業員によって、真に秘密が守られ、

かつ公平であると理解されている。 

・ホットラインには、効果的に聴取でき、関連質問ができ、通報内容を文書化でき、

そして、更なる処置を取るために、適切な部署へ迅速に情報を伝えることができる

熟練した専門家が配置されている。 

・ホットラインが内部的に設けられている場合には、その通報を調査する部署によっ

てホットラインが運営されてはいけない。 
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・ホットラィンが外部に設けられている場合には、犯罪行動に関連した通報をいかに

取扱うかについて明確な理解が必要である。（例えば、必要な場合、誰が警察へ連絡

するかなど） 

・従業員が通報したいと思っても同僚が一緒に勤務している時間帯にホットラインを

使用する可能性は少ないであろう。従って、ホットラインは２４時間利用できなけ

ればならない。 

・ある従業員グループが権利を取り上げられたと感じないように、ホットラインを運

営するものは、組織の構成員に応じた言語の範囲で通報に対応できなければならな

い。 

・ホットラインが電話の場合には、通報が従業員の自宅電話を使ってなされることを

考慮して、料金は無料か低料金でなければならない。 

・ホットライン運営者は、通報の性格に関して意味のある、かつタイムリーな管理報

告を実施しなければならない。それにより、傾向が確認できるとともに組織の施策

に反映することができる。 

・成功（“成功”は組織によって定義される）に結びつく通報を行った従業員に対する

報償が考慮されるかもしれない。しかし、報酬が誘因（インセンティブ）になるこ

とを示す証拠はほとんどない。 

・誠意から通報した従業員を支援するシステムが構築されていなければならない。こ

れは多くの形をとるが、同じことをしようとする他の従業員を安心させるために、

ホットラインを使用する従業員に対する一般的な保護の提供によって特徴付けられ

る。（「保護される開示」に関する情報を参照されたい） 

・逆に、悪意のある通報に対しては、懲戒手続のような効果的な制裁が考慮されるべ

きである。 

 

インシデント通報の取扱いは、明確に文書化されていなければならない。そして、その

手順は、ホットラインの健全性に対する従業員の信頼性を確保するものでなければならな

い。一貫した対応を保証するために、取扱い手順には、入ってくる通報の取り扱いのガイ

ダンスを提供するだけでなく、通報の深刻さを評価し、必要ならば更なる処置を取るため

に適切な部署へ詳細な情報を転送するなどの次のステップに関するガイダンスが提供され

ていなければならない。一般的には、通報は、最初に組織の調査部門へ転送されるであろ

う。（「調査」参照）しかし、取扱い手順は、組織の規模と複雑さによって様々である。 

 

⑵ 法的考慮事項 

 

通報ホットラインを設置する場合には、対処し、解決されなければならないいくつかの

法的問題がある。そして、それらは、組織のホットライン運用手順に組み込まれていなけ
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ればならない。 

 

ア．匿名性 

従業員がホットラインを使用するときに、彼ら自身が特定されないことを好むことを示

すいくつかの証拠がある。従って、従業員の匿名を認めることによってより多くの通報が

期待できるだろう。 

 

しかしながら、匿名通報の便利さは余計な複雑さをもたらす。そこで、（真実の）通報

量の増加の可能性と、身元を明かす必要がないことを知っている従業員からの悪意のある

通報や嘘の通報の可能性とのバランスが考慮されなければならない。 

 

匿名通報が、差別的な動機でなされるという大きなリスクもある。もし、通報した従業

員の動機を明らかにせずに、 ―通報が匿名の場合、それは不可能である― 通報が調査

された場合には、組織が差別運動に巻き込まれるリスクがある。 

 

同様に、例えば、匿名通報が、従業員が何らかの支援を必要としていることを示してい

る場合でも、調査チームは適切な行動をとることができず、結果、その後に組織が怠慢で

あったという指摘を受けるリスクがある。 

 

通報の性格と後の調査を考慮して、通報する従業員は、名前を提供するが可能な限り彼

らの匿名性が守られることが、通報ホットラインの条件でなければならない。場合によっ

ては、通報した従業員の身元を明かさずに、すべての調査が実施可能かもしれないが、こ

れはいつも出来ることではない。調査プロセスが彼らの関与を公表する前に、事件の重大

さに応じて、通報した従業員との協議がなされる場合がある。それぞれのケースについて

別々の判断がなされるが、すべてのケースで、匿名が保証されるものではない。 

 

匿名に関するさらなる複雑さは、米国と欧州の法律の違いに起因する。米国では、２０

０２年サーベンス・ オクスリー法（Sarbanes-Oxley Act）（米国企業改革法、略称 SOX 法）

が 会計業務、監査業務、銀行業務、および金融業務の腐敗（corruption）の通報を容易

にするために匿名によるホットラインの実行を命じている。英国では、匿名ホットライン

は、１９９８年個人データ保護法（Data Protection Act）（１９９５年個人情報保護法／

EU 指令に由来する）に違反する。ヨーロッパ当局と米国証券取引委員会は、現在、法律

上の対立を解決しようと努力している。 

 

イ．個人データ保護 

匿名の問題に加えて、ホットラインへの通報間に録音された情報を処理する方法につい
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て、特に、ホットライン運営者（組織の一部門であろうと第三者であろうと）が海外を基

盤とする場合には、慎重な考慮が必要となる。英国においては、個人データは１９９８年

個人データ保護法に基づいて取扱われなければならない。また、個人データに関する EU

指令に由来する同様の法律が欧州全体に存在する。しかし、領土・領域によって規制の枠

組みが様々である。例えば、いくつかの国は、個人データを、国境を越えて送信すること

を許していないが、特定の政府機関は、ローカルサーバーに格納された個人データにアク

セスする権限を有している。それは、ホットライン通報の機密性が保証できないことを意

味している。 

 

ウ．‘内部告発’（Whistleblowing） 

１９９６年雇用権法（Employment Right Act）（１９９９年公益開示法により改正）は、

法律により定義された‘保護される開示’（ ‘protected disclosure’）.を行った従業員に

対する保護を提供する。事案の性格にもよるが、ホットラインで通報した従業員をこの法

律でカバーすることができる。この法律は、従業員が‘保護される開示’を行った結果と

して、解雇またはその他の形の不利益を受けた場合、従業員が雇用審判所に訴える権利を

与えている。しかし、この法律は、すべての状況において一般的な保護を与えるものでな

い。 

 

一般的に、次の一つまたは二つ以上のことが起こった、起こっている、または起こりそ

うであるという合理的な確信があって通報した場合は、その開示（通報）を行った人は保

護されるであろう。 

・犯罪 

・法的義務を順守することの怠慢 

・不正行為 

・個人の健康と安全を危険に晒すこと 

・環境破壊 

・上記のいずれかの傾向を示す情報の意図的隠蔽 

 

インシデント通報システムの導入を望んでいる組織は、最初に法的アドバイスを求める

ことが不可欠である。 

 

関連情報源 

 

www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/Industry-Sectors/Risk/PAS-199820

08-Whistleblowing この公開仕様書（Publicly Available Specification (PAS)）は、効果的

なホットラインシステムの導入、改修、運用、および見直しのための優れた実践事例を説
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明している。 

 

http://www.export.gov/safeharbor/SH_Overview.asp このサイトは、米国企業のために、

EU とのビジネスの際のトラブル、または欧州プライバシー法の下での欧州当局からの訴

追を回避するためのセーフ・ハーバー（Safe Harbor：保護法規等）を説明している。 
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７．安全な契約 

 

国家基盤の多くの分野においては、時間的、経費的に自己開発が困難な専門的知識･技

能を提供できる契約社員を雇用することが当たり前のこととなっている。しかし、それは、

また、人的セキュリティリスクを増大させる原因ともなっている。なぜならば、契約社員

の忠誠心は、雇い主側にないかもしれない。結果として、彼らの組織のセキュリティ文化

への関与は、低調であるかもしれない。このリスクは管理されなければならない。 

 

⑴ 個人契約 

 

本項においては、契約社員（contractor）や契約労働者（contract worker）という用語

は、正社員（permanent employee）でない個人労働者（individual worker）を言うため

に用いられる。このグループには、出向社員（secondee）や配属社員（attachment）はも

ちろん、派遣社員（temporary staff）やコンサルタント（しばしば‘臨時労働力（contingent 

workforce’）’と称される）が含まれる。 

 

契約社員は、派遣会社または直接組織によ

って雇用される。そして、組織の建物、社員

の自宅、または外部のサイトに配置される。

誰を何処で勤務させるかは、人的セキュリテ

ィ上の課題となる。契約社員が雇用中の人的

セキュリティに関して特別の注意に値するそ

の他の理由は次の通りである。 

・しばしば、契約社員を採用するための時

間的余裕が少ない。さらに、彼らの雇用期

間が短いと予想される場合には、それが通

常の雇用前の人的セキュリティ対策が見

落とされる要因となる。 

・契約社員の収入は不規則である。それが、

金銭的利益のための無許可行動のインセ

ンティブとなる。 

・契約社員は、退職後または同時に競合他 

社で働くかもしれない。 

・契約社員は、信頼を獲得し、職責を積み重ね、組織の活動に関する広範な知識を蓄積

することにより、契約を更新し、あるいは延長し長年一つの組織で働くことができる。 

消防隊員の‘宝くじを当てたような’詐欺 

腐敗に関する独立委員会には、ニューサウス

ウェールズの納税者から、二人の消防隊のプロ

ジェクトマネージャーの横領容疑により、２５

０万ドル以上を騙し取られたという訴えがあ

った。 

査問会は、二人の消防隊のプロジェクトマネ

ージャーと共犯者が２００５年中頃から２０

０７年初めの間に横領に関与したかどうかを

調べるだろう。その二人は、シドニーや地方の

消防署の改修・新設を含む合計１８の大きなプ

ロジェクトの責任者であった。 

検事は、査問会に、彼らは,彼らが監督する公

共事業に民間契約会社の精巧なシステムを入

札させ、それから、その仕事を安く引き受ける

下請け業者にやらせ差額を着服したというこ

とを示す証拠があると語った。 

「国庫にとって、約２５０万ドルの大きな損失

があった。」検事は語った。 

ABCニュース ２００８年８月 

オーストラリア放送協会の許可で再版 
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・契約社員は、採用を担当するポスト、他の契約社員または正社員の日常の管理をする

ポストなどの相当権限のあるポストに雇われることができる。 

 

従って、雇用中の人的セキュリティには、インサイダーリスクに関連付けられる契約社

員を管理する重要な役割がある。人的セキュリティリスクマネージメント（CPNI の「人

的セキュリティリスクマネージメント」参照）は、雇用中の人的セキュリティ対策の選択

に関する情報を提供する。そして、それは、その選択が配置で悪意をもって行動している

契約社員のリスクに比例した対策であること保証する。 

 

契約社員が派遣会社によって選ばれた場合、仕事に来た人物が本人であることを文書ま

たは派遣会社から送られた写真で確認することが不可欠である。（CPNI ガイダンス「雇用

前のスクリーニングの優れた実践ガイド：文書確認」を参照） 

 

契約社員には、通常、同様の役割を果たす正社員と同じアクセス権が与えられる。従っ

て、彼らのカウンターパートとなる正規社員と同一のセキュリティ教育、役割に応じたア

クセス制御、適切なレベルの監視、および組織の行動基準の順守などの雇用中の人的セキ

ュリティ対策の対象とならなければならない。 

 

ア．契約 

契約には、人的セキュリティに関連した条項が含まれるべきである。そこには、契約社

員の仕事の進捗を監査する組織の権利（これは組織の構内だけでないことを考慮する）、信

用会社から除名された場合には、その情報の強制的な開示、および組織の行動基準の順守

が含まれる。契約社員が競合他社で同時に働いている場合、それを開示することを要求す

る条項と、さらに、もし、競合他社との間で利益の対立があると考えられるならば即時に

契約を打ち切るという条項がなければならない。 

 

正社員が順守することになっている行動基準は、契約上の合意事項の標準部分に含まれ

ていなければならない。例えば、契約社員は、E メールおよびインターネットの利用規定、

データ保護ポリシー、ならびに組織の贈答品ポリシーなどを順守することになっていなけ

ればならない。いくつかの組織では、契約社員のプレミア（割増金）を手数料に含ませ、

契約社員がこれらの要求事項に従うことができない場合には手数料から差し引くようにな

っている。   

 

契約書を起案する際には、常に、雇用法の専門家に相談しなさい。 

 

イ．アクセス管理 
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契約社員の行動パターンは、しばしば、正社員のものより予測しにくい。また、契約社

員は、定期的に再雇用されるかもしれない。それは、特定の時間と場所に、誰がアクセス

許可を保有しているかを追跡調査する際の複雑さの原因となっている。しかし、組織の資

産へのアクセスを管理することにより、無許可アクセスの機会をより少なくすることがで

きる。 

 

正社員である現場の管理者は、契約労働者に対して責任を持たなければならない。これ

は１対１の管理であるかもしれないし、より大きなプロジェクト、または組織においては、

契約社員グループを監督することになるであろう。ライン管理者は、契約社員の必要なア

クセスレベルを定義し、（それは役割を基礎にしなければならない。「従業員のアクセス管

理」参照）システムパスワードやセキュリティパスを提供するとともに、必要に応じて更

新するなど契約社員を管理する。 

 

契約社員には、契約終了時に自動的に無効となる、必要ならば有効期間に規制があるシ

ステムパスワード（暗証番号）とセキュリティパス（立入許可証）が発行されなければな

らない。あるいは、契約社員のパスを、来訪と来訪の間、雇い主側が保管することもでき

る。それでも、パス発行部署は、いつパスが手渡され、いつ返却されるかを知る必要があ

る。 

 

自動無効機能がついているパスであっても、すべてのパスが雇用期間の最後に回収され

なければならない。（「退職手順」参照）もし、契約社員が組織構内で勤務しない場合には、

パスを発行すべきか、またはその代わりに来訪者パスとすべきかを考えることは大事なこ

とである 

 

従業員がインサイダー行動を犯す機会を極限するためには、従業員の組織の資産へのア

クセスを制限する。そのための方策には、パスを着用した人が、それが発行された当人で

あることが確認できるように、許可されたホルダーの中に写真のついたパスを使用させた

り、正規社員のパスと形と色が著しく異なったパスを契約社員に貸与するなどが含まれる。

これらの方策は、常時、パスを着用し、かつ着用していない者を尋問する文化が根付いた

組織で最もよく機能するだろう。 

 

IT プロジェクトの場合、契約社員のアクセスは、開発システムだけに許されるというこ

とが重要国家基盤（CNI）組織の常識である。そして、実システムに実装・運用される前

のソースコードの試験・承認には正社員が責任を持つ。 

 

システムパスワードとセキュリティパスは、必要がなくなれば、直ちに無効にされなけ
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ればならない。パスの場合は返却を求めなければならない。組織のセキュリティに責任を

有するものは、直接監督する責任を有するものと同様に、契約社員の雇用開始日付と終了

日付を知らなければならない。そして、契約社員が合意された終了日以前に組織を去る場

合には、ライン管理者がそのことをセキュリティ担当者に知らせるという手順が定められ

ていなければならない。 

 

ウ．不測事態 

雇い主側と派遣会社は、（もし、派遣会社が関与していない場合は、直接契約社員と）、

当該契約社員が働けない場合に一時的な代行者を提供する手続に合意しておくべきである。

これらの取り決めは、契約上の合意に含まれるべきである。そして、雇い主側は、代行者

が現場で勤務している間に如何なる追加の人的セキュリティ対策（例えば、アクセスの制

限または監視）を実行するかを決定しておく必要がある。 

 

エ．再雇用 

契約社員が同じ組織に２度以上雇用される場合、彼らの状況が以前と変わっていないで

あろうと思い込まないことが大切である。これは、元正社員が契約社員として再雇用され

るときも同じである。なぜならば、通常、彼らは以前の仕事関係に基づいて自動的に信頼

できる従業員であると思われるからである。 

 

個人の環境と行動は、時の経過により変化する。そして、それは、無許可行動に対する

その個人の性向に影響を与える。従って、以前より大きな脅威を組織に及ぼさないことを

できる限り確実にするために、再雇用の開始時に必要な処置がとられるべきである。 

 

経過した時間、組織の性格、および仕事の機密性によって、この処置は、契約社員の状

況が最初の雇用の時と同じであることを確認する一連の短い質問から、雇用前スクリーニ

ングプロセス全部の繰り返しまでに及ぶであろう。 

 

もし、契約社員が派遣会社を通じて雇用される場合には、通常、派遣会社がこれらの再

チェックを行う。しかし、どの範囲のチェックを行うかを定めるのは雇い主側の責任であ

る。 

 

契約社員が国家安全保障審査（National Security Vetting：NSV）の対象となる政府機

関において働く場合には、彼らのクリアランス（秘密取扱資格）は、退職時に無効となっ

ているので再雇用する時には、完全な国家安全保障審査（NSV）が再度行われなければな

らない。 
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オ．関与 

契約社員が組織で働き始める時には、契約社員は、理想的には正社員と同じ研修（セキ

ュリティメッセージを含む）を受講すべきである。そして、その後も正社員と同じセキュ

リティ講習を繰り返し受けるべきである。これは、契約社員が、なぜセキュリティが重要

か、そして、いかに組織のセキュリティ文化に貢献することが期待されているかを理解す

ることに役立つであろう。 

 

もし、契約社員が短期間雇用されるだけならば、長いセキュリティ講習を受けることは、

生産性を低下させるために価値がない。でも、差し支えなければ、一回の短い講習の受講

は考慮されるべきである。しかし、契約が延長される場合、または契約社員が後日再雇用

される場合には、組織のセキュリティ文化に関する研修は強制的に受けさせなければなら

ない。 

 

カ．遠隔地勤務（自宅勤務を含む） 

多くの契約社員は、組織構内で働かず、自宅または建築現場のような外部サイトで働い

ている。その結果、彼らは、低レベルの監視の対象となるであろう。さらには、彼らは、

組織や同僚との関係が薄くなっていると感じるであろう。 

 

遠隔地で働く契約社員がもたらす人的セキュリティリスクを低減させることは、困難で

ある。遠隔地勤務の良し悪しは、契約社員の仕事の性格、契約社員がアクセスする資産の

機密性と価値などにより判断される。極端な場合は、契約社員が遠隔地で働くことがどう

しても認められないかもしれない。しかし、これが避けられない場合には、追加的な処置

が考慮されなければならない。追加的処置とは、例えば、情報の量と質を制限するシステ

ムパスワード、または同じサイトで働く正社員、もしくは状況によっては、監視テレビ

（CCTV）（「従業員のアクセス監視」参照）によるより高いレベルの監視の形を取るかも

しれない。契約社員を監視する正社員は、契約社員の仕事内容を十分に理解し、契約社員

の無許可行動が発生したならば、それを発見できなければならない。 

  

資産へのアクセスを制限する対策は、できるかぎり契約社員とライン管理者との面接に

よって補うことにしなければならない。これは、契約社員と組織との関係を強化するのに

役立つであろう。そして、それは、契約社員が離反の感情を募らせる前にどんな不満でも

伝えられるチャンネルを提供することにもなる。（「通報ホットライン」参照） 

 

場合によっては、契約社員が、セキュリティクリアランスに関する組織の通常の基準を

満していなくても、ポストに就かなければならないかもしれない。その理由は次のとおり

である。 
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・契約社員が仕事を開始する緊急性とは、必要な雇用前スクリーニングがまだ終了して

いないことを意味する。 

・雇用前スクリーニングの結果は完全に満足するものでないが、その契約社員の専門的

知識･技術の必要性によって彼らが雇用された場合。 

・組織によっては、必要レベルのセキュリティを満足することが簡単には実現できない。 

（例えば、組織の IT システムが権限レベルの違いによるパスワードを提供できない場

合には、契約社員は組織のファイルへ無制限にアクセスできる。） 

 

これらの状況にあっても、雇用中の人的セキュリティの必要性は存在する。そして、一

時的にでも無視されるべきでない。正社員によるより身近な監視、または正社員が職場を

去った後に、契約社員が一人で職場に残らないように勤務時間を制限するなど、いくつか

の対策を検討しなければならない。 

 

⑵ 会社契約（下請け契約） 

 

非常に大きいか、または複雑なプロジェクトの場合、組織は、契約者として個人ではな

く会社を雇うかもしれない。そして、その会社は、プロジェクトを完成するために会社以

外の人達を雇うかもしれない。契約者が下請けを使い、さらにその下請けが順々にさらな

る下請けを使う場合、組織のセキュリティ基準が混乱するかまたは薄められる可能性があ

る。 

 

このリスクを低減するために、親会社と最初の契約会社との間の契約は、次のことにつ

いて完全に明確でなければならない。 

・親会社が要求するセキュリティ管理が、 ―雇用前と雇用中両方の― 契約チェーン

全体を通して維持される必要性。 

 ・セキュリティ基準における過失について、誰が責任を取るのか。 

・下請けが選択した孫請けを承認する親会社の権利。 

・契約チェーンのどのポイントにおいても、セキュリティ基準の実行を監査する親会社

の権利 
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８．従業員のアクセス管理 

 

組織は、しばしばある外部からの脅威に対して相応に保護されているが、組織の中の既

存の脅威に対しては同じように相応に保護することを考慮してこなかった。従業員や訪問

者が不正な活動にかかわることを防止するために、または少なくても彼らが及ぼす損害額

を極限するために組織によって実行されるべき広範な対策が存在する 

 

組織が実行する従業員のアクセス管理は、従業員からもたされる脅威の規模や性格に比

例していることが重要である。これを測定する最善の方法は、完全な人的セキュリティリ

スクアセスメントを実施することである。人的セキュリティリスクアセスメントの実施は、

優先順位の高い脅威分野を特定し、どんな対策についても明確な論理的正当性を付与する

ことができる。また、それは、資金調達のためにも、セキュリティに消極的な従業員を教

育するためにも有効であろう。（CPNI ガイダンス「人的セキュリティのためにリスクアセ

スメント」参照） 

 

⑴ 物理的アクセス 

 

ア．パスの着用ポリシー 

国家基盤の多くの組織は、従業員に対して、彼らの建物への立ち入りを許可するセキュ

リティパスを着用することを奨励している。これについては、上級管理者やセキュリティ

担当者も例外とすべきでない。さらに、従業員に対して、適切なパスを着用していないど

んな人物にでも尋問することが奨励されるべきである。（「セキュリティ文化」参照） 

 

首にぶら下げるかまたは衣服に留めることのできる多用途のパスホルダーを貸与する

ことは、パスの着用度を改善するであろう。さらに、読み取りカードの場合は、伸縮自在

の紐が有用である。しかし、着用者を危険にさらさないように健康と安全は考慮されなけ

ればならない。（例えば、電気技術者にはプラスチックのホルダーが貸与されるべきであり、

さらに、すべてのホルダーには、首を締め付けることのないメカニズムがついていなけれ

ばならない。） 

 

イ．明らかな異同 

パスの明白な違いにより、クリアランスレベルまたはアクセスレベルの違いを区別する

場合には、いかに簡単に識別できるかを考えるべきである。一つの方法は、カラーコード

である。即ち、それぞれのパスの保持者のアクセス権の違いによりパスを色分けすること

である。そして、透明なパスまたは同色のパスホルダーのいずれかで、パスの色調が確実
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に両側から見えるようすることが大切である。もう一つの方法は、パスの方向を横型と縦

型で変えるか、または正社員と契約社員などでグループを区別するためには特定のパスに

は特徴的な縁を使用することである。 

 

職業的なグループ、または特別のアクセス権を特定するために、より詳細なコーディン

グシステムが必要な場合には、文字または数字が追加的に使用される。このシステムは色

覚異状の従業員のためにも使用される。しかし、従業員が、不審者を尋問する時に、何が

正しいパスかについて確信を持てるように、できる限りシステム全体を単純にすることが

有用である。 

 

交通信号システムはクリアランスを示す方法として使用できる。 

例えば、 

・赤色パス＝低いまたは特権的なアクセス権がない。 

・黄色パス＝中間または制限されたアクセス権 

・緑色パス＝高いまたは無制限のアクセス権 

 

エスコートなしまたはエスコートありの訪問者を見分けるた

めに、後者（エスコートあり）には縦型方向のパスを用意する

ことができる。 

 

様々な異なるサイトで業務を行う組織では、理想的には中央

統制する部署によって、全体が一貫したパスシステムでなけれ

ばならない。サイト毎に異なるシステムの場合、混乱を引き起

こし、最悪のシナリオでは、従業員に不適切なアクセス権が与

えられ、セキュリティ違反が起こるであろう。 

 

考慮すべき処置 

・パスを携行しない人物をサイトに派遣し、尋問されるかどうかをテストする。この分

野を改善するためには、悪い結果を公表することである。 

・従業員にパスコーディングシステムを周知徹底するためにポスターを使用する。そし

て、これに従わない人物を尋問するよう奨励する。 
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・（胸につけたり、首にぶら下げたり）好みによって着用できる多用途パスを貸与する。

読み取りカードの場合は、伸縮自在の紐を使用する。 

 

ウ．識別 

アクセス権またはクリアランスレベルを示すために使用されるパスには、また、その所

有者を判定するための何らかの識別方法がパス自体に必要である。センシティブなアクセ

ス権を有するパスホルダーは、これの悪用が大きな損害となるので、とりわけ重要である。

パスによる識別の最善の方法は、その従業員の写真である。 

 

しかし、個人の組織内の公式資格と関連した識別方法としてパスを使用する場合は、パ

スに名前をつけることが適切かもしれない。これは、従業員が商用で定期的に出張する場

合には有用であろう。さらに、パスを紛失したり、盗まれた場合でも、セキュリティリス

クをもたらさないならば、従業員名と会社標識だけでもパスにつけるべきである。 

 

写真のみが使用された無記名パスの長所は それを使おうとする窃盗犯が、自動的には

従業員の名前や何処で働いているかが分からないことである。しかし、ある調査結果は、

パスの写真だけでは、見知らぬ人物を正確には識別できないことを示している。従って、

照合が必要な場合は、名前、PIN（Personal Identification Number：個人暗証番号）、ま

たはパスワードが、パスのチップまたは磁気ストライプに隠されたデータによって電子的

に確認できた後でのみ立ち入りが認められなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・パスポートスタイルの規定を真似なさい。そして、あなた自身で従業員の鮮明な写真

を撮りなさい。追加的な照合のために電子コピーを保管しなさい。 

・５年毎、または容姿が著しく変化した時に、パスの写真を更新することを従業員に要

求しなさい。 

・パスを紛失した時にセキュリティを危うくすることなく戻ってくるように、パスの裏

側に匿名の私書箱を印刷しなさい。 

 

エ．生体照合（生体認証） 

生体データとは、個人を識別するために使用されるあらゆる生理学的測定のことである。

例えば、虹彩パターン、指紋、掌形、および音声認識が含まれる。よくある誤解はこの技

術が１００％信頼できるということであるが、実際はそうではない。しかし、それは有用

なセキュリティの新しい分野である。生体照合はそれ単独で使用されるべきでない。 

 

組織は、その様な個人データの収集が本当に必要かどうかを考えなければならない。一
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部の人々は、彼らの個人的“仕様書”がセキュリティシステムに保管されていることに反

対している。また、この情報は、個人データ保護法の対象である。さらに、どんな生体シ

ステムでも、基本的にはデータバンクに登録されているデータが真実であることを前提に

成り立っていることを忘れてはならない。そして、データの詐欺的使用を避けるための保

護措置が必要である。 

 

要約すると、生体照合は、技術が発展し続けるに従って益々重要な役割を果たすかもし

れない。しかし、現在、権利を侵すことなく、かつ費用対効果がよいその他の利用可能な

方法がある。 

 

オ．パスの発行 

従業員が、第三者のために不正にパスを取得することを防止するためには、適切に機能

している保護措置がなければならない。パスの発行が中央管理されるならば、これらは、

より簡単に管理できる。可能な保護措置は次の通りである。 

・新しい従業員については身元確認と書類照合を行う。 

・パスを発行する前に、人事部門またはセキュリティ部門の確認を得る。 

・個人が許可プロセスを回避できないように、パスの物的生産を制限する。 

 

新しい従業員からのリスクを低減するために、最初のアクセス権を基本的な出入口に限

定することは有効かもしれない。そして、担当管理者は、従業員の要求に応じて追加的に

アクセス権を付与する。担当管理者は、それらのアクセス権が必要でなくなった時に、そ

れを取消す責任を果たさねばならない。この様にして、ある個人が長い期間に不必要なア

クセス権をいくつも所有することを防止することができる。 

 

組織は、もはや雇用されない個人からすべてのパスを回収しなければならない。（「退職

手順」参照）従業員が職場を去るときは、直ちにセキュリティ部門に通報されなければな

らない。そして、職場を去る日までに、どんな電子的アクセス権でも削除されなければな

らない。そして、回収したパスの破壊記録を保存することは有用である。もし、多くの未

回収パスが出回っている場合には、古いパスを目立つ新しいパスに交換することが必要に

なるであろう。 

 

考慮すべき処置 

・パス発行を中央管理しなさい。そして、初期設定（デフォルト）として入場のみのパ

スを準備しなさい。 

・従業員が退職するときは直ちにセキュリティ部門に通知しなさい。 

・従業員の退職日までに電子的アクセス権を削除しなさい。 
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カ．パスの保護 

パスを発行する際の保護措置に加えて、パスの紛失または盗難を管理するポリシーを設

けることも重要である。これには通報メカニズムが含まれるべきである。もたらされるリ

スクに従い、それは２４時間年中無休であることが望ましい。紛失が通報されたならば、

そのパスが提供するどんな電子的アクセスでも直ちに削除されるシステムでなければなら

ない。状況次第では、既存のポリシーに沿って懲戒処分が適当であるかもしれない。 

 

パスに余分な機能を追加することは、従業員がそれらを大切にすることを促進するかも

しれないが、一方で、パスを紛失したりまたは盗難された場合に、パスが濫用される可能

性が増大する。例えば、パスは、社内自動販売機もしくはレストランのキャシュレスシス

テム、駐車場へのアクセス、または遠隔勤務もしくはプリンタ使用の電子署名に使われる。

従って、従業員が同僚にパスを貸さないことを強調することが重要である。 

 

パスに失効期日を入れておくことは、追加の保護措置になる。これにより、失効期日に

なるとどんな電子的機能も働くことを中止する。これは、とりわけ、派遣社員（temporary 

staff）や契約社員（contractor）には有効であろう。  

 

考慮すべき処置 

・雇用開始時に、パス使用に関する契約書に署名するよう従業員に要求しなさい。契約

書には、例えば、共有パスではないなどの所有条件等が含まれる。 

・機能の追加による価値の増大、あるいは紛失や不正使用は処罰されることを知らせ、

従業員がパスを大切にすることを奨励しなさい。 

・使用されているパスが、現在もなくてはならないものであるかを確認するために、発

行されているパスの監査を毎年行いなさい。 

 

キ．区域限定パスによるアクセス 

どんな組織でも、様々なレベルのセンシティブな情報を保管する色々なサイトまたは区

域を所有している。一部の社員には、これらの区域すべてに対するアクセス権が必要かも

しれないが、その他の大半の社員には、仕事上必要な区域のみにアクセス権を制限するこ

とが情報を保護するのに有効であろう。これは、後述する電子的な役割基盤アクセス方式

の足らないところを補うものである。 

 

区域限定アクセスシステムは、色の異なるパスの使用を基本とする。そうすることによ

り、アクセス権のない区域にいる人物を簡単に発見することができる。しかし、アクセス

権のない社員がアクセスすることを物理的に防止し、どんな無許可立入の試みでも電子的
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に警告するドア管理システムも同時に運用されなければならない。そのような立入制限区

域には、サーバー室、人事部門、またはセンシティブな情報を保管する区域などが含まれ

るであろう。 

 

考慮すべき処置 

・秘匿度が異なる区域のカラーコードは、その区域へ立入りができるクリアランス（秘

密取扱資格）のカラーコード（カラーパス）と一致させる。 

・社員が無許可で制限区域にアクセスするのを防止しなさい、そして、その様なセキュ

リティ上の不法な試みを通報しなさい。 

 

ク．ドアの管理 

会社の構内または特定区域への立ち入りは、いくつかの異なる方法で管理することがで

きる。それぞれのシステムは、それ自身で強さと弱点を持っており、無許可アクセスに対

してレベルの異なる保護を提供する。下の表はその例を示している。採用するセキュリテ

ィ対策のレベルは、組織が直面する脅威の性格、リスク、およびその中に保管されている

資産が紛失した場合の損害に比例すべきである。 

 

 
システム 

・単一コード英数字キーボード：コードを知

っている合法的な使用者のみにアクセス

を与える。 

 

・中央で管理された鍵：これらの鍵は特許に

基づき管理される。許可されたセキュリテ

ィセンターからのみ入手でき、コピーでき

ない。 

 

・磁気読み取りカードまたはパス：磁気スト

ライプまたはバーコードにより保有者を

入場させる。 

・磁気読み取りカードまたはパスに PIN（ 

個人暗証番号）、パスワード、または生体

特徴をプラスする：追加セキュリティを提

供する。 

・全身回転ドアまたは個人入場ポッド：パス

と PIN（個人識別暗号）を保有した個人だ

けの入場を許可する。 

不利点 

・元従業員はコード（暗証番号）が変更され

るまでアクセスが可能である。誰でも暗号

が打ち込まれるところを見ることができ、

そして、彼自身でそれを使うことができ

る。 

・もし、鍵を紛失したならば、錠前は交換さ

れなければならない。 鍵は紛失したり、

盗まれたり、または無許可の同僚が借りた

りすることができる。 

・同上 

 

 

・どんなドアシステムでも、合法的な従業員

の後ろからまたは大きなグループと一緒

に入場が可能である。 

 

・もし、システムがパスの連続２回読み取り

を許可するならば、“パスバック”（「用語

集」参照）により無許可個人の入場が可能

である。 
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考慮すべき処置 

・組織が直面している脅威に対処するために、最も適した入場システムを選びなさい。

これは、組織内の管理区域毎に異なるであろう。 

・管理区域内の窓や火災非難口を含む、すべての入場ポイントが安全であることを保障

しなさい。そうすれば、個人は、管理された入り口を回避できない。 

・組織の入り口で、（不審者に）強要されているというセキュリティ警報を出すための

秘密の信号を準備しなさい。例えば、彼らの PIN（個人暗証暗号）の前に“１１２”

を入力する。 

           

ケ．クリアデスクポリシー（clear desk policy） 

クリアデスクポリシーは、事務室に人がいない時に文書やその他の物品（鍵や移動可能

な貴重品を含む）を施錠して保管することを求める。これにより、盗難のリスクを減らし、

かつ通常の勤務時間から事務室をしっかりと片付けることが可能となる。物品は、例えば、

防火棚または金庫に保管されなければならない。区域のコンビネーションロックまたは鍵

は厳しく管理され、従業員が職場を変わったり、または組織を辞める時には再点検されな

ければならない。 

 

混乱が生じないように、“クリアデスク”が何を意味するかを明らかにすることは重要

である。ポリシーは、センシティブな物品と文書のみを言っているのかもしれない。また

はすべての個人的物品と書類を言っているのかもしれない。または机の上の移動可能なす

べての物品を言っているのかもしれない。後者は、机を共有している環境では有効であろ

う。 

 

弱いつなぎ目ができないように、職場環境のすべての側面に配慮しなければならない。

例えば、プリンター・バッファのメモリーは消去されなければならない。センシティブな

物品は鍵の掛かっていない入れ物または引き出しに残してはいけない。そして、すべての

センシティブなゴミは破棄される前、またはリサイクルされる前に基準を満足するように

裁断されなければならない。さらに、従業員は職場を離れる前に規定通りに職場環境のセ

キュリティチェックをしなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・各従業員に、クリアデスクポリシーに関する特定の責任を与えなさい。例えば、彼ら

自身の机といくつかの戸棚。 

・従業員が事務所を離れる間に、彼らの所有物を保管するための安全な保管場所を準備

しなさい。 

・事務所を最後に離れる従業員が事務所全体の安全確認を行うのを手助けするために、
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施錠確認チェックリストを準備しなさい。そして、最後の従業員に、チェックの後で

署名することを求めなさい。 

 

コ．勤務時間外の作業 

いくつかの組織は、通常の勤務時間外の従業員のアクセ

ス、特に、センシティブな区域へのアクセスを制限すること

が役に立つことに気づくだろう。これは、例えば、右パネル

の事例研究で述べる公務員のような従業員が発見されずに、

組織の利益に反した行動を行う機会を少なくするだろう。 

 

このポリシーは、警備員に連結された警報アラームとカ

メラを用いることにより強化されるだろう。このシステムは、

誤作動を防止するために、警報が実際に鳴り出す前に、警備

員に２．３秒の警報を与えるようにプログラムすることがで

きる。また、これにより、警備員は、不審者に気づかれるこ 

となく、彼らに先んじて接近することができる。もう一つのオプションは、定められたネ

ットワークのデスクトップのシャットダウンを強制するソフトウェアを使用することであ

る。これは、時間外に起動されたどんな PC でも見つけることを非常に容易にすることが

できる。 

 

考慮すべき処置 

・センシティブな区域において、通常の勤務時間外での作業が必要な場合には、２名の

従業員を配置するか、またはテレビ監視装置(CCTV)などの追加的監視装置を使用する。 

・センシティブな区域のアクセスポイントに警報装置を取り付け、そして、時間外に警

備員が対応できるようにしなさい。 

・従業員に、特定の時間に、特定の区域で警報装置が作動することを知らせなさい。そ

うすれば、彼らが誤って警報装置を作動させることを防止することができる。 

 

サ．パスを利用した監査 

電子読み取りシステムの使用は、従業員の出入パターンに関する有効なデータを提供す

ることができる。このシステム、どんなパスバック工作（「用語集」参照）の試みでも、

または従業員が通常の勤務時間外に立入制限区域等にアクセスしようする試みをも警告す

ることができるだろう。（「保護的監視」参照） 

 

また、健康と安全の観点からも、このシステムは、当該区域にいる人員に関する価値あ

る情報を提供する。しかし、警報がシステムエラーとして無視されないようにするために

2008 年７月、ある公務員

が、２５万ポンド以上を入

手するために、双子や三つ

子を架空に創造するなど、

給付金口座を不正に改ざ

んしたと告訴された。彼

は、税還付請求者の詳細を

保管しているコンピュー

タにアクセスするために

事務所に遅くまで残って

いると評判だった。調査官

は、約２００の履歴が改ざ

んされていたのを発見し

た。 
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は、システムがきちんと作動することが重要である。 

 

考慮すべき処置 

・特別の必要がない限り、課業時間外の入場を制限しなさい。 

・パスを連続して２回使用するどんな試みにも警報を出し、かつ拒絶するようにシステ

ムをプログラムしなさい。 

・３回連続して間違った PIN（個人暗証番号）を入力した場合には、どんなパスで   

 も拒絶しなさい。 

 

シ．訪問者 

もう一つの有効なセキュリティ対策は、所定のサイトへの訪問者の主要な記録を保存す

ることである。（これは、健康と安全の観点からも重要である）提供される詳細データには、

訪問の時間と日付、訪問者の氏名、訪問目的、およびホスト（訪問先）従業員の身元など

が含まれるべきである。特に、訪問者にエスコートが必要な場合には、一般的な職場名よ

りも具体的な１名のホスト名を挙げるほうがよい。 

 

一般に、訪問者パスには、最も基本的なアクセスのみを与えるべきである。そして、パ

スの返却は、出口において強制的に行わなければならない。一部の組織では、信頼されて

いる従業員が入場システムを通って、同時に数名の訪問者を連れて入場することのできる

数少ないエグゼクティブ特権パス（executive privilege pass）の発行を望むかもしれない。

しかし、特権パスは容易に悪用されやすいので、可能な限り、それらの発行を制限すべき

である。 

 

建物内にカメラと携帯電話の持ち込み禁止ポリシーは、訪問者に対しても協力を強調す

べきである。訪問者は、帰るまで安全に保管してもらうために、その様な装置すべてを受

付に預けて置くほうが適切であろう。しかし、物理的スクリーニング(持ち物検査等)なし

では、このポリシーを実行することは難しいであろう。 

 

考慮すべき処置 

・完全な詳細情報がセキュリティ部署、または受付に提出された場合のみ、従業員が訪

問者を案内することを許可しなさい。 

・訪問者のアクセスは、最も基本的レベルに制限しなさい。（追加的なアクセスは承認

されたメンバーによってのみ与えられる。） 

・電子機器に関して、訪問者の所持品検査を行い、承認されていないか、または合理的

に必要でない携帯電話、カメラ、ラップトップなどを取り上げなさい。 
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ス．配達人（クーリエ） 

組織は、郵便やその他の物品を運搬する安全な配達人を組織自身で雇うことを望むかも

しれない。その際、使用されるセキュリティレベルは、運搬される物品の秘匿度または価

値次第である。しかし、従業員（配達人）が中身をのぞかないように不正開封防止包装

(tamper-proof packaging)のような基本的対策を用いるべきである。 

 

セ．文書の持ち出し 

組織は、それが絶対に必要でない限り、従業員がセンシティブな資料を事務室外に仕事

上持ち出すことを防止したいと願っている。文書を持出すような場合、組織は、従業員に

対して、それらの文書の貸し出し記録を作成することと、確実な返却を求めなければなら

ない。また、それらの文書には、登録番号、またはバーコードが付与されていなければな

らない。また、組織は、従業員が事務室にいない時には、センシティブな文書を施錠され

た容器の中に保管することを望むであろう。 

 

秘密文書は、管理者の事前合意がない限り建物から持ち出してはならない。承認が得ら

れたならば、組織の規則に従い、各文書の貸し出しと返却が記録され、かつ文書は常時安

全に保管されなければならない。 

 

組織がセンシティブな情報の紛失を懸念する場合には、複写機へのアクセスを制限し、

時間外には完全に施錠すべきである。その他の対策としては、使用前に PIN（個人暗証番

号）を要求すること、コピー記録が残る複写機を使用することなどがある。これらの対策

は、適切なセキュリティチェック（「セキュリティ文化」を参照）と規則に違反した従業員

に対する厳しい懲戒処分により補強されなければならない。 

 

⑵ 電子的アクセス 

 

ハッカーがリモートアクセスし、大量のデータを交換、または持ち出すことができる今

日の環境において、ファイアウォールとアンチウイルスソフトの必要性は明らかである。

しかし、その様な対策（ファイアウォール等）であっても、合法的なアクセス権を有する

従業員が IT アクセスを悪用することは防止できないであろう。以下の項目では、この分

野の概要を述べるが、これは決定的なものではない。これは複雑な分野である。組織は、

対策を実行する前に IT セキュリティ専門家のアドバイスを受けるべきである。 

 

大部分の IT システムでは、各ユーザに別々のアカウントとパスワードを付与すること

が比較的容易である。個人ユーザが、システムを立ち上げるということは、電子的アクセ

スが個々に記録されるという利点がある。さらに、一部のシステムでは、キーアクション
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を記録することができる。これは、有効な監査証跡（データ処理の内容を追跡調査できる

記録）となり、調査（「従業員のアクセス監視」と「調査」参照）の際の証拠として提供

することができる。 

 

ア．役割基盤アクセス（role-based access） 

役割基盤アクセスポリシーとは、単に従業員機能的な役割に基づき、組織内における個

人のアクセス権を制限するものである。（「セキュリティ文化」参照）IT の観点からすると、

役割基盤アクセスは、従業員が閲覧、修正、または削除することができるファイル、また

はシステムを制限することである。 

 

可能ならば、組織全体で役割権に基づき、アクセス権を標準化することが有効である。

そして、管理者が、従業員のアクセスプロファイル(ユーザのアクセスレベルの設定など)

の許可についての責任を持つ。これにより、アクセスセキュリティが組織を通して首尾一

貫していることを保証し、かつ新入社員のためのアカウントを設定することを容易にする。

従業員（たとえばシステム管理者）が高水準のアクセスを必要とする場合には、彼らの監

視を増加するなどの他のセキュリティ対策を適用することが適切であろう。 

 

しかし、定期的、および、特に従業員が職場を異動した時または組織を辞める時に、ア

クセス権を評価･点検することは同様に重要である。（「退職手順」参照）個人のアクセス

権が長い間に不必要に累積することを許してはならない。また、契約社員の雇用終了時に

は、アクセス権とパスワードが期限切れになるよう設定しておくべきである。そして、雇

用期間のどんな延長でも、最初と同じ申請手続きが適用されなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・各部門および各サイトで、役割基盤アクセスを標準化しなさい。 

・必要に応じて、アクセスとパスワードの有効期限を設定しなさい。 

・必要がなくなったらすぐに、アクセス権を削除しなさい。 

 

イ．パスワード 

右パネルの事例研究は、従業員がアカ

ウントパスワードを、同僚からさえも十

分に保護することの重要性を強調して

いる。すべての従業員は、同じレベルの

パスワードセキュリティを順守しなけ

ればならない。そして、雇用期間の延長

が承認されない限り、派遣社員と契約社 

2007 年に、北アメリカ航空会社は、50 人の手荷物

扱い人を、彼らが彼らのマネージャーのパスワード

を不正に入手したという理由で解雇した。これらの

従業員は、コンピュータシステムにアクセスするた

めに、これらのパスワードを使用した。彼らは、い

ちどシステムにアクセスすると、彼らが実際には行

っていないかなりの量の時間外労働を請求した。 

位置修正をする 



 50 

 

員のパスワードは、彼らの契約期間の最後に期限切れにならなければならない。 

 

安全なパスワードを作成することに関するガイダンスを提供する、いくつかのウェブサ

イトがある。通常、強いパスワードやパスフレーズの長さは、少なくとも 8 文字(望ましく

はより多くの)で、大文字、小文字、数字、および記号の混合でなければならないことにつ

いては同意がある。理想的には、これらはランダム化されなければならないが、いくつか

の文字が記号、または数字で代替された記憶しやすい文章で構成することもできる。 

 

また、パスワードに、例えば「パスワード」または従業員自身もしくは配偶者の名前も

しくは生年月日のような他人に分かりやすい選択を使うパスワード慣行は避けねばならな

い。ユーザは、定期的にパスワードを変更しなければならないが、以前のパスワードに戻

るとか、わずか 1 文字を変えるとかは行ってはならない。また、従業員は、誰かが、自分

のパスワード入力を見ていると思われるならば、人に見られることなく、パスワードを変

更することができなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・従業員に、安全なパスワードと不安全パスワードに関するガイドランを提供しなさい。 

・従業員に、パスワードを書き留めないこと、パスワードを従業員同士で共有しないこ

と、他人が見ているところでパスワードを入力しないことを求めなさい、 

 

ウ．スクリーンロック 

アクセス権を持たない従業員が、他の従業員の IT アカウントを乗っ取ることを避ける

ために、机を離れるとき、たとえ、短い時間でも、すべての従業員は、自分の端末をロッ

クしなければならない。追加的保護措置として、しばらくの間、休止だったどんなスクリ

ーンでも、自動的にロックするようシステムを設定することが必要である。従業員が完全

に建物を出るか、相当な期間の間机から離れる場合は、システムをログアウトすることが

奨励されなければならない。 

 

これを、さらに支援するためには、長期間ロックされている端末は自動的にユーザをロ

グアウトしなければならない。それと同時に進行中の作業が保存されることが望ましい。 

 

考慮すべき処置 

・端末をロックしなかった従業員を注意するとともに、この分野での持続的な義務怠慢

に対処するための対策を立案しなさい。 

・机を離れるとき、スクリーンロックするよう従業員に要求してください。彼らが長期

間不在するならば、ログアウトするよう要求してください。 
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・スクリーンは、2、3分の休止の後に自動的にロックされ、さらに長期間不活動のため

ロックされた端末は自動的にログアウトされるように設定しなさい。 

 

エ．電話 

組織は、品質維持またはトレーニング目的で、規定通りに、電話を録音するかもしれな

い。それは、例えば、調査または同僚から苦情があった場合に役に立つことがある。しか

し、従業員がこのシステムが実施されているということを知っているという事実は、電話

を不正に使用する可能性またはセンシティブな情報を伝達する可能性を低くしている。 

 

逆に、ビデオ通信機器は、まったく監視されていない。それは、そのようなシステムが

蓄えるデータが、扱える量を超えていることが理由の一つである。しかし、規制がなけれ

ば、そのような機器は、従業員によって不正利用されるかもしれない。したがって、PIN(個

人暗証番号)を使用したり、または、安全な部屋にその装置を設置したりしてアクセスを管

理することが賢明である。 

 

オ．インターネットの使用 

多くの組織は、職場で従業員に何らかのインターネットアクセスを提供している。しか

し、従業員のアクセスを制限することは望ましいかもしれない。例えば、外部の攻撃から(そ

して、おそらく生産性の維持のために)組織を保護するために、SNS(ソーシャルネットワ

ーキングサイト)やウェブベースの電子メールアカウントのような特定のサイトへのアク

セスを制限するか、あるいは分離されたシステムでインターネットを使用させることが有

効であるかもしれない。 

 

従業員のアクセスを制限するか、あるいはダウンロードする情報の質と量をコントロー

ルすることは、組織がコンピュータウイルスに感染することを避けるのに役立つかもしれ

ない。このために、ペアレンタルコントロールパッケージ（Parental control packages：

親が視聴・利用制限をかけること。また、そのための装置やソフトウェアの機能のこと）

と同様のソフトが使用できるであろう。このソフトは、不許可または許可されたサイトの

ブラックリストとホワイトリストを作成するか、特定の種類のサイトへのアクセスを制限

するためのルールに基づく方法が使用される。その他の保護措置には、実行中または実行

可能なプログラム（例えば、Java スクリプト）を作動させることを防止、またはダウンロ

ードするのを防止することが含まれる。これらの制限を乗り越えようとする持続的な試み

は、記録され、システム管理者に報告されなければならない。 

 

ある状況では、スタッフは、ブラックリストに記載されたサイトへのアクセスを合理的

に必要とするかもしれない。たとえば、人事部門は、潜在的な従業員を評価するためにフ
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ェイスブック（Face book：全米の大学をつなぐソーシャルネットワーキングサービス）

のようなサイトにアクセスするかもしれない。組織のネットワークとの関連がない独立型

マシーンが、全体システムへの脅威を軽減するために、そのような活動のために使うこと

ができる。 

 

考慮すべき処置 

・インターネットアクセスは、必要な場合に管理者の許可により従業員に提供しなさい。 

・提供されたインターネットにアクセスする前に、利用規定に署名することを従業員に

求めなさい。 

 

カ．ネットワークアクセス 

従業員が、彼らのワークステーションから他のコンピュータネットワークにアクセスす

ることを許すことには危険がある。他のネットワークが同レベルで保護されていなければ、

この接続は、両者にウイルス感染、データ損失、ファイル破損などを引き起こすかもしれ

ない。さらに、2 つのネットワークが接続されるたびに、インサイダー活動の可能性が増

大する。 

 

従って、組織は、どの接続が、誰ならば可能であるかを具体的に示さなければならない。

その他の種類の接続は、デフォルト（初期設定）により遮断されなければならない。監視

システムは、どのような種類の異常活動でも探知し、通報するよう設定されていなければ

ならない。（「保護的監視」参照） 

 

ネットワークに接続することができる個人の装置(たとえば携帯電話やラップトップ)の

使用が、組織の建物の中で許されるかどうかについて検討しなければならない。従業員に

仕事中にそのような装置を使うのを許すことは、インサイダー活動の危険と可能性を増大

させる。また、同様なリスクが、業務用装置にもあてはまるのを想起することは重要であ

る。 

 

キ．データまたは機器の持ち出し 

一部の組織では、彼らのシステムからのデータの持ち出しを管理したがるかもしれない。

それは、極端な場合、組織内のすべてのコンピュータのアップロード/ダウンロード機能が

物理的に無効になることを意味する。しかし、一部の組織の中では、従業員は、データを

一つのシステムからもう一つのシステムに移動する合理的な必要性を持っている。一つの

可能性のある解決法は、暗号化されたＵＳＢスティックを当該従業員に貸与することであ

る。そして、そのＵＳＢスティックは、安全なシステムに受け入れられる前にパスワード

認証を必要とし、そして、それがアップロードされる前にどんな内容のウイルスチェック
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でも走らせることを必要とする。 

 

従業員は、ラップトップ、ＵＳＢスティック、またはその他の電子機器を使用するが、

これらは、とても識別しやすい。(たとえば、バーコードまたはシリアル番号で)そして、

返却まで責任を持つ特定の個人に貸与される。どんな記憶装置でも保管するデータのため

に、暗号化の十分なレベルを備えていなければならない。従業員が海外で働いている場合、

通常、彼らはセンシティブなデータ、または電子的暗号装置を持ち運ぶことを避けねばな

らない。（詳しいガイダンスは CPNI ウェブサイトを参照） 

 

ラップトップが組織内で日常的に使用されている場合には、日和見主義的な窃盗への抑

止力として、盗難防止装置の使用を考えることは価値がある。たとえば、安全ロックアタ

ッチメントは、大部分のコンピュータに取り付けられており、ラップトップまたはその他

の取り外し可能な電子機器を、固定されたものに針金で結ぶのに使用できる。しかし、こ

の装置は抑止力として機能するだけであり、その他のセキュリティ対策が施されなければ、

十分に強固でない点に留意しなければならない。 

 

考慮すべき処置 

・識別可能な電子装置は、安全に保管することができ、使用するに際して責任を持って

使用できる従業員に貸与しなさい。 

・従業員に貸与された電子機器（たとえばＵＳＢスティックとラップトップ）が、異常

なく、適切に使用されていることを確認するために年に 1回員数点検を行いなさい。 

・取り外し可能な IT機器は、針金等で固定して、安全を保ちなさい。 

 

関連情報源 

 

・Ferraiolo, D.F. and Kuhn, D.R. (1992 年).役割基盤のアクセス管理 

第１５回国家コンピュタセキュリティ会議 ５５４-５６３ 記事は次のURLで入手可

能である。http://csrc.nist.gov/rbac/ferraiolo-kuhn-92.pdf 

・Kemp, R., Towell, N. & Pike, G. (1997 年).見ることが信じることであってはならないと

き：写真、クレジットカード、および詐欺 応用認識心理学 １１，３，１８７-２７８ 

抄録が次の URL で入手可能である。 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/11942/abstract 

・国際標準化機構 ISO 27001：セキュリティの企業標準を定めている。 

http://www.iso.org/iso/home.htm 

http://www.iso.org/iso/home.htm
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９．従業員のアクセス監視 

 

人的セキュリティの脈絡の中で、物理的資産、または電子的資産への従業員のアクセス

を監視するということは、組織の内部ポリシーに違反する行為が行われているかどうかを

立証することである。これは専門的な活動であり、これに関する詳細なガイダンスが既に

CPNI のウェブサイトやその他に存在する。本章の目的は、この主題の概要を提供するこ

とである。 

 

監視は、物理的・電子的活動の両方に適用される。組織が直面する脅威に比例して対策

が実行されていることを確認するために、人的セキュリティリスクアセスメントが使用さ

れるべきである。（CPNI ガイダンス「人的セキュリティのためのリスクアセスメント」参

照） 

 

⑴ ネットワーク全体の監視 

 

ほとんどの IT ネットワークは、発生しているすべてのイベントがログにエントリとし

て ―例えば、データベースファイルへアクセスしているユーザが― 記録されるよう設

定できる。エントリには、典型的に、ユーザ名、識別子、日付、時間、およびイベントに

関連したその他の詳細情報が含まれる。ログエントリは、ドメインコントローラー、ワー

クステーション、ウェブ、およびアプリケーションサーバなどのネッワークコンポーメン

ト、ならびにファイアウォールなどの境界保護コンポーメントによっても生成させること

ができる。ファイルを開こうとしたが、不成功の試みなどの失敗したイベントもエントリ

としてログに記録される。 

 

電子情報システムが監視されることは一般的であるが、読み取りカード(swipe)やドア

PIN コード（個人暗証番号）のような物理的なアクセス管理のネットワークも監視するこ

とが考慮されなければならない。そうすることで、従業員が、立入制限区域に入ろうとす

る試みが気づかれないということはなくなる。多くの物理的アクセス装置は、イベントデ

ータを記録するようにプログラムすることができる。そして、IT システムで記録されるイ

ベントログと同様のものが作成される。 

 

組織は、アクセスポリシー違反、即ち、無許可活動の徴候を探知するためにログに記録

されたデータを分析する必要がある。それらは、保護されたドアで拒絶された読み取りカ

ードよって発生したイベント、または、過去に異なるネットワークコンポーメントによっ

て発生した、無許可のイベントパターンに類似した形を取るかもしれない。また、組織の
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データベースからの無許可の抜取りを探知するには、データベース、ファイアウォール、

および電子メールシステムのログの検査が必要となるだろう。従って、効果的監視プロセ

スには、異なるネットワークコンポーメントのログを結合することが必要となるだろう。 

 

分析は、リアルタイムまたはオフラインで行われるだろう。理想的には、時間経過の傾

向を監視し、組織のアクセス制御に侵入しようとした試みを発見した時点で警報を出すべ

きであろう。 

 

⑵ 単一チャンネルの監視 

 

組織の IT ネットワーク全体のイベントを監視することが、複雑なインサイダー活動を

探知するのに有効であるかもしれない。しかし、特定のチャンネルを分離して監視するこ

とも有益である。 

・インターネット使用は、不適切なウェブサイトにアクセスする従業員の試みを探知す

るために監視される。この文脈でいえば、例えば、政府転覆または過激派を支援して

いるサイトが不適切なサイトに含まれる。 

 

・電子メールサービスを監視・制限することによって、インサイダー活動のリスクを軽

減することもできる。これには、次の様々な形が含まれる。 

○‘秘’または‘極秘’、およびその他の用語(例えば、政策の漏洩、商業的なデータ

を意味する用語)などのセンシティブな内容を意味する言葉によって、発信メー

ルや添付ファイルをフィルタリングする。 

○悪意のあるソフトを組織のネットワークに持ち込むリスクを軽減するために、従業

員がメールの添付ファイルを開くオプションをブロックする。 

・電話使用では、ダイヤルされた番号と会話の長さが記録されるが、コールセンターで

は、一般的に会話そのものまで記録することができる。大部分の組織の電話網は、特

定の電話番号(または番号の分類で)を使用禁止にできる。そして、これは、経費を抑

えるためにも、情報の漏洩(もし、これが組織の懸念事項であるなら)を制限するため

にも有効である。 

 

⑶ 監視カメラシステム（CCTV）を使った監視 

 

CCTV は、特定の場所、または数が限られたスクリーンに信号を送るためにビデオカメ

ラを使用するシステムである。CCTV で監視している区域の重要度に応じて、CCTV が独

立して、または他の保護セキュリティ対策を支援・強化するために使われるかもしれない。

(例えば、共連れ（「用語集」参照）に脆弱なドア)一般に、目に見える CCTV カメラの存
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在が抑止力であると思われている。また、CCTV が監視している区域がホットスポットで

ある。そこには、特にセンシティブな情報が格納されているか、あるいは、インサイダー

活動の疑いがあるが、未だに証明されていない区域である。 

 

CCTV 映像の自動判読機能は発展途上の科学である。そして、当分の間は、人間の観察

が CCTV によってとらえた映像の中の無許可活動を特定するために、最も信頼できる方法

である。多数のカメラを絶えず運用している組織では、常時 CCTV 映像を監視することは

資源集約的活動である。しかし、監視する行為の影響が非常に大きいならば、これは適切

かもしれない。インサイダー活動のリスク、または影響の低い場所では、映像は常時監視

されずに、事件が発生した後の証拠に備えて、単に保存されるだけであろう。組織は、こ

の二つの間の効果的(現実に合った)なバランスを見つけ出す必要がある。そして、人的セ

キュリティリスクアセスメントがこの決定を導くであろう。 

 

⑷ その他の手段による監視 

 

すべての保護的監視が電子的に行われる必要はない。規則どおり、または臨機応変に行

われるセキュリティチームによる職場の点検は、勤務時間内であれ、時間外であれインサ

イダー活動に機会を提供するかもしれない次のような要因を特定することに有用である。 

・セキュリティパスの未着用 

・立入制限区域のドアの開放 

・クリアデスクポリシーの不実行 

・引き出し、重要な戸棚、または金庫の未施錠 

・ユーザがログインしたままの無人のコンピュータ、またはラップトップの放置 

・CD ROMや USB端子のような取り外し可能な記憶媒体の使用 

 

⑸ 一般的な考慮事項 

 

個人を内密に監視するのは、稀なケースだけである。（「調査」参照）保護的監視が公然

であっても、それは雇い主と従業員の間で相互信頼、相互理解、および非公式義務（信用

と信頼の暗黙的義務で、時々、‘心理学的契約’（「用語集」参照）と呼ばれる。）などを損

なうだろう。従業員は、勤務中のインターネット使用の制限または職場への CCTV カメラ

の導入を、彼らが信頼されていない証拠と感じるかもしれない。 

 

労働組合は、彼らのメンバーが監視の対象となっているのを見ることは愉快でなく、こ

れが労使関係の悪化に結びつくかもしれない。これらの悪影響は、従業員や組合が、そう

することがリスクのためやセキュリティ文化を強化するために必要であるという,正当性
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を理解することによって大いに軽減することができる。（「従業員のアクセス管理」参照） 

 

すべての監視システムは、疑わしい活動が存在しないのに偽警報（偽陽性）を発するこ

とがある。これらを避けるためにシステムを微調整できる範囲は、それぞれのネットワー

クで様々である。たまたまパスワードを間違って入力した従業員は、組織の性格と資産の

重要性によっては、無視されるかまたは懸念の原因となるかもしれない。インサイダー活

動が多くの異なる形をとることを考慮すると、警報は、通常のアクセス行動を良く理解し

ている人物によってチェックされなければならない。 

 

逆に、疑わしい活動が存在しているのに警報を発しない（偽陰性）危険性もある。例え

ば、アクセス権のあるユーザ名または識別子によって、アクセスの制限されたファイル、

または保護されたドアを開けることは、疑惑のイベントログのエントリにはならないが、

その識別子を使用している従業員が、そのパスが貸与された本人でないかもしれない可能

性もある。監視は、従業員がパス、パスワード、PIN（個人暗証番号）、およびその他のア

クセスメカニズムを共有していないところで有効な結果を得ることができる。 

 

イベントログ分析の頻度は、組織の性格とそれが運用される環境に基づき判断されるべ

きである。関連するデータが大量である場合、分析は、非常に資源集約的であるため、リ

アルタイムよりは、むしろ、オフラインで行われる。このことは、無許可活動がイベント

の後でしか探知されないことを意味している。通常、組織が監視機能を頼りにすればする

ほど、ますますイベントログ分析を頻繁に行われなければならない。一方、その他の数多

くの雇用中の人的セキュリティ対策が実行中の組織においては、監視への依存を減らすこ

とができるとともにイベントログ分析の回数も少なくできるであろう。 

 

監視によって生成されたデータは、保管期間と効果的な検索のための取り決めがなされ

なければならない。関連するデータの量に応じて、望ましい監査間隔と保管費用の間でバ

ランスが保たれなければならない。これは、組織の性格と監視される活動のタイプに関係

する。しかし、リスクアセスメントは、組織が直面している人的リスクに優先順位を付け

ることができ、ひいては、監視すべき主要な対象（例えば、特定の出入口、物理的場所、

IT アプリケーション、または取引形態（transaction types）など）を特定することができ

る。これにより、収集データを最小限にすることができる。 

 

無許可活動のリスクを最小限にする効果的なツールである監視のために、各ユーザは、

独自の識別、例えば、システムアクセスのためのユーザＩＤとパスワード、物理的アクセ

スのための読み取りカードと PIN（個人暗証番号）などを持つ必要がある。イベントログ

は、改ざんされないように安全に格納されなければならない。そうすれば、それらは法廷
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でも証拠として有効なものとなる。また、装置をモニターしているすべての時計は時刻規

制がなされていなければならない。そうすることにより、入力されたデータを調査におい

て相互に参照することができる。 

 

⑹ 法律的考慮事項 

 

保護的監視の使用については、組織の保護的監視を統制する手順に組み込まれていなけ

ればならない。保護的監視はいくつかの法的問題をもたらす。最も関連した法律は次のと

おりである。 

・1998 年個人データ保護法（Data Protection Act：DPA） 

監視のほとんどすべては、個人データの収集を伴う。同法は、そのような個人デー

タが合法的に集められて、公正かつ適切な方法で処理されることを組織の責任とし

ている。 

・1998 年人権法（Human Rights Act） 

法の第 8条は、私的生活や家庭生活の尊重を受ける権利を規定している。第 8条の

権利は職場にも及ぶ。 

・2000 年調査権限規制法（Regulation of Investigatory Powers Act：RIPA） 

調査権限規制法は、通信傍受を含む侵害的な監視（surveillance）と調査技術の使

用を規制している。 

・雇用慣行データ保護規約 

この規約は、情報コミッショナー委員会によって発行されたものであり、雇い主が

個人データ保護法に従うことを手助けするとともに、個人データ保護法第 3部（職

場における監視）の優れた実践事例（good practice）の適用を奨励することを目的

としている。 

・2000 年電気通信（合法的な商慣行）（通信傍受）規則 

これらの規則は、侵害的な技術、例えば、通信傍受がビジネス環境の中で使用でき

るような特定の状況を提供している。 

・CCTV 行動規程（2008 年改正版） 

この規程は、情報コミッショナー委員会によって発行されたものであり、組織が

CCTV を使って監視を行う際に、法律に従うことを手助けする。 

 

このリストは完全ではないので、保護的監視の実施を望む組織は、最初に法的助言を求

めることが不可欠である。 

 

関連情報源 

保護的監視（相関分析、ＩＰアドレス解決、ログ分析の限界、攻撃パターン）、監査の



 60 

 

評価、およびアカウントログに関する詳細なガイダンスは CPNI のウェブサイトから入手

できる。： 

・www.cpni.gov.uk/Docs/re-20030324-00723.pdf: 

「監査とアカウントログ分析の導入書」本書は若干時代遅れであるが、原則は依然有効で

ある。 

・http://www.opsi.gov.uk/Acts/Acts1998/ukpga_19980029_en_1 

「個人データ保護法」：公共セクター情報局（Office of Public Sector Information: OPSI） 

・http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/ukpga_19980042_en_1 

「1998 年人権法」：公共セクター情報局 

・http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000023_en_1 

2000 年調査権限規制法（The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 ：RIPA） 

・http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/practical_application 

/coi_html/english/employment_practices_code/about_the_code.html: 

「雇用データ保護規約」：公共セクター情報局 

・http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_ 

specialist_guides/employment_practice_code_-_supplementary_guidance.pdf: 

「雇用データ保護規約の補足ガイダンス」：公共セクター情報局 

・http://www.opsi.gov.uk/si/si2000/20002699.htm: 

2000 年電気通信（合法的な商慣行）（通信傍受）規則 

・http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_ 

specialist_guides/ico_cctvfinal_2301.pdf: 

CCTV 行動規約（2008 年改正版）：公共セクター情報局 

・ISO/IEC 27001 は、国際標準化機構(International Organization for Standardization：

ISO)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission：EC)が発行した

情報セキュリティーマネジメントシステム（information security management 

system：ISMS)の国際標準である。ISO/IEC 27001 は、セキュリティコントロールの

目標をリストアップし、特定のセキュリティコントロールの範囲を推奨している情報セ

キュリティマネージメント行動規定（ISO/IEC27002）と併用されるのが目的である。

ISO/IEC 27002 の優れた実践アドバイスと併せて情報セキュリティーマネジメントシ

ステム（ISMS）を実行している組織は、同時に ISO/IEC 27001 の要求資格を満たすで

あろう。しかし、認証の取得は、まったく自由な選択である。（組織の利害関係者に委

任されない限り） 

・http://www.w3.org 

ワールドワイド・ウェブ・コンソーシアム：エベントロギングに関する標準化を推進し

ている。 
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１０．調査 

 

潜在的セキュリティ懸念のある社員の行動が報告された場合における次のステップは、

正式な調査を開始することであろう。しかし、調査を行う際には、法的および資源的影響

を考慮しなければならない。さらに、プロセスが、公平かつ比例していることが組織の健

全性と当該社員の将来を保護するために不可欠である。悪意があるように見える行動もま

ったく無実かもしれない。従って、そのような場合の手続は、完璧かつ公平でなければな

らない。 

 

人的セキュリティに関連した調査は、窃盗またはセンシティブな情報の漏洩のような不

正行為の報告に対応して行われる場合もある。あるいは、従業員の行動に対する懸念の結

果としての調査になるかもしれない。（「インサイダー脅威のスクリーニング」参照）前

者の場合の調査目的は、誰が何をしたかについて立証することである。後者の場合は、そ

の個人のセキュリティリスクが増大の傾向を示しているか否かである。双方のケースに関

する調査結果には、勧告される行動方針が含まれなければならない。 

 

調査を促進する情報は、いろいろな情報源からもたらされる。例えば、 

・物理的または電子的保護的監視システムからの自動警報。 

・組織内部からの警報：おそらく通報ホットラインまたはライン管理者の懸念によるも

の。 

・不正行為が行われた証拠。 

  

事件または疑惑が報告された場合には、まず調査が必要であるか、いかに調査を行うか

を決定しなければならない。初期のフィルタリングは、調査を正しい軌道にのせ、無駄な

作業を回避するために有効である。この段階で考慮すべきことは次のとおりである。 

・悪意のある通報 

従業員が組織のホットラインを使用して、同僚に関する事件、または疑念を通報した

場合、 ―通報が匿名でないならば、―  二人の間に、これまでに敵対的な関係があ

ったのか否か。 

・不法な差別 

また、不正に対する訴えがあった場合、調査チームは、通報された従業員、または訴

えた従業員のどちらかの人種、宗教、性別、性的好み、障害、または年齢を原因とす

る訴えでないことを確認しなければならない。 

・無許可とはなにか 

「無許可行為」の定義は、労働者全体で標準化されていないかもしれない。組織の正
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社員によってサインされる契約は、組織の合併のあと受け継がれた社員、コンサルタ

ント、または契約社員の契約とは異なるであろう。正社員以外のその他の人々は、た

とえば、インターネットや電子メールの使用許可を記載している契約に署名してない

かもしれない。または、例えば、同じ規程を読んでいないかもしれない。 

・比例した対応 

事件の性格と規模に応じて、調査するために必要とされる時間と経費は、被った損失

と釣り合わなければならない。事件が全く金銭的損失だけの場合、作業負担の増大を

回避するために、敷居を(ハードル)低くして調査を行うことも考えなくてはならない。

しかし、「低値（low value）」事件が多いことは、懸念の原因を増やすかもしれない

ので、すべてのケースについて組織自身の価値で評価されなければならない。また、

調査は、時にはその抑止効果を得るためにも必要かもしれない。 

・‘無許可行為’は懲罰の対象となるのか 

無許可行為の性格によっては、それは組織の懲戒規程違反者となる。このため、調査

は、組織の懲戒規程と法令による紛争解決手続の双方に定められた要件を順守しなけ

ればならない。 

 

⑴ 役割 

 

一旦調査が必要であると認められたならば、主任調査員（lead investigator）と後見人

（sponsor）が指名されなければならない。主任調査員の責任は、事件または疑惑に比例

した規模で完全かつ公正に調査を行うことである。彼らは、現行の法律、規則、行動基準、

および調査に関するガイドライン、そして、理想的には、調査技術に関する幅広い範囲の

完全な実用知識を保有していなければならない。主任調査員に経験者を選ぶかどうかは、

通常は、事件の規模に関連している。しかし、例えば、情報漏洩の調査では、特に、それ

が、政府機関の場合には、漏洩した情報の秘匿度であるかもしれない。 

 

後見人の重要な責任は、調査結果（finding）に基づき適切な措置がとられることを保証

することである。彼らは、懲戒手続を承認するため、そして、調査結果に従って内部の変

化を促進するために、十分な上級者でなければならない。 

 

組織の規模と構成に従って、後見人と主任調査員は、上級管理者、人事もしくはセキュ

リティ部門の上級者、常勤の調査管理者、または組織外の人物に割り当てられるかもしれ

ない。利益の対立がないならば、後見人と主任調査員の役割は同じ人物によって遂行され

るかもしれない。 

 

調査計画が同意される前に、調査チームと、人事部門やライン管理者のような第三者と
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の協議が行われる必要があるかもしれない。従業員がプロセスの完全性について信頼して

いる場合、士気への否定的な影響を制限するために、調査は、公表された手順で、必要な

場合には目に見える結果をもって、迅速に行われなければならない。主任調査員は、早い

段階で次のことを決心する必要がある。 

・調査を公然と行うのか、または内密に行うのか 

容疑者がいる場合、事件の性格上、彼らが調査に気づいているのが良いかどうかを

考慮すべきである。調査が内密に行わなければならない理由は次のとおりである。（し

かし、これに限定されない） 

・報告が、疑惑であろうと、事件であろうと、様々なレベルのさらなる証拠を収集す

る必要性がある場合。 

・事件がある種長期間継続しているものであっても、不正行為が現在継続しているも

のであっても、犯人に警報を出すことなく監視する必要性がある場合。 

・計画段階であって、いまだ実行されていない不正行為の調査の場合。 

・事件または疑惑の性格。 

 

・誰が関与すべきか 

主任調査員は、次の人々、または部門に調査が行われることを知らせなければなら

ない。さらに、必要に応じて、誰がこのプロセスに参加するかを知らせなければなら

ない。 

・人事部門 

人事部門は、調査チームと疑いが掛けられている従業員の双方を、公平に、支援

することが期待されている。人事部門との連係はいつも重要であるが、特に、調査

が行われている間に従業員が停職になっている場合には、不可欠であることを考慮

すべきである。 

・ライン管理者および同僚 

ライン管理者、または部門の管理者に調査について知らせることは通例である。

特定のケースでは、当該従業員の身近な同僚にも知らせる必要がある。しかし、こ

れはめったにないケースであるが、同僚が、目撃者として後で面接される場合も考

慮されなければならない。 

・最高経営責任者または執行経営責任者 

従業員が非常に注目を集める無許可行為を行った場合、または非常にセンシティ

ブな情報に関連する調査の場合、組織の適切な上級管理者に、調査が行われている

ことを知らせることが必要であろう。 

・広報部門 

事件の性格がメディアの関心を呼ぶようなものである場合、組織の広報部門は、

警戒態勢に置かれ、事前に適切な応答要領を立案しなければならない。 
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・ＩＴスペシャリスト調査官 

当該従業員の PCのコンピュータファイルにアクセスすることは、コンピュータの

ハードディスク内のデータが上書きされる原因になることがある。そして、それは、

おそらく不可欠な証拠の損失に至るであろう。コンピュータ犯罪などに関する専門

ツールや知識が必要な場合、調査の開始段階からアドバイスできるＩＴスペシャリ

スト調査官の協力を求めることが考慮されなければならない。 

・独立調査官 

独立調査官は、彼らの信用性と調査委員会での実績から選ばれるべきである。し

かし、第三者の調査官が組織の手続に従うようにするためには、独立調査官と組織

の調査官との関係は、慎重に管理される必要がある。 

・法律顧問 

個人を調査するための処置が取られる前に、主任調査員は、関連するすべての人々

の法的権利と責任に関してアドバイスを提供することができる雇用問題専門弁護士

と協議しなければならない。一旦調査が終了したならば、事件の性格によっては報

道関係先へのセンシティブな情報の公表を防止するため、裁判所の差し止め命令の

ような法的措置をとることが適切であるかもしれない。 

・警察 

犯罪行為が疑われるか、または行われた場合、ほとんどのケースでは、警察に直

ちに通報されなければならない。そして、警察は、事件への関与の性格と範囲を決

定するだろう。損失または損害のレベルが低いケースの場合のみ、組織は内部的に

問題に対処することを決定するかもしれない。しかし、この決定は、法的助言を踏

まえてなされなければならない。もし、警察が関与するならば、警察と並行して、

組織の内部調査プロセスが続くことが重要である。なぜならば、刑法と雇用法は、

立証責任のような重要な領域において異なっている。そのため、組織は、その調査

が確立した手続（例えば懲戒プロセス）に従って行われたことを証明する必要があ

る。もし、従業員を解雇するつもりであるならば、警察と内部調査が並行して行わ

れている場合、両者の間で効果的なコミュニケーションがなされていることが重要

である。 

 

公平を期するために、無許可行為に関与した者、または関与が疑われている者を

調査に関与させないことが重要である。例えば、従業員とライン管理者の共謀が疑

われることもあり得る。そのような場合、さらに上級のライン管理者、またはその

他の適当な人物が、代わりに協議を受けるべきである。 

 

・調査の間、従業員は停職にならなければならないか 

これは、完全に状況次第である。例えば、調査チームがそれにアクセスする前に、
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証拠が取り除かれるか、または改ざん竄される可能性がある場合などは、停職が必要

かもしれない。あるいは単純に当該従業員の資産、または証拠へのアクセスを制限す

るか、または当該従業員を調査期間中は他のポストに異動させることが望ましいかも

しれない。従業員に影響を及ぼすすべての問題と同様に、この決定は人事部門と雇用

問題専門弁護士との協議に基づきなされなければならない。 

 

⑵ 証拠 

 

証拠を集める方法はたくさんある。それらのどんな組合せでも、調査されている事件ま

たは疑惑によっては適切かもしれない。次がその例である。 

・目撃者と面接する。 

・関係者の公然または内密の監視。（内密の監視は、特殊な状況でのみ実施される） 

・従業員が使用していた、オフィス器材のフォレンジック調査。（forensic examination：

コンピュータ犯罪に対する科学的調査） 

・従業員の自宅にある器材のフォレンジック調査。 

・組織の保護的監視プロセスによって作成されたオーディット・トレール（audit 

trails：データ処理の内容を追跡調査できる記録）の調査。 

・携帯電話と固定電話双方の電話ログの調査。 

・CCTVビデオの調査。 

・従業員の会社クレジットカード使用状況の調査。 

 

証拠を収集する際、組織は、次の法律に基づく義務を心に留めておかなければならない。 

・1998 年人権法（Human Rights Act） 

特に、組織は、私生活や家庭生活に対する従業員の第 8 条権利を尊重することの重要

性を心に留めておかなければならない。従業員の私生活に関連する情報の収集を伴う調

査を実行している組織は、結果として生じるプライバシーの侵害を正当化できなければ

ならない。即ち、これは、集めた証拠の量と範囲が、行われている調査の種類、および

事件、または疑惑の性格からみて必要かつ比例していなければならないことを意味する。 

・1998 年個人データ保護法（Data Protection Act： DPA） 

個人データ保護法は、個人データ（調査の間に集められるものを含む)を収集、保持、

保管、および破壊する方法を規定している。例えば、同法は、その調査の目的のために

必要であると認められた期間、調査の間に収集した個人データを保持することを認めて

いる。組織は、例えば、なぜ、データの継続的な保持が必要であるかについて、事件、

もしくは疑惑の性格、または訴訟の可能性に言及することにより正当化できなければな

らない。調査目的のために収集された情報は、通常、調査期間にプラスして、内部およ

び／または法的課題のために、その後ある程度の期間の保持が許されなければならない。 
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・2000 年調査権限規制法(Regulation of Investigatory Powers Act：RIPA) 

調査権限規制法は、監視と情報収集のための特定の方法(例えば、電話または電子メー

ルの傍受、および隠密な監視)の使用を規制している。また、同法は、この種の方法が調

査において使用される場合に従わなければならない法的要件を定めている。 

 

組織は、調査期間と、調査が完了した後に調査期間にプラスして訴訟と、法的課題のた

めに認められた追加期間の両方で、（証拠の）完全性を保証する方法で証拠を保管すること

を検討しなければならない。例えば、証拠は、可能性のある改ざん竄を防止するために、

安全が保たれなければならない。 

 

上記の考慮事項を前提条件として、疑惑の従業員と顔と顔を合わせた形で、より直接的

な調査をする前に、必要ならば、目撃者が進み出るのを奨励しながら、間接的に、できる

だけ多くの証拠を収集することがは優れた実践（good practice）である。これは、最も公

明正大な結果を得るのに役だつであろう。しかし、様々な法的考慮事項が存在するので、

証拠の収集について提案された方法とその範囲に関する法的助言を常に求めなければなら

ない。 

 

⑶ 監視 

 

監視とは、組織が常時、または臨機に、すべての従業員、または一部の従業員の行動を

チェックすることである。調査の間、組織には、証拠を収集するために使用できる多数の

方法がある。例えば、従業員の E メールの開封、電話記録のチェック、従業員が検索した

ウェブサイト記録のチェックなどである。一般的な監視については「従業員のアクセス監

視」に記述されているが、調査の過程の中で、心に留めておくべきいつかの特定の問題が

ある。 

 

組織は、調査の一部として監視を行う場合は、いつも、情報コミッショナー委員会が発

行した雇用慣行規約（Employment Practices Code）の第 3 節を考慮しなければならない。

規約（code）は、組織が監視を実行する際に、法令順守上留意すべき事項について次のよ

うに勧告している。 

・特別な状況が適用されない限り、従業員は、自分が監視されていることを知らされな

ければならない。規約（Code）は、そのような監視を行う際に、同意は必要条件では

ないと述べているが、実際上、最も極端な場合、従業員は、いかに監視されているか、

そして、収集された情報がいかに使用されるのかを知らされるべきである。隠密の監

視は、組織が、犯罪または同様な違反行為を疑うに申し分ない理由がある場合に正当

化されるであろう。雇用契約には、特定の種類の監視（たとえば、インターネットと
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電子メール使用）について従業員に知らせるという条項が含まれているであろう。さ

らに、組織の人事施策、または社員回覧を通じて、従業員に監視について知らせるこ

とができる。その他の選択肢として、組織は、従業員に嫌疑を知らせるためにあるい

は調査の後半でのより侵害的な方法の使用を正当化するために、当該従業員や従業員

の同僚に対して、低レベルの監視を行うかもしれない。 

・組織は、監視を始める前に、監視から得られる利益が、個人のプライバシーの侵害の

レベルを上回るかどうかを確かめるために影響評価（impact assessment）を行わな

ければならない。規約（Code）には、影響評価を行うときに考慮すべき事項が定めら

れている。理想的には、影響評価の実施プロセスは文書化されているべきである。 

 

雇用法に関する専門家のアドバイスは重要である。 

 

⑷ 可能性のある結果 

 

明らかに悪意のある行為が、まったく無実であるかもしれないので、容疑がかかった従

業員には、自らの行動を説明する機会が与えられなければならない。面接の間、従業員は、

自分に付き添う人物一人（同僚、組合の代表または単に友人）を選択することが許される。

通常、人事部門から公平なオブザーバーが同席しなければならない。そして、すべてのケ

ースについて、詳細な議事録が保存されなければならない。調査結果を報告する際に、主

任調査員は、後見人と協議し、行動方針について同意しなければならない。それは、従業

員が告発に関して潔白であることが判明した場合の調査終了から、従業員の解雇までに及

ぶであろう。（「退職手順」参照） また、その他、次の様な結果が可能である。 

・適切な当局（例えば警察または治安当局）に通報する。 

・当該従業員の個人再教育計画を作成する。それにより、当該従業員は、ゆくゆくは、

信頼を回復することができる 

・再発を防止するため、当該従業員をアクセスレベルの異なる配置に異動させる。 

・個人または職場に対し、人間による監視（例えば二重監視）か、電子的監視（例えば、

CCTV）のどちらかの監視を追加する。 

・コアタイム以外の、個人またはグループの事務室へのアクセスを制限する。 

・センシティブなデータの日常的な暗号化。 

・重要な ITシステムの認証にさらなる層（layer）を導入する。 

・事件再発のリスクを軽減するために、必要ならば、組織の施策と手続を改正する。 

 

後見人は、同意された行動方針の法的意味とそれに伴って起こりうる影響をよく理解す

るとともに、常に、法律と人事の専門家からアドバイスを受けなければならない。勧告の

実施方法は、誰が影響を受けるか、そして、何が変更されるのかによって決定されるであ
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ろう。それらのなかで、人事部門、ならびに組織の物理的、IT、および人的セキュリティ

部門が最も関連が深いであろう。 

 

調査の最終段階では、組織が中央管理している保存記録（教訓）が更新されなければな

らない。そして、将来の組織の人的セキュリティ対策を強化するためにその教訓が活用さ

れなければならない。 

 

関連情報源 

 

・http://www.opsi.gov.uk/Acts/Acts1998/ukpga_19980029_en_1 データ保護法：公共セク

ター情報局 

・http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/ukpga_19980042_en_1 1998 年人権法：公共セクタ

ー情報局 

・http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000023_en_1 2000 年調査権限規正法

（RIPA） 

・http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/practical_application 

/coi_html/english/employment_practices_code/about_the_code.html:雇用慣行データ

保護法：情報コミッショナー委員会 

・http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_specialist_ 

guides/employment_practice_code_-_supplementary_guidance.pdf:  雇用慣習デー

タ保護法の補足ガイダンス：情報コミッショナー委員会 

 

従業員の活動を監視することに直接関連するその他の情報源は、「従業員のアクセス監

視」の「関連情報源」に記載されている。 
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１１．退職手順 

 

組織を退職する従業員は、組織の内部活動、資産、セキュリティ上の脆弱性（ことによ

ると、競合他社に対する）についてのかなりの知識を身に付けている。さらに、退職を取

り巻く環境が必ずしも友好的であるとはかぎらない。すべての社員の退職手順が、正式か

つ完全であることが、雇い主と従業員の関係を過度に崩壊することなく組織を保護するた

めに重要である。 

 

ビテック・ボーデンのケース（右パネル）

が示すように、従業員が組織を去っても、組

織の資産に関する彼らの知識と資産へアクセ

スする方法は、無期限に、彼らの手中にある。

従って、それらが無許可目的のために使われ

るのを防止するために、適切な物理的・電子

的・人的セキュリティ対策が実行されている

ことが不可欠である。 

  

彼らが雇用中に獲得した情報を使用して退職後に悪意をもって行動する可能性は、彼ら

が働いていた役割によって異なる。一般に、組織の退職手順は、あらゆる社員の退職のた

めのものであり包括的なチェックリストで構成されている。しかし、特に大きな組織では、

従業員の役割に基づいた退職手順を確立することがより効率的かもしれない。例えば、管

理支援チームのメンバーが退職するときは、秘密ファイルキャビネットのロッキングコー

ドを変更し、IT システム管理者が退職するときはリモートアクセスコードを無効・更新す

るなどの手順が必要となる。 

 

役割基盤の退職手順の開発は、組織に最も大きな潜在的脅威をもたらす従業員グループ

を決定するために人的セキュリティリスクアセスメントによって進められなければならな

い。CPNI の人的セキュリティリスクアセスメントモデルが、この目的のために使用でき

る。（CPNI ガイダンス「人的セキュリティにためのリスクアセスメント」参照） 

 

⑴ 組織の保護 

 

従業員が退職することを知ったならば直ちに、ライン管理者は、必要ならば、人事部門と

協議し、組織に対しもはや忠実でないかもしれない個人によってもたらされるリスクをい

かに制御するかを考慮する必要がある。 

2001 年 11 月、ビテック・ボーデンは、クイー

ンズランド（オーストラリア）のマルーキード

ール（Maroochydore）の川と近海に最高 100

万リットルの汚水を投棄した罪で懲役 2 年を

宣告された。 ボーデンは、以前、コンサルタ

ントとしてマルーキードールの水浄化プロジ

ェクト取り組んでいたが、地方政府によって常

勤の仕事を拒否された。彼は、今回の行為を行

うために、インターネット、ワイヤレスラジオ、

盗んだ制御ソフトウェア、および彼自身が保有

する内部知識を使用した。 
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最初になされる決定は、(組織に対しもはや忠実でない)従業員が会社を離れるまでの取

扱い方法である。それには次のような選択肢がある。 

・従業員が契約上の解雇予告期間の間、働き続けるのを許し、組織の資産への彼らの通

常のアクセスを継続させる。 

・従業員が働くのは許可するが、資産へのアクセスは制限する。（常時監視下で、より

低レベルのアクセスコードの割当て） 

・従業員に直ちに退職するよう求める。― おそらく、建物にいる間は、無許可行動を

防止するために監視下におく― または、解雇予告期間の間は出社しないよう求める。

（これは、時々、従業員に“庭造り休暇（gardening leave）‘を与えると呼ばれる） 

 

退職までの監視は、潜在的インサイダーリスクを最小限にするが、もし、当該従業員が

良い関係のままで辞めようしているならば、過剰反応とみなされるであろう。当該従業員

を、彼らの契約上の解雇予告期間の間、働くのを許すことは、あまり議論にならないが、

組織の資産を悪用する機会を提供するかもしれない。従って、この決定は、次のいくつか

の要因によって影響される。 

・従業員が自発的に退職するのか、または懲戒プロセスの結果として退職するのか。 

・従業員が自発的に退職するのでなければ、彼らの解雇を引き起こしたのは何か。 

・従業員は退職後、競合他社または敵対的な組織で働くのか。 

・従業員の役割の性格、すなわち、彼らがアクセスすることができる資産の重要性は。 

・従業員が組織にもたらす脅威を判定するための人的セキュリティリスクアセスメント

の結果は。 

 

決心は単純なものでないかもしれない。従業員が自発的に退職するという事実は、解雇

予告期間の間、管理されずに働き続けることが許されることを必ずしも意味するものでは

ない。例えば、もし、辞めようとする従業員が競合他社での仕事を引き受けるために退職

しようとしているならば、商業的に価値ある情報への彼らのアクセスを禁止することが適

切であろう。現在、彼らがとてもセンシティブな環境で働いているならば、結局、彼らに

直ちに退職するよう求めることが必要かもしれない。 

 

一度、退職日が合意されたならば、当該従業員が無許可行為を行う機会を減らす必要が

ある。このために、組織の資産、アクセスツール、および従業員にはもはや必要なく、か

つインサイダー攻撃を容易にする次の識別子（identifier）を直ちに回収しなければならな

い。 

・ユニフォーム 

・セキュリティパスと身分証明書 
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・携帯電話/ブラックベリー/ポケベル 

・会社クレジットカード 

・名刺 

・立入制限区域または保管所の鍵  

・電子システムへのアクセスのためのトークン（token：本人認証のためのデバイス） 

・ラップトップやその他のリモート作業器材 

・組織に帰属している本、書類、および商業的に重要なドキュメンテーション 

 

従業員が直ちに退職する場合には、彼らに最も厳しい時間内ですべてを返却することを

要求する。しかし、彼らが、解雇予告期間の間、彼らの任務を遂行し続ける場合、 ―ま

たは彼らの任務の一部を遂行する場合― 返却要求は、それに応じて、見直されなければ

ならない。重要なことは、できるだけ多くの品目を早急に回収し、従業員の手元にそれら

を残さないことである。その段階で回収されなかった品目は、それらの返納の期日と方法

(配達、または郵便によって)を従業員と合意すべきである。 

 

退職従業員へ貸与していた資産の回収と同時に、組織は、当該従業員の資産へのアクセ

スリスクを軽減するために次の追加的な処置を考慮しなければならない。 

・選択的に、または完全に従業員のシステムアクセスを防止するために当該ユーザＩＤ

をブロックする。  

・一般システムのパスワードを変更する。 

・マルウェア、またはハッキングから組織の電子システムを保護するために実際に実行

されている対策を確認する。（「保護的監視」参照） 

・選択的に、または完全に当該従業員の物理的アクセスを防止するために、当該従業員

のセキュリティパスをブロックする。 

・一般区域のドアコードを変更する。 

・保管している資産価値がそれに相当するならば、保管所のコンビネーション鍵を変更

する。 

・当該従業員の署名権限、クレジットカード、経費勘定をキャンセルし、すべての関連

部署に通知する。 

・必要ならば、建物への当該従業員の将来のアクセスに関して、警備員に指示を出す。 

 

もし、従業員がすぐに退職しないならば、これらの処置のいくつかは遅れるであろう。

その場合には、未処理の事項は記録され、実行可能になれば速やかに実施されなければな

らない。 

 

⑵ 退職者面接 
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退職者面接では、一般に、人事問題、例えば、退職理由と組織に対する感情に関心がも

たれる。その結果、面接は、セキュリティとの関係がほとんどないように見られる。しか

し、面接は、従業員に自身のセキュリティ関連の義務を思い出させて、未解決の問題を解

決する有効な最後の機会を提供する。 

 

従業員が懲戒処分の結果として退職する場合には、最後の懲戒委員会と退職者面接が同

時に開催されることになろう。その他の場合は、ライン管理者と人事部門の管理者が退職

者面接を行うべきである。しかし、状況にもよるが、もし、ライン管理者が出席しなけれ

ば、会議はより開放的でかつ有益かもしれない。セキュリティ管理者は、会議に自ら参加

するか、またはセキュリティ問題をいかに取扱うかについてアドバイスを提供すべきであ

る。 

 

面接の実施時期については、異なる意見があるが、人的セキュリティ問題の観点から決

定されるべきである。リスクが高い場合は、解雇予告期間のまさしくその開始段階で当該

従業員に彼らのセキュリティ責任を認識させるために、面接はすぐに開催されなければな

らない。 

 

退職者面接は次のことを行う機会である。 

・従業員に、(必要に応じて)国家秘密保護法(Official Secrets Act)の下での彼らの義

務を思い出させ、または資産もしくは知的財産へのアクセスに関連する組織の行動規

定の下での彼らの義務を思い出させる。一部の組織では、従業員に、これらの点を要

約した文書を読ませ署名するよう要求している。そして、たとえ、それが決然とした

インサイダーに対しては影響を及ぼしそうにないとしても、順法精神のある従業員に

対しては効果があるであろう。 

・従業員が取り組んでいたファイルのすべてのパスワード、または暗号化キーを回収し

なさい。―さらに、必要ならば、変更しなさい。 

・その時点でできるだけたくさんの組織の資産、アクセスツール、および識別子を、回

収しなさい。（上記「組織の保護」参照） 

 

従業員が、新しいか、またはより厳しい人的セキュリティ施策の実行の後で、それらに

違反して組織を退職する場合、退職者面接の間に、当該従業員に歩み寄り合意(compromise 

agreement)に署名するよう要求することが適切かもしれない。歩み寄り合意は、通常、従

業員が、後日、雇用審判所(employment tribunal)に対していかなる訴訟も行わないことに

同意することの交換条件として、従業員に退職金を支給するものである。従業員は、その

ような合意に署名する前に法的助言(組織は、その代金を払うことを考慮するかもしれな
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い)を得る必要があるだろう。そして、合意がなされたことを示すために、従業員の法律顧

問も同様にそれに署名しなければならない。もし、組織の人的セキュリティ施策によって

彼らが不公平な取り扱いを受けたと感じた従業員から訴えがなされた場合、歩みより合意

が組織を保護するであろう。 

 

⑶ 複雑な状況 

 

退職手順は、しばしば、従業員が本社または業務活動の主要センターで勤務していると

いう仮定で記述されている。より分散配置された組織においては、退職手順は、従業員が

退職する時に彼らのライン管理者または人事部門と同じ建物にいない従業員にも適用でき

るよう慎重に立案されなければならない。その様な従業員には次が含まれる。 

・支店の従業員 

・病気休暇中の従業員 

・調査のために有給休暇の従業員 

・自宅勤務、またはその他の場所（たぶん第三者の場所）で勤務している従業員 

・出産休暇中の従業員 

 

もし、組織ができる限り人的セキュリティの脅威から保護されなければならないならば、

従業員が勤務中に死亡した場合にも貸与物品の多くが回収され、かつ保護対策が実行され

る必要がある。この様な状況においては、(死者に対する)十分な思いやりがあることが重

要である。 

 

ア．従業員の職歴照会（Employee references） 

従業員が、懲戒プロセスの結果組織を離れた場合、将来、当該従業員の職歴照会があっ

た場合にいかに対処するかを考慮し、それを職歴照会の窓口となる部門へアドバイスする

ことが重要である。訴訟のリスクを低くする一般的な方策として、人事部門の管理者は、

ますます、個人に関する最も事実に基づく詳細だけを回答しようとする。―それは、典型

的に元従業員の勤務していた日付と彼らの職名である。 

 

照会では、人(照会者)を誤らせるべきでないが、省略は違法でない。従って、その情報

開示から誰も利益を得ないのであれば、当該従業員が会社を辞めた状況を明らかにする必

要はない。また、照会に対し事実だけを述べていれば、組織を訴訟のリスクにさらすこと

はない。従って、当該従業員が調査中に辞職したこと、または懲戒プロセスにより解雇さ

れたことを話すことは受け入れられる。もし、照会の回答に何を含めて、何を含めるべき

でないかについて疑問があるならば、雇用問題専門弁護士に相談すべきである。 
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１２．用語集 

 

資産（Asset） 

従業員、建物、ハードウェア、顧客または商業データ、知的所有権、資金、および評判

を含む組織にとって価値があるすべてをいう。 

 

不満を抱く従業員（Disaffected employee） 

幻滅を感じるか、恨みを抱き、セキュリティに影響を与える行動をとる組織内の個人を

いう。 

 

従業員（Employee） 

組織の資産への正規なアクセスが認められた、CEO から最も年下の新入社員までの正社

員、契約社員、およびコンサルタントを含むすべての人々をいう。 

 

インサイダー（Insider） 

組織の資産への合法的なアクセス権を有する従業員で、無許可の目的のために彼らの合

法的なアクセス権を悪用する人をいう。 

 

インサイダー活動（Insider activity） 

無許可の目的のための、インサイダーによる彼らの組織の資産への合法的なアクセス権

を悪用する行為をいう。 

 

組織（Organisation） 

製品、または成果物を供給するために、人々が様々な役割で働くあらゆるサイズの法人

をいう。 

 

パスバック（Passback） 

これはある個人が、自分の後の人に自分のパスを手渡す行為をいう。そうすることで、

両者とも立入制限区域へ入場することができる。 

 

心理学的契約（Psychological contract） 

雇い主と従業員の間の共通の信条、認識、および非公式の義務である。そして、それは、

人間関係の原動力となり、かつなすべき仕事の実用性の詳細を定義する。また、それは、

正式かつ意識的に認知されるか、または非公式かつ暗黙のうちに想定されることができる。 
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間接評価（Remote assessment） 

直接に顔を合わせての面接以外の他の手段による人間の特徴や行動を測定することを

いう。 

 

役割基盤アクセス（Role-based access） 

役割基盤アクセスとは、従業員アクセスが単に彼らの仕事を達成するために必要なシス

テムと資産だけで決定されるという原則である。役割基盤アクセスは、技術的または物理

的な資産に対して適用することができる。 

 

共連れ（Tailgating） 

立入制限区域へのアクセス権のない人が、アクセス認可を得た人の後を密着して続くこ

とによって(ドアが開いている間に通過し)、ドアが彼らの後で閉まる前に立入制限区域へ

入場することをいう。 

 

無許可行動または無許可目的（Unauthorised activity or unauthorised purposes） 

組織の成文化された手順、または文化的姿勢に違反するあらゆる行動をいう。 
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付録 A：一般的セキュリティ評価フォーム 

 

セキュリティ評価フォーム(用紙)を使用した調査は、多くは毎年実施されるが、調査頻

度は組織の状況に適するよう変更されなければならない。以下の例は、フォームに含まれ

るフォーマットとトピックスを提供している。しかし、組織には、自身の必要条件に合わ

せたフォームを開発することが薦められる。 

 

セキュリティフォームは、しばしば、組織内の人的セキュリティチーム、または人事担

当部門によって管理される。彼らは、回答の記録(秘密情報)を保存しており、かつ、起こ

るかもしれないいかなる問題でも調査・対処するのに最も適した配置にいる。最初のパー

ト A は、従業員によって、パート B は、管理者によって記入される。組織は、この種のシ

ステムを導入する前に、法的アドバイスを求めなければならない。 

 

パート A―従業員が記入 

 

詳細な項目 

・従業員の氏名と従業員番号 

・調査対象期間 

・発行および返却日付 

 

もし、従業員が、報告期間内に、一つ以上の配置に就いていた場合は次の記入方法が有

用である。 

 

 配置 年月日（から―まで）    管理者の名前 

   

   

 

合理性 

 

このフォームの目的について何らかの説明を加えることは重要である。個人状況の変化

に基づき人事ファイルを更新することおよび従業員の人的セキュリティに関連した問題

を特定することがこの目的に含まれるかもしれない。すべての回答は秘密として保管され

ることを知らせ、従業員を安心させなさい。 

すべての情報は、秘密として取扱われ、かつ保管されなければならない。 
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個人的状況 

 

個人的状況がセキュリティへ影響するレベルは、彼らの仕事の重要性に関係する。個人

のセキュリティプロフィールに影響を及ぼすかもしれない状況には次が含まれる。 

・婚姻状態の変化（結婚、離婚） 

・新しい共同居住者の詳細（家族でない場合） 

・親の再婚 

・政治的、宗教的、または抗議グループへの関与、またはそれらからのアプローチ 

・あなたに対して起こされた刑事訴訟、または民事訴訟の詳細 

・評価期間における新しい外国人との接触(たとえば親友、外国人パートナー、または

親類) 

・ジャーナリスト、または外国人からのアプローチ、またはあなたの仕事についてのし

つこい、あるいは異常な問い合わせ 

・外部の研究への登録、または現在実施しているパートタイム 

 

個人的問題 

 

上記の状況に加えて、個人の立ち直る力(resilience)に影響を及ぼすいくつかの個人的問

題がある。もし、雇い主がこれらに気づいているならば、従業員が組織にリスクをもたら

さないことを確実とすることが可能かもしれない。 

 

あなたは、調査対象期間の間に重大な個人的困難、またはライフスタイルに大きな変更を

経験しましたか。例えば、 

・健康障害 

・法的なトラブル 

・家庭内または夫婦間の困難 

・認識された中毒(例えばギャンブルやアルコール) 

 

個人的財政状況 

 

財政的不安定がインサイダー活動の誘引となることは知られている。従って、従業員の

財政状態を把握することが望ましいかもしれない。不明な富は邪悪な収入であるかもしれ

ないことをほのめかすが、無害であると立証できる説明があるかもしれない。 

・調査対象期間の間に、あなたの負債は増加したか。 

・あなたは、どこからか、調査対象期間の間に 5,000ポンド以上の金額のお金または資

産を受けとったか。 
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雇用上の懸念 

 

組織の事業の性格によっては、従業員が、自分、または同僚に関連する仕事、または活

動について道徳的懸念を持っているかどうかを調べることは適切かもしれない。もし、対

処されていなければ、そのような懸念は、組織への不信･不満につながるかもしれない。

この例には次が含まれる。 

 

・あなたの仕事に関する不安、疑問(善悪の判断)、またはその他のことがありますか。 

・あなたの仕事に関して、または同僚に関してなにか不安の原因がありますか。 

・同僚、またはセキュリティ手順に関して、なにかセキュリティ懸念がありますか。 

 

この時点で、従業員に、すべての回答は秘密として取扱われることを思い出させること

は有益であろう。 

 

 

申告 

 

用紙への記入のこの段階で、従業員が、自分の責任を理解して、できる限り正確に記入

したという趣旨の声明を付け加えることは有用である。また、セキュリティチームのメン

バーと話す機会を要請するオプションがなければならない。そして、フォームは、従業員

によって署名されなければならない。 

 

 

 従業員の署名                日付            

 

 

次に、何をしますか。 

・従業員から提供される情報は、何処に保管され、いかに管理されるかを具体的に述べ

ることも重要である。 

・懸念、または関心の問題がどのように対処されるのか、そして、連絡がない限り、従

業員がは行動を取る必要があるのか否かを説明することは役に立つであろう。 

・大抵の場合、更なる行動は、次の調査まで必要ないであろう。 
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パート B―管理者が記入 

 

フォームのこの部分は、調査対象期間の大部分の間、この従業員を監督した管理者によ

って記入されなければならない。もし、有益であると考えられるならば、もう一人の管理

者も記入する機会がなければならない。管理者に、このフォームをできる限り正確、かつ

完全に記入する責任があることを思い起こさせることは有益であろう。 

 

詳細な項目 

・従業員の氏名と従業員番号 

・調査対象期間 

・発行および返却日付 

 

各セクションの下に、回答のために十分な空白が与えられなければならない。(管理者

は、必要な場合、別の用紙で回答を継続することを求めることができる。)ここに含まれ

る項目の例は、次のとおりである。 

 

個人の特徴 

・仕事への満足感(例えば動機づけのレベル、倫理的問題、彼らの貢献が評価されると

いう感情) 

・人間関係の技術(例えば、同僚や管理者との関係はどうですか。彼らは、チームプレ

ーヤーですか。彼らは、建設的な批判をすることができますか) 

・性格特性（例えば、信頼性・安定性・慎重さ、圧力に立ち向かう能力、無謀さ） 

・セキュリティ認識(例えば、人的、物理的、および ITセキュリティに対する態度) 

 

態度 

・あなたは、調査対象期間の間のこの従業員人の行動、仕事への取り組み、および職務

遂行能力の変化(良かれ悪しかれ)に気づきましたか。 

・この従業員が重大な財政的困難を持っている、またはどういうわけか豊かであるとい

う徴候がありますか。 

・この従業員について、あなたを悩ませる、または潜在的セキュリティ懸念の問題を提

示する何かがありますか。 

・ この従業員がアルコール、または薬物問題があるかもしれないという徴候がありま

すか。 
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管理者が問題のある従業員との接触レベルを標準化することは有効である。これは、表

明された意見の有効性に関しての識見を提供するかもしれない。例えば、管理者が最適な

回答に丸をつけるようにする。 

 

現在の接触  

 

通常の仕事上の接触     毎 日   毎週     毎週より少ない 

通常の社会的接触     定期的   時々     なし 

 

また、管理者に、再びこの従業員を、監督することが嬉しいかどうかを聞くことは有益

であろう。これは、詳細な報告よりもより真実が分かる。 

 

 

申告―管理者 

 

私は、この従業員に関して、どんな懸念でも報告するライン管理者として私の責任を理

解したことを確認します。私は、私の知っている限りこのフォームに記入した。 

 

・もし、あなたが人事チームのメンバーと更に問題を議論したいならば、知らせてくだ

さい。 

サイン                日付            

氏名                 職名            

 

 

管理者の連署 

 

もし、人事部門が認識することが望ましい更なる問題があるならば下にコメントするか、

または、あなたがセキュリティチームのメンバーと話したいかどうか示してください。 

 

サイン            日付              

氏名             職名         

   

 

面接が必要であるならば、我々はあなたと連絡をとります。 

すべての情報は、秘密として取扱われ、かつ保管される。 
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平成１９･２０年の発刊・平成２０年度発刊予定資料 
 

ＢＳＫ 第１９－ １号『米連邦政府サイバー・セキュリティ研究開発の調整態勢』 

ＢＳＫ 第１９－ ２号『外国の経済情報収集及び産業スパイ活動に関するホワイトハウス年次報告(2005 年)』 

ＢＳＫ 第１９－ ３号『情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 現 状 と 動 向 (平 成 1 8 年 度 )』 

ＢＳＫ 第１９－ ４号『米 国 に お け る イ ン サ イ ダ ー 脅 威 へ の 取 り 組 み』 

ＢＳＫ 第１９－ ５号『わが国をめぐる兵器技術情報管理の諸問題(平成 18 年度)』 

ＢＳＫ 第１９－ ６号『2006 年 米国の情報コミュニティ年次報告』『米国の国家対情報戦略(2007)』 

 

ＢＳＫ 第２０－ １号『対情報訓練資料(企業秘密を盗み出す手口とその対策 )』 

ＢＳＫ 第２０－ ２号『人 的 セ キ ュ リ テ ィ ： 脅 威 、 挑 戦 、 お よ び 対 策』 
― 英国における人的セキュリティの取り組み ― 

ＢＳＫ 第２０－ ３号『わが国をめぐる兵器技術情報管理の諸問題(平成 19 年度)』 

ＢＳＫ 第２０－ ４号『技術情報セキュリティの現状と動向 (平成 19 年度 )』 

ＢＳＫ 第２０－ ５号『米国における情報セキュリティ関連のユーザー教育、資格付与及び管理について(平成 19 年度)』 

ＢＳＫ 第２０－ ６号『インサイダー犯罪防止のための監視･監査体制の在り方 (平成 19 年度)』 

ＢＳＫ 第２０－ ７号『新しい防衛調達モデルの探索的調査研究 (総論 )』 

ＢＳＫ 第２０－ ８号『国の安全保障に係わる装備品等を生産している企業に対する外国資本による買収に関する各国の法規制の状況』 

ＢＳＫ 第２０－ ９号『管理者用情報セキュリティ・ハンドブック』(保全講習受講用) 

ＢＳＫ 第２０－１０号『効果的な意識向上促進の取組み方』『携帯電話、携帯用パソコン、携帯情報端末(PDA)、その他電子装置を携帯する海外旅行』 

ＢＳＫ 第２０－１１号『雇用中の人的セキュリティ :優れた実践事例ガイド』 

ＢＳＫ 第２０－１２号『未定(米国会計検査院年次報告、国家対情報局年次報告ほか)』 

 

 

 

 
当協会の保全小冊子は、より多くの方々に呼んでいただくため当協会のホームペ

ージに順次掲載していきます。 

 
雇用中の人的セキュリティ:優れた実践事例ガイド 
( ONGOING PERSONNEL SECURITY : A GOOD PRACTICE DUIDE ) 

 
平成２０年１０月 発行 
非 売 品   禁 無 断 転 載・複 製 
発 行 ： 財団法人  防衛調達基盤整備協会 
編 集 ： 防衛調達研究センター刊行物等編集委員会 

〒160-0003 東京都新宿区本塩町２１番３－２ 

電 話 ： ０３－３３５８－８７５４ 

Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－３３５８－８７３５ 

メ ー ル ： h o z e n @ b s k - z . o r . j p 

ＢＳＫホームページ： http:/ /www.bsk-z.or.jp  

mailto:hozen@bsk-z.or.jp
http://www.bsk-z.or.jp/
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