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発刊にあたって 

 

私ども財団法人防衛調達基盤整備協会としては、情報セキュリティ意識の

向上に資するため情報セキュリティに関する懸賞論文を募集すると言う事

業を企画し、多くの方に忚募して頂くことを通して情報保全意識を高めると

ともに、優秀な作品を表彰し発表することにより、広く国民各層に情報セキ

ュリティに対する知識と技術を広めたいと考えております。 

   

このため、２０年度の懸賞論文のテーマを二つ決めました。 

一つは、「情報セキュリティ意識を向上させるためには？」です。「情報セ

キュリティ意識とは何か」皆さんはどのようにお考えですか。と言う問いか

けであります。 

 

二つ目は、「情報セキュリティ対策の死角とその解決策」です。種々の情

報セキュリティ対策を講じてきておりますが、情報漏えいは後を絶たない現

状にあります。 

現在行なっている情報漏えい対策に死角があるのではないかとの問題意

識から選定したものです。 

 

「情報セキュリティに関する懸賞論文」の選考にあたっては、当協会が委

嘱した学術、電気通信研究、保全教育、インターネット、報道の各分野の有

識者で構成された情報セキュリティ論文選考等委員会で厳正な審査を行い、

優れた論文であると答申を受けた五つの作品を表彰させて頂くとともに、受

賞作品を小冊子として掲載することとなりました。 

 

この小冊子は、具体的な例示や提言など示唆に富むものが多いと思います

ので、防衛装備品の生産及び調達に携わる方々、防衛省・自衛隊の関係者の

皆様の技術情報管理の向上に役立てていただければ幸いです。 

 

平成２０年１２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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論文選考にあたって 

 

現代日本においては、ＩＴの急速な発展と普及に伴い、ＩＴは生活のあら

ゆる部分に浸透し、いまや社会基盤として必要不可欠なものとなっています。

ＩＴの重要性が増す反面、ＩＴに障害が起きた場合には、国民生活や経済活

動に大きな打撃を与える可能性があり、さらに、近年、官公庁や企業からの

情報流出が相次いでおります。 

このような状況の中、財団法人 防衛調達基盤整備協会がこの度、情報セ

キュリティに対する正しい理解と知識を広めることを目的として、情報セキ

ュリティに関する懸賞論文を募集し発表することは、大変意義深いことと思

います。 

 

優秀作品の選考にあたっては、新鮮度、实証度合、具体度、影響度などの

観点を重視した審議を重ね最終的に５点が選ばれました。 

最優秀賞の重住氏の作品は、安全衛生活動の「危険予知トレーニング手法」

を情報セキュリティ活動に活用した实証性に優れており、また、能動型教育

の提案は新規性があるとの評価です。 

佳作２点のうち、岡村氏の作品は、技術対策よりも意識の向上を重視し、

動機付け、暗黙知化、ダブルループによる教育の提唱などに新鮮味があると

の評価です。 

もう１点、石澤氏の作品は、意識向上を阻害する問題点として、「情報格

差」、「用語の難解さ」などを上げ、提言としての学校教育の義務化、規則

の徹底、厳罰化などの提案を評価したものです。 

特別賞の石田氏の作品は、世間一般ではあまり馴染みのない「防諜」と言

うメッセージを発信しており、魅力的で大事な視点であるとの評価です。 

奨励賞のなかむら氏の作品は、情報セキュリティの成熟度を数値化しよう

とする考え方や情報セキュリティ教育には多重防御の視点が必要とのメッ

セージに新鮮味があるとの評価であります。 

 

いずれも優れた論文であり、発表することによって情報セキュリティ意識

の向上に貢献し、ひいては、防衛基盤の強化に寄与することを願っておりま

す。 

 

平成２０年１２月 

 

情報セキュリティ論文選考等委員会 

委員長 中 尾 定 彦 
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１．はじめに  

情報セキュリティインシデントの原因の多くは人的要因によるものが

多いと言われ、情報セキュリティ意識の向上のために各企業は情報セキュ

リティ教育に力を入れている。しかしながら、意識の問題だけに教育の効

果が把握しにくく、その一方では同じような原因によるインシデントが後

を絶たない現实がある。当社の防衛事業を担当する部門では、安全衛生活

動で広く行われているＫＹＴ（危険予知トレーニング）手法を情報セキュ

リティ教育に忚用し、下請負会社を含む関係者の情報セキュリティ意識向

上を試みた。  

本論文では、この教育实施に至る背景、实施における問題点とその解決

アプローチ、成果、及び今後の課題について述べる。  

 

２．ＫＹＴ実施に至る背景  

２．１ 情報セキュリティインシデントの動向とその主要原因  

文献［１］にある漏えい原因の件数別統計によれば、個人の不注意に基

づく要素が多いと思われる「紛失・置忘れ」、「盗難」、及び「誤操作」

は減尐傾向にあるものの、２００５年度にこれら３つが占める割合は合わ

せて８０．３％、２００６年度は６２．９％、２００７年度は５５．３％

であり、依然として大きな比率を占めている。また、２００７年度に合わ

せて３２．６％と急増した「管理ミス」、「ワーム・ウイルス」、及び「設

定ミス」の原因としては制度、規程、並びにマニュアルの不備に基づく要

素が多いと言われているが、個人のセキュリティ意識の不足と不注意が真

の原因ではないかと思われる。  

個人の注意力による負荷を軽減する手段としてＩＴの活用が挙げられ

る。しかしながら、文献［２］によれば、「１０大脅威」の１位の「高ま

る『誘導型』攻撃の脅威」にあるように、技術的に攻撃を検出することが

できない巧妙に書かれたＷｅｂや電子メールにより悪意のあるサイトに

誘導されて被害を受ける状況が示され、依然として個人の意識や注意力向

上が重要であることを示している。  

２．２ 従来の情報セキュリティ教育の問題点  

企業における従業員に対する情報セキュリティ教育の形態は、その企業

の情報セキュリティ方針、規則、及び注意事項を網羅的に説明する集合教

育、もしくはＷＢＴ（Ｗｅｂ Ｂａｓｅｄ Ｔｒａｉｎｉｎｇ）をとること

が多い。これらの教育に共通する問題点は、受講者が「受動的」になると
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いうことである。例えば、文献［３］によれば、ＷＢＴでは受講者が場所

や時間を選ばず自分のペースに合わせて学習を進める事ができる利点に

より近年採用事例が増えているが、その一方では学習の継続が受講者の自

主性に委ねられるために学習意欲の維持が困難であることが指摘され、集

合教育との併用や研修スタッフへのフィードバック等が解決アプローチ

として示されている。しかし、企業の情報セキュリティ教育においては、

このような受講者へのフォローアップが十分に活用されているとは言い

難いと思われる。  

实際に、当社の社内教育にて周知した注意事項に違反してインシデント

を発生させた者にヒアリングしたところ、本人はそれらの教育で何度も繰

り返し聞かされていたが、いざという時にその注意事項を認識できていな

かったことが判明した。  

教育内容が身につかなかった理由について、本人の教育受講時の心理状

態を中心に分析した結果、集合教育やＷＢＴのような「一方通行」で伝え

られる教育では、再三伝えられる事故事例が自分で経験済みのような錯覚

に陥ってだんだん真剣に聞かなくなり、「双方向」で伝えるように工夫し

た教育ですら「ノルマ」として捉えて「その場しのぎ」で終了させてしま

う傾向があると思われた。  

２．３ ＫＹＴの概略と採用経緯  

前項の分析から、従来の集合教育や単純なＷＢＴによる教育では大部分

の受講者が受動的な姿勢になるために、注意事項を身につけさせるには限

界があり、能動型、すなわち各自が自分の問題として考えてもらう参加型

の教育で、かつ個人の注意力を高める工夫が必要であると考えた。  

その結果、情報セキュリティ上の危険性に対する人の注意力の向上、即

ち危険予知の感性を向上させるためには能動的な訓練と参加者相互の刺

激が必要であると認識し、その訓練方法として、安全衛生活動におけるＫ

ＹＴ手法に注目した (詳細は文献［４］を参照)。  

すなわち、安全衛生における事故防止を目的とした小集団活動の一つで、

参加型の訓練でもあるＫＹＴ手法を情報セキュリティ教育に忚用し、情報

セキュリティ事故防止に必要な感性を養い、対策の必要性を認識させる活

動を行うこととした。  

３． 情報セキュリティへの応用  

３．１ ＫＹＴの情報セキュリティ教育への応用試行と初期の問題点  

２００６年度に、ＫＹＴ手法を利用した情報セキュリティ教育を試行的
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意味も込めて实施した。安全衛生のＫＹＴと同様、情報セキュリティにお

ける注意事項に気付かせるためのヒントを１枚の絵に織り込んだものを

９事例作成し、实施要領と回答例とを社内関係部門や関係会社に配付し、

グループ討議を实施した。  

その結果、实施先の教育に対する反忚は概ね良好であったが、实施状況

をフォローして検討したところ、以下の問題があることが判明した。  

① 情報セキュリティにおける危険性は１枚の絵に表現しにくい 

絵の内容のわかりやすさについての受講者の反忚が鈍かったことか

ら、絵で状況を表現し切れていないと思われた。また、教育コンテン

ツ作成時から、情報セキュリティにおける危険性を１枚の絵に表現す

ることに困難を覚え、ＩＴ関連事例等複雑な事例を盛り込むことがで

きなかったという反省点もあった。  

② 集合教育として受講すべき者を集めることが必須 

ＫＹＴは集合形式の教育手法であり、教育实施に当たっては受講者を

同じ時間に同じ場所に集める必要がある。しかし、業務多忙等の理由

により要員を集めにくいので、ＷＢＴ形式にして欲しいという声もあ

った。ただし、ＷＢＴ形式では討議形式による受講者相互の気付きが

得られなくなるという問題点が残る。  

３．２ 解決方法の検討  

３．１項の問題①については以下の様に分析した。  

１） 情報セキュリティの脅威は見た目では分かりにくいものが多い 

直感的に理解しやすい安全衛生上の危険性と異なり、ヒントとなる

絵を多く入れる必要がある。  

２） 業務環境等の前提条件により情報セキュリティ上危険であるかどう

かの判断が左右される 

特にＩＴ関連の事例を作成する際は、アクセス権等機器の設定状態

を前もって知らせておかないと、受講者が危険性を予測することは

困難である。  

３） 情報セキュリティ事故は小さな事象の積み重ねにより発生すること

もあるという特徴がある  

例えば電子メールの誤送信に関わる事例の場合は、誤ったメールア

ドレスであること、どうして誤ってしまったのか、そもそもメール

アドレスは事例中の人物にどのように伝えられたのか、等について

順を追って受講者に説明する必要がある。  
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以上の分析結果から、情報セキュリティ事故に繋がる状況を時系列で示す

ことが不可欠との結論に達し、事例を１枚の絵ではなく動画により表現する

ことにした。具体的には、ＫＹＴ事例を動画ファイルとして配付し、ＰＣ上

で再生された動画を見て受講者が議論を進めてもらうことにした。  

３．１項の問題②に対しては、動画ファイルをファイルサーバに置いて受

講者グループに見てもらった上で、電子メールをグループ間でやりとりする

ことで議論を進めるように指導して解決を図った。  

 

４．動画形式ＫＹＴ教材の準備と教育の実施  

４．１ 教材コンテンツの作成  

動画形式のＫＹＴを作成するにあたり、２００７年度上半期では以下の要

件を設定した。  

 

１） 動画は一般的なノートＰＣで再生可能であり、受講者が事例動画を

何度も一時停止、再生できるようにすること。また必要に応じてヒ

ントを表示できるようにすること  

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ Ｓｌｉｄｅｓｈｏｗ（ＰＰＳ）形式のファ

イルからＷＭＶ形式の動画ファイルを再生するようにした。ＰＰＳ

形式のファイルには、起動画面、事例選択画面、事例再生画面が組

み込まれており、マウスにより事例を選択すると、状況説明文字列

とともに動画が再生され、「ヒント」ボタンをクリックすると、ヒ

ントが表示されるように構成した。  

２） ノートＰＣが使用できない環境で行う場合を考慮すること 

関係会社の生産現場や工事現場においては、ＫＹＴが従来から行わ

れており、その場を利用して情報セキュリティのＫＹＴも行っても

らえるようにした。すなわち、動画から主要な場面を１事例あたり

４～６枚程度にまとめたＰＤＦファイルを提供し、現場でこれを印

刷して「紙芝居」の様に事例を示すことができるようにした。  

３） 実施の手引き、及び回答例を用意すること  

实施の手引きの中に、議論の進め方や電子メールを用いた方法を記

述した。また、回答例には１事例あたり３～４個の危険要因と対策

を例として挙げ、解説も記述した。  

 

４） 訓練として適切な頻度で実施されるように事例数を決定すること 
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１ヶ月に１事例のペースで实施できるように、また最新のセキュリ

ティ動向を反映できるよう年２回のリリースを計画した。  

 

５） 下請負会社での利用を考慮すること  

下請負会社等に対しても教育を依頼できるよう、ライセンス文書に

より著作権等の条件を整備した。  

６） 可能な限り作成コストを抑えること  

動画製作にあたっては、製作費用がかさむ实写やアニメーションで

はなく、３Ｄ ＣＧアニメーションで实現することとした。また、

事例のシナリオは自分達で検討して絵コンテを作成することでコ

ストを抑えた。 

上記要件を基に、筆者の所属する部門で事例のシナリオの概略検討と、絵

コンテ作成を担当し、動画作成会社との間で作成途中にレビューを重ねて、

上半期に最初の版として８事例作成したものをリリースし、関係者に配付し

た。  

４．２ 改善  

２００７年度上半期にリリースした後、受講者の反忚等を考慮した上で、

下半期では更に以下の改善を行い、６事例作成したものをリリースした。  

１） 業務フローを考慮しテーマを選択  

上半期までに作成した事例は、情報が格納されたアイテム（ＰＣ，

鞄等）を中心にしていたが、これらは繰り返し教育されてきた事項

であり、受講者が従来の教育と同様の受講態度を取る可能性がある

と思われた。このため、視点を変えて会議開催、出張等の業務の中

で危険要因を抽出するようにした。また、ルール化しにくく、決定

的な対策が明確になっていない危険要因も事例に埋め込み、受講者

同士の議論を呼び起こすようにして、マンネリ化防止に努めた。  

２） 完全性及び可用性への言及  

これまで「インシデント」＝「情報漏洩」というイメージで事例を

作成していたが、機密性だけを強調することは、機密性、完全性、

可用性のバランスを取るという情報セキュリティの基本に外れる

と考え、例えばノートＰＣの故障のような完全性と可用性につなが

る危険要因についても事例に含めることとした。  

３） 回答例の充実  

ＫＹＴはルールありきで实施される性質の教育ではなく、絵や動画
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を見て気付いた事を口に出し、参加者が互いに刺激し合うことによ

って、一人ひとりの危険に対する感性を向上させることを目標とし

ている。そのため、回答例の解説では、「ルールありき」ではなく、

脅威と脆弱性を説明し、「その結果こうなるおそれがある」、「だ

からこういったことをしなければならない」というような表現とし

た。また、対策については、事業環境が利用先によりまちまちであ

るため、考えられる前提条件毎に複数提示することを充实させた。

更に、最新のセキュリティ動向についても紹介し、解説を充实する

よう心がけた。  

４） 配付先への考慮  

ＫＹＴの实施に当たっては、当初社内各部門及び関係会社の情報セ

キュリティ担当者を集めて説明していたが、その先の下請負会社で

も利用できるように、实施要領を説明する資料を添付することにし

た。  

 

４．３ アンケートの実施  

教育の成果と实施上の問題点を把握するために、年度末に社内及び主要

関係会社にアンケートの实施を依頼した。  

 

１） 受講者のセキュリティ意識レベルの調査  

本教育の目的である受講者の情報セキュリティ意識を調査した。配

付先情報セキュリティ担当者の負荷を考慮し、受講者のセキュリテ

ィ意識レベルの調査は、サンプリングでの实施も可とした。  

２） 実施状況の調査  

ＫＹＴはトレーニングであるため、継続的实施ができているかどう

かを見る必要がある。一人当たりの实施事例数、实施期間、实施回

数の他、下請負会社への再配付の有無等についても調査を依頼した。  

 

５．教育の成果  

上記アンケートで回答があった２１部門／会社によれば、テーマに対す

る受講者の情報セキュリティ理解度は９割強と極めて高い結果を得るこ

とができ、教材内容が解りやすい、皆の意見が参考になるなど、好評であ

った。また。現在のところ、教育受講者は事例に類似したインシデントを

発生させていない状況である。  
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配付先の情報セキュリティ担当者からは、「当初幼稚な内容と思ってい

たが、受講者間で活発な議論が行われるのを見て、効果を实感した」、「自

分が当事者になりきって見てみると、いくつかの要因／条件／環境が複合

的に加わることによって注意力が散漫になったり、一時的に途切れたりし

て、直前まで継続していた集中力がスポット的に消える危険を实感でき

た」等という担当者ならではの声があった。  

また、この教材をきっかけに用いてセキュリティについて自ら考える教

育を推進した関係会社や、トップの指示で非防衛事業関連部門を含む全社

に拡大して实施した関係会社が複数あるなど、予想を超える反響があった。  

 

６．今後の課題  

６．１ 教材コンテンツの作成上の課題  

安全衛生におけるＫＹＴは職場の小集団内で行うので、自分達の業務内

容に合った事例を自ら絵にして实施することは比較的容易と思われる。と

ころが、情報セキュリティＫＹＴではそれが困難であった。实際に事例を

作成してみると、脅威を露骨に示さなくても気付ようにするための「演出」

の難しさ、絵コンテを用いたレビューの難しさ、レビュー者毎の「感性」

の違いによる見解調整の難しさ等があり、作成には「職人芸」的なスキル

が要求されることとなった。また、回答例を充实させるためには深い情報

セキュリティ上のノウハウと人間心理上の推理力が必要になり、作成に思

わぬ時間を要した。  

教育を継続的に行うためには、上記の作成時の困難さを低減するための

「設計方法」を検討し整備することが課題になる。  

６．２ 教育推進上の課題  

前年度と同様教育工数確保の問題が、アンケート結果により判明した。

アンケートによれば、電子メールを使った討議方法を使った部門は２割程

度で残りは集合教育形式であった。ところが、实施事例数を見ると１事例

から数事例しか实施しなかった部門や、集合教育を１回しか实施しなかっ

た部門が見受けられた。その理由は、大半が業務多忙等の理由により要員

を集めにくいということであり、問題が依然として残っていることが判明

した。  

その要因の一つとして、教材配付先の情報セキュリティ担当者と現場部

門の双方が受講者の情報セキュリティ教育工数を確保するための活動が

十分ではなかった可能性がある。今後は、利用先に対してこの問題をサポ
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ートする活動を行うことが課題となる。  

６．３ その他の課題  

上記の他、本教育に引き続く教育によって受講者がリスクアセスメント

の考え方に近付けるようにすること、配付先の情報セキュリティ担当者が

知るべきこと身につけるべきことを明確にして資料や環境を整備するこ

と、並びに受講者の理解度をより正確に把握できるようにすることが課題

であると考える。  

 

７．まとめ  

従業員の情報セキュリティ意識向上を目的として、安全衛生活動で行わ

れてきたＫＹＴ手法を情報セキュリティ教育に取り入れた。情報セキュリ

ティへの忚用に当たっては、当初の絵1枚による方式を経て動画形式で配

付する方式とし、また教育機会を確保するために電子メールによる議論形

式も提案した。その結果、受動的な教育態度から、動画を見て気付いた点

を互いに議論する能動的な教育態度への転換が行われ、従業員の情報セキ

ュリティ意識の向上に効果があったと考えている。しかしながら、教材作

成負担や現場組織における教育工数の確保等が課題として残った。  

これを機に、ＫＹＴ以外の安全衛生活動や事故防止に関連する活動につ

いても情報セキュリティへの現場レベルで適用可能な忚用方法を研究し

ていけば、今後の情報セキュリティ教育発展の鍵になる可能性があると考

える。  

終わりに、最初の試行において多数の事例案作成に取り組み、今回の教育の

基礎を作りながら病に倒れた、当推進室の故 佐藤 淳氏に感謝する。  
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図１：２００６年度に实施したＫＹＴ事例の絵の一つ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：２００７年度に作成した情報セキュリティＫＹＴ教材の絵コンテ   
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図３：２００７年度に作成した情報セキュリティＫＹＴ教材（動画） 
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情報セキュリティ意識を向上させるためには 

(組織論に基づく学習プロセスを活用した動機づけと意識の暗黙知化) 
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はじめに 

現代社会においてはパソコン、インターネット等の普及によってデジタ

ル化された情報で満ち溢れている。情報セキュリティとは、そのようなデ

ジタル化された情報のなかで重要だと考えるものをコンピュータウィルス

や不正アクセスといった脅威から機密を守り、誤った使用や改ざんを防ぎ、

必要な時に安全確实に利用できるようにしておくことである。これが今ど

のような状況にあるのかをみてみると、たとえば、２００８年上半期のコ

ンピュータウィルスに関する届出状況を見てみると、検出件数は過去と比

べて依然として増加の傾向であり 1、アンチウィルスソフトやファイアウォ

ールといった脅威に対する技術的対策の重要性が認められる。一方、検出

されたウィルスに係る被害状況を見てみると、パスワードの管理不備、パ

ッチ未導入等、技術的対策が整っているだけでは不完全であり、情報セキ

ュリティに係る意識が重要であることが見て取れる。なぜこのような被害

が後を絶たないのであろうか。情報セキュリティ意識を促進させるために

は、ただ単純に教育を繰り返したり、情報セキュリティ専門組織を創設し

たりするだけではなく、組織及び個人が真に情報セキュリティの重要性を

理解するとともに、情報セキュリティに関連する様々な事象について学習

し、状況の変化に忚じて柔軟に組織を作り変え、また、教育内容を充实さ

せる等により意識向上を図っていかなければ意味がないと私は考える。 

そこで本論文においては、最初に情報セキュリティに係る脅威及び対策

の現状について述べた後、主として学習効果の観点から、日々繰り返し行

なう機会教育等決められたセキュリティポリシーのなかでの活動と、セキ

ュリティポリシー自体を変更するような長期的な活動の両者の調和が必要

であることを述べ、最後に情報セキュリティ意識を促進するための着意事

項について、動機づけ及び意識の暗黙知化の観点から述べてみたい。 

 

１ 情報セキュリティに係る脅威 

  昨今、情報セキュリティに関する事件等の報道が頻繁にあるが、实際

にはどのような脅威があるのだろうか。ＮＲＩセキュアテクノロジーズ

が全国のインターネット利用者を対象に毎年实施しているアンケート調

査結果2を参考にして考察する。図１は過去１年間にインターネット利用

                         
1 ウィルス・不正アクセス届出状況について 情報処理推進機構  

 http://www.ipa.go.jp/security/txt/2008/07outline.html#2008half  
2 情報セキュリティに関するインターネット利用者意識調査 2008 
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者が遭遇したトラブルの発生状況をまとめたものである。全般的な傾向

としては「スパムメール」（５１％）の回答率が最も高く、次いで「コン

ピュータウィルスの感染」（２２％）、「見に覚えの無い請求」の回答率が

高くなっている。また、同意識調査結果によると、いずれのトラブルに

も巻き込まれなかったと回答した者は２６．３％と、２００６年度調査

の３６％から大きく減尐しており、何かしらのトラブルに巻き込まれた

インターネット利用者が昨年度よりも増加したと見ることができる 3。 

  また、割合は尐ないものの、「Ｗｉｎｎｙ等による意図しない情報の流

出」については 2006 年度には 0.3％だったものが 2008 年度には 1.2％に

上昇している。 

  本アンケート調査結果を見る限り、我々は依然として増加傾向にある

脅威に対して、情報セキュリティ対策を一段と強化しなければならない

状況にあるといえる。 

                                                                          
 http://www.nri-secure.co.jp/news/2008/pdf/20080522_net.pdf 
3 情報セキュリティに関するインターネット利用者意識調査 2008 4 頁 

  http://www.nri-secure.co.jp/news/2008/pdf/20080522_net.pdf 
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図１：インターネット利用者が過去１年間に遭遇したトラブル 

（出典 ＮＲＩセキュアテクノロジーズ 情報セキュリティに関するイン

ターネット利用者意識調査 2008） 

  

２ 情報セキュリティ対策の現状 

  前章において情報セキュリティ対策を強化する必要性を確認したが、

では具体的にはどのような対策が求められているのであろうか。同じア

ンケート調査から「企業内の情報管理を徹底させるために望ましいと考

える方策」の結果を図２に示す。 
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図２：企業内の情報管理を徹底させるために望ましいと考える方策 

（出典 ＮＲＩセキュアテクノロジーズ 情報セキュリティに関するイン

ターネット利用者意識調査 2008） 

 

  本アンケート調査によれば、「社員の情報セキュリティ教育の实施」

(58.6％)「社内の情報管理ルールの明確化」（50.6％）の２つを求める傾

向が高い。また、３位の「ウィルス対策ソフトやパッチ対策等のネット

ワークセキュリティの強化」（47.1％）といった技術的な対策について求

める声も多いが、全体的な傾向としては技術的対策よりも、教育や規則

の整備による情報セキュリティへの意識を向上させることが望ましいと

考えている状況が読み取れる。この背景としては、高まる脅威に対し、

組織内の情報セキュリティ部門や情報システム担当部門が積極的に対忚

しているものの現实には個人情報漏洩事故があとを絶たない等といった

ことによる、組織内全員による取り組みの必要性が増してきていること



 19 

があるのであろう。 

  では、組織内全員による取り組みを推進するための实施項目としてど

のようなものがあるのだろうか。たとえばインターネットに関連する教

育に関して一般的には以下のようなことが考えられる。 

①インターネット上の脅威について 

②情報セキュリティの必要性 

③組織の取り組みと規則 

④ユーザーが实施すべき事項 

  しかし、これらの項目全てをユーザー全員に徹底させることは容易で

はない。なぜならば、このような教育を単純に实施しているだけでは、

教育の主眼が対策を講じるためのルールや实施事項を知らせることに置

かれている場合が多く、情報セキュリティに関する認識を深化させるこ

とが困難だからである。今後、情報セキュリティ対策を図る上で組織と

して取り組む方向性としては、ただ単なる教育だけではなく、ユーザー

の認識を根本からチェンジさせること、つまり、情報セキュリティに対

する動機づけと意識を本人があえて意識しなくても行動できる、すなわ

ち暗黙知化のレベルまで向上させるべきなのである。 

 

３ 意識を向上させるためのマネジメントサイクル 

それでは实際に動機づけと意識レベルを暗黙知化するためにはどの

ようにしたらよいのであろうか。 

情報セキュリティマネジメントを効率よく行うための手法としては

図２に示すＰＤＣＡ（ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＣＨＥＣＫ－ＡＣＴ）が一般的

である。すなわち情報セキュリティ対策は一度实施したら終わりという

のではなく、継続的に対策を行っていないと新たな脅威に対忚できない

という側面を持ち、環境の変化に合わせて絶えず見直しと改善が求めら

れるため、以下の４つのアクションを繰り返す必要があるというもので

ある。 

①P l a n(計画）：問題を整理し、目標を立てその目標を達成するため

の計画を立てる。 

②D o(实施)：目標と計画をもとに、实際の業務を行う。 

③Check(点検）：業務が計画どおり行われ目標を達成したか評価する。 

④A c t(改善）：評価結果をもとに、業務の改善を行う。 
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以下、本章においては上記で述べたＰＤＣＡサイクルを基準とし、意

識を高揚させるために重要であると筆者が考えている、組織論に基づく

学習効果理論の観点から考察を進める。 

          

 

 

 

 

 

 

 

図２ ＰＤＣＡサイクル 

 

⑴ 学習効果におけるシングルループ学習とダブルループ学習 

シングル/ダブルループ学習は、米国の組織心理学者であるクリス・

アージリスが提唱した組織における学習プロセスに関する理論である。 

彼は、図３のとおり学習ループ（学習の流れ）を２つに分けて議論

を展開している。ひとつめが「シングルループ学習」と呼ばれるもの

で、簡潔に述べると、組織の中での既知の考え方（方針等)に基づき、

不都合などがあれば必要に忚じて改善を行っていく学習形態である。

これによる学習が進むと、組織内での構造や秩序がより強化すること

が可能となるとされている。 

これに対して「ダブルループ学習」とは、組織内での体制的な知識

ルールや価値体系そのもの（既知の考え方）に疑問を感じ、その全部

または一部を棄却することによって自己変革をもたらすための学習で

あるといえる。アージリスはダブルループ学習により、始めて企業や

組織の構造やプロセスにイノベーションがもたらされ、成長・発展が

可能となると述べているのである。 

Plan（計画） 

Do（实施） 

Check（点検） 

Act（改善） 
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図３ シングルループ学習及びダブルループ学習 

 

⑵ アージリス理論の情報セキュリティＰＤＣＡサイクルへの適用 

前項で述べたシングルループ学習及びダブルループ学習の概念を情

報セキュリティのＰＤＣＡサイクルに忚用し、セキュリティ意識を高

揚させるためのモデルとしての活用概念を表したのが図４である。こ

うしてみると、「計画」はセキュリティポリシーを決定する段階であり、

その後、それに基づいてポリシーを具体的に实行する要領を策定する

「要領策定」段階、決定された要領に従って教育等を实行する「实施」

段階に進み、そして、その結果を点検し、必要に忚じて「改善」する

段階へとエスカレーションしていく工程のなかで、学習のパターンと

してはポリシーや实施要領の変更を伴わないシングルループの場合と、

その根本まで見直すダブルループの２つがあることが見て取れる。 

 

図４ ＰＤＣＡサイクルとシングル/ダブル・ループ学習 

 

この２つの学習サイクルは、動機づけと意識レベルの暗黙知化につ

いて極めて有効であると考える。なぜならば、情報セキュリティのＰ

ＤＣＡサイクルのプロセスにおいて方向性を定めるポリシーと、暗黙

知化するために必要と考えられる教育に関して組織の状況を常に把握

し、何が問題なのかを適切に見つけ出すことができるからである。こ

ダブルループ学習 

ポリシー 实施 点検 改善 要領策定 

シングルループ学習 

シングルループ学習 

ダブルループ学習 

方針 要領策

定 

評価 成果 行動 
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の２つのサイクルを組み合わせることによって、動機づけを適切に行

うとともに、意識レベルを情報セキュリティについて知っているとい

う形式知で止まることなく、無意識のうちに情報セキュリティに関す

る行動をとっている、または考え方が身についている状態、いわゆる

暗黙知レベルまで向上させることが可能となるのである。 

 

４ 情報セキュリティ意識を向上させるための着意事項 

最後に、動機づけ及び意識レベルの暗黙知化のための着意事項につい

て述べる。 

⑴ 動機づけのための情報提供を適切に実施する。 

 ユーザーに対して動機づけを効果的に行うためには、動機づけ理論

(Ajzen 1975)によると、行動に関してポジティブイメージの保有の重

要性（行動結果としての前向きの将来予測と将来予測に関する位置づ

け）に加え、主観的規範（周囲からの期待の感知や周囲の期待に沿い

たいとの希望を持つこと）や行動コントロール感（行動をすることが

簡単だと思うことや、方法の有効性の確信）が重要だとされ、そのい

ずれの要素を成り立たせようという場合も、行動の基礎となる知識、

すなわち情報提供の重要性が示唆されている。これを情報セキュリテ

ィの意識を向上させるための動機づけに適用して考えるならば、まず

行動コントロール感について着意することが有効であろう。たとえば、

情報セキュリティ確保の手段としてユーザー認証やファイルの暗号化

をポリシーに定めたとして、これをユーザーに实施させる場合、認証

や暗号化に係る技術は複雑かつ秒進分歩であり、最新の技術に追随し

ていくのは非常に困難である。このため、一般のユーザーのなかには

情報セキュリティと聞いただけで拒絶反忚を示すことが多い。しかし、

これら技術に係る情報がユーザーにとって必須の知識ではなく、情報

システム部門や情報セキュリティ部門の担当が熟知していれば事足り

るのである。ユーザーには、まず回避すべきリスクを認識させたうえ

で、そのリスクを回避するための手段である認証等の活用方法を習熟

させるだけでよい。ダブル/シングルループ学習におけるポリシー、要

領策定段階においては以上のことに留意し、ユーザーにとって必要な

情報は何かをよく吟味し、適切な情報提供を实施することにより効果

的な動機づけを行うよう着意する必要がある。 

⑵ 継続性、反復性に着意した計画、実施要領を作成する。(意識の暗黙
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知化) 

暗黙知による行動とは、たとえば普通に自転車に乗れるのに、いざ

子供に自転車乗りについて言葉で教えようと思ってもなかなかうまく

説明できない大人のように、いちいち原理原則を細部にまで理解して

いなくても、意識化することなく自然と決められた行動を体得してい

ることである。情報セキュリティ意識を向上させるためには、上記で

述べた情報提供とともに行動の暗黙知化を図ることが有効であり、そ

のためのキーワードとして挙げられるのが、継続性と反復性の２点で

あると考える。 

まず継続性とは、組織の活動が継続する限り、情報セキュリティの

確保についてもＰＤＣＡサイクルに基づいて継続的に粘り強く实施す

ることが必要であるということである。時間経過と共にセキュリティ

の常識は変化する。たとえば 10 年前に安全とされていた暗号方式が、

現在でも安全ある保障はどこにもない。ゆえに、これら次々と更新さ

れる技術や脅威については機宜に忚じて情報セキュリティに係る計画

や实施要領に反映させる必要がある。ポリシー策定及び要領策定段階

においては、まず継続性に着意すべきである。 

次に反復性とは、ダブル/シングルループ学習における主にシングル

ループに係るアクションを繰り返し行うことである。たとえば、ある

組織において「パソコンにログインする際にはパスワードを設定し、

３ヶ月毎に更新しなければならない。パスワードは最低８桁で英数字

を組み合わせること」というセキュリティポリシーを設定したとする。

この場合、セキュリティ意識の高い者はポリシーに従い自発的にパス

ワード変更を行うであろうが、そうでない者にとっては３ヶ月とは思

いのほか早く、「どのような組み合わせにすればよいのか、考えるだけ

でも面倒くさい」という意識が働き、さらに深刻な状況になると、「パ

スワード変更なんてしなくても大丈夫」などという意識になってしま

うだろう。このような意識の風化を防止し、ポリシーに掲げた内容を

徹底させるためには、些細な事項であっても機会を捉えて繰り返し教

育を行うことを着眼とした实施要領を策定する必要がある。   

⑶ ＰＤＣＡサイクルの点検機能を強化する。 

ダブル/シングルループ学習におけるＰＤＣＡサイクルが確实かつ

効果的に機能しているか否かを判断するための点検機能の役割は大き

く、その中でも特に情報セキュリティ意識の向上に関する評価につい
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ては、「ユーザーの周知度」の観点から「啓発」と「教育」の２つの指

標に分けて实施すれば効果的であると考えている。すなわち「啓発」

とは、たとえばポリシーが定められているだけでなくユーザー一人ひ

とりが理解しやすいものになっているか、また、ポリシーがユーザー

にとって回覧・参照しやすい状態となっているか等、情報セキュリテ

ィ部門の評価をする指標であり、定期的に評価するべきである。一方、

「教育」とは、实施された教育内容をユーザーが確实に理解している

かを試験等により評価するものである。この評価を適切に实施し、そ

の結果に基づいてポリシーを変更する必要があれば見直し、また、教

育効果が不充分であると判断されればシングルループに係るサイクル

を再検討し、教育の回数を増やす、形態を変える等の対策をとること

によって、情報セキュリティにかかる意識を向上することが可能とな

るのである。そして、これらの評価を实施するためには、情報セキュ

リティ部門とは別に第三者的に組織の態勢を点検する機能を創設し、

実観的な評価を行うよう着意する必要がある。 

 

おわりに 

以上、情報セキュリティに係る脅威及び対策の現状に基づいた今後の

着意事項として、動機づけと意識の暗黙知化レベルまでの深化の重要性

の観点から、第一に動機づけのための情報提供を適切に实施すること、

第二に継続性・反復性に着意した計画、实施要領を作成すること、そし

て第三にシングル/ダブルループ学習に係るＰＤＣＡサイクルの点検機

能を強化する必要性を述べてきた。情報セキュリティの意識を向上させ

る手段には即効性のものはなく、地味な事項でも繰り返し粘り強く实施

し、評価を適切に行うことによって足りないところを早期に発見し、修

正していくことが大切なのである。 

情報セキュリティにおいてはこれまでも技術的及び人的の両面からの

重要性が求められてきたが、人の意識にかかる部分はなかなか可視化し

にくいこともあり、充分な対策をとることが難しいとされてきた。しか

し、現代社会においては情報がより身近になった反面、ユーザーがその

気になればあらゆる情報にアクセスできるという状況にある。今後、我々

は完璧なセキュリティ環境を構築するためにはユーザー一人ひとりの意

識が非常に重要となっている状況を自覚しなければならないのである。

私はこのことを肝に銘じ、情報セキュリティ意識向上に努めていきたい。 
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１ はじめに 

今やほとんどの国民にとって、インターネットやコンピュータ・ネット

ワークの利用は当たり前のこととなり、社会生活に広く浸透しており、今

後もその必要性はますます高まっていくことが予想される。しかし、その

ような社会がもたらす利便性に比例するように情報セキュリティの必要

性も高まっており、特に、官公庁及び企業にとって、情報漏洩事案等の防

止は極めて重要な事項である。もちろん、様々な対策が各組織等において

採られているところではあるが、最終的に行き着くところは、やはり個々

人の情報セキュリティに対する意識の持ちようであろう。この情報セキュ

リティに対する意識を如何に向上させるか。本論文では、まず、情報セキ

ュリティに関する脅威及び意識の現状について述べるとともに、情報セキ

ュリティ意識向上の問題点を考察した後、具体的な施策について示し、情

報セキュリティ意識を向上させるためにはどうのようにすればよいかを

提言してみたい。 

 

２ 情報セキュリティに関する脅威 

(1) 脅威の現状 

２００８年の情報セキュリティ白書(独立行政法人「情報処理推進機

構(ＩＰＡ)」制作)によると、罠の仕込まれたウェブページやメールを

閲覧することで発生する「誘導型」攻撃や、ウェブサイトを狙った攻撃、

コンピュータ・ウィルスや、ファイル共有ソフト、パソコン等の盗難に

よる情報漏洩、フィッシング・サイト、ボット等が脅威の主体となって

おり、技術的に洗練かつ高度化された手法により、何が起きているのか

わからない、「見えない化」がますます進んでいるとされている。 

総合して言えば、特に、金銭の不正獲得を狙いとして、より組織的か

つ技術的にさらに巧妙になってきている傾向がある。したがって、イン

ターネット等の利用者は情報セキュリティに対して更なる警戒を要す

る現状となっている。 

(2) 必要な対策 

情報セキュリティ対策としては、ウィルス対策ソフトやファイア・ウ

ォール、ＩＤＳ(侵入検知装置)等の導入やセキュリティ修正プログラム

の適用、ＯＳのアップデート、情報セキュリティ関連規則の制定、パス

ワードの利用と管理の徹底等が一般的なところである。さらに情報漏洩

を防止するために、ソーシャル・エンジニアリング対策等の徹底が求め
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られ、これらを総合して抜けのないように实施していく必要がある。 

 

３ 情報セキュリティ意識の現状 

２００８年に独立行政法人「情報処理推進機構(ＩＰＡ)」により实施さ

れた「「情報セキュリティに関する脅威に対する意識調査(２００７年度

第２ 回）」によると、脅威に対する認知・理解状況に関する質問で、最

も理解度が高かったのは、「ワンクリック不正請求」で、全体の66.2％、

次いで、「コンピュータ・ウイルス」61.9％、「フィッシング詐欺」50.8％

となっており、「標的型（スピア型）攻撃」「ボット」等については、約

9 割の人が言葉を知らないと回答している。近年被害が深刻化している脅

威に対して、認知が進んでいない状況にある。 

情報セキュリティ対策の实施状況は、「怪しいメール・添付ファイルの

削除」「セキュリティ対策ソフトの導入・活用」、「セキュリティパッチ

の更新」等については、約70％の实施率であった。しかしながら、「パス

ワードの定期的な変更」については、約20.1％と低い实施率になっており、

基本的な対策がまだまだ浸透していないことを伺わせている。 

情報セキュリティに対する考えに対しては、年代別では、１０代が最も

低く、４０代をピークに意識が鈍化する傾向にある。職業別では、医者・

弁護士等の専門職で意識が最も高く、会社員・公務員、経営者・役員等も

意識が高くなっているが、高校生・大学生、派遣社員等は意識が低いとい

うのが現状である。 

これらをまとめると、情報セキュリティに対する意識は、コンピュー

タ・ウイルス等の話題性の高いものやワンクリック不正請求のように自己

の利益に直結するようなものについては、ある程度高いものの、それ以外

のものについては、全般的に意識が低いようである。ただし、今回の調査

対象は、１５歳(高校生)以上のＰＣインターネット利用者(自宅にネット

接続ＰＣを保有する人)となっており、例えば、会社等でしかネット環境

を利用しない者や１５歳以下の年代の利用者等まで範囲に入れると、情報

セキュリティに対する意識は、さらに低下するのではないかと予想される。 

 

４ 意識向上に対する問題点 

上記の意識の低さには、いくつか理由があると思うので、それらについ

て思いつくところを述べてみたい。 

(1) 情報格差(デジタル・デバイド) 
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情報格差若しくはデジタル・デバイド(Digital Divide)とは、パソコ

ンやインターネットなどのＩＴ関連の知識や技術に習熟している者と

そうでない者との間に生じる、待遇や貧富、機会の格差のことをいうが、

ここで特に問題となるのは、ＩＴに詳しい若者や高学歴者には、比較的

高所得の得られる職業に就ける可能性が高い反面、それ以外の者 －中

高年者などインターネットが普及する前の世代に属し、情報機器に対し

て十分な理解がない人々、情報機器そのものを十分に用意できない低所

得者や学生等 － は、その可能性が低くなることである。これが情報セ

キュリティに対する意識の低さに関する調査の中でも表れており、学生

が集中する１０代の若年層において意識が最も低く、４０代をピークと

して再び意識が低下する傾向にあること、職業別に見ても高所得を得ら

れる専門職や組織的に十分な情報機器を用意できる企業や官公庁にお

いて、意識が比較的高いこと等に情報格差の現状が表れているものと言

える。 

(2) 若年層(小中学生等)の利用(利用者の拡大) 

最近では、小学生でもパソコンを使用した授業を受けており、各家庭

においても親の使用するパソコンを使用したりすることは技術的にも

機会的にも容易になってきている。１０代前半またはそれ以下の年代の

者が情報セキュリティに関する十分な知識を持たずにパソコンやイン

ターネット等を利用することにより親が金銭的に被害を受ける可能性

もあることも問題の一つである。 

(3) 急速な技術進歩 

急速な情報通信技術は、インターネットを始めとした生活利便性の向

上をもたらし、その進歩は情報機器やその技術の分野において日進月歩

の勢いであり、未だ留まるところを知らないようである。しかしながら、

同時に、それらの技術進歩に追随することが人々や組織体制、環境に求

められるところであり、人々にとって、次から次へと生まれ出てくる新

しい概念や技術を理解することは、時間と労力を相当程度必要とするも

のである。 

(4) 用語の難解さ 

最後に、パソコンやインターネット等で使用される用語の難解さが挙

げられると思う。コンピュータのことを正確に理解している人がどのく

らいいるであろうか。国民すべてはともかく、官公庁や企業で、コンピ

ュータ・システムを使用している利用者でさえ、理解不十分な人が多い



 30 

のではないだろうか。アカウント、サーバー、クライアント、ルーター、

アクセス制御、ＤＮＳ、ＴＣＰ／ＩＰ等、すべて基本的なＩＴ関連用語

であるが、コンピュータに普段あまり触れることのない者には理解不可

能な言葉であろう。例えば、アカウント＝預金口座、サーバー＝給仕人、

クライアント＝依頼人、というように考える人も多いだろう。そもそも、

インターネットやコンピュータ関連用語は、英語がベースとなっており、

日本語として直感的に理解するのは困難なことが多い。情報セキュリテ

ィの分野に至っては、用語はさらに専門的になり、exploit 等、英語の

略語そのままのものまで存在する。このことは、一般の人々にとって情

報セキュリティを理解する際の妨げとなっており、これらへの理解不足

は、情報セキュリティ意識の向上を阻害する要素の一つである。 

(5) 情報セキュリティ脅威の見えない化 

上記と重なる部分もあるが、大部分の人々にとって、ＯＳや各種ソフ

トウェアの操作は理解できても、实際にプログラムがどのように動いて

いるかは不明であろう。Microsoft Windows 等、ＯＳ上においては、数

多くの常駐プログラムが起動しているが、その全てを一般利用者が把握

しているとは考えられず、破壊型のコンピュータ・ウィルスのように何

らかの派手な動きをするものであればともかく、スパイウェアやトロイ

の木馬型のウィルス等は、既知のものでなければ、その存在を嗅ぎつけ

ることさえ困難である。ウィルス対策ソフトウェアは、導入さえしてい

ればよいと考えている利用者も多い。総じて、一般利用者は、コンピュ

ータに精通しているわけではなく、わからないがゆえに不審なプログラ

ムが動いていても、フィッシングサイトに出くわしても、その危険性に

気づくことがない可能性が大いにある。 

 

５ 情報セキュリティ意識を向上させるための具体的施策 

上記の問題点をまとめると、情報セキュリティに対する知識や技術、脅

威に対する認識が不十分であることが根本的な問題であると言え、これら

を解決することが重要である。大きくは、情報セキュリティに関する教育、

広報、規則の徹底ということが情報セキュリティ意識を向上させるために

基本となることであると考える。以下、どのようにすればよいか、何点か

具体的な方法について挙げてみたい。 

(1) 教  育 

ア 学校での情報セキュリティ教育の義務化現在、我が国においては、
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小学校からある程度のパソコンを利用した教育やコンピュータその

ものの教育を实施していると思うが、国民各層に広く情報セキュリテ

ィを普及していくためには、若い内から教育することが必要であり、

コンピュータ・ネットワークがインフラとしての機能を实質的に確立

している現代においては、情報セキュリティ教育を義務化し授業に取

り入れることにより、低学年から意識の向上を図ることが可能になる

と考える。 

イ 市役所等での情報セキュリティ講習の義務化 

高齢者や低所得者等の情報技術の恩恵や知識から取り残された人々

に対しても十分な教育を实施するため、各自治体等で情報セキュリテ

ィ講習を实施すると同時に、それを受講することを義務化し、意識の

向上を図る。 

ウ 理解可能な用語の使用 

情報技術や情報セキュリティに関しては、様々な教育資料や参考書、

解説書等が存在しているが、英語ベースの用語を日本人、特に若年者

や高齢者等に理解可能な用語にする等、如何に技術が急速に進歩した

としても、国民すべてが共通の認識を持てるようにする。 

(2) 広  報 

ア 政府広報 

政府自ら主体となり、情報セキュリティの必要性について、テレビ、

ラジオ、新聞、雑誌、電車の広告等、様々な方法を利用して、国民に

知識と技術の普及を図る。 

イ 映画・アニメ・漫画 

職業、年齢、地域等に関係なく、広く国民に情報セキュリティの必

要性を訴え、その意識を高めるためには、興味を持たせることがなに

よりも大切であり、映画、アニメ、漫画等を活用する。ただし、前提

条件として、ストーリー、構成等で聴衆、観衆を十分に引きつけるだ

けの魅力が必要であることは言うまでもなく、意識の徹底を図りたい

側から有名漫画家・脚本家等へ依頼することなどが必要である。 

ウ ゲームの開発 

情報セキュリティを主体としたゲーム(サイバー戦シミュレーショ

ンゲーム、コンピュータ・ウィルス退治等)を開発し、低年齢層から

中高年まで興味を持たせる。 

エ 人材の育成 
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情報セキュリティに携わる者が企業や組織の中核で如何に活躍し

ているかを広報するとともに、高額所得者として活躍している者を照

会する等、数々の利点があるということを特に強調する。 

(3) 規則の徹底 

ア 情報セキュリティに関する犯罪行為の厳罰化 

現在、不正アクセス禁止法違反に対する刑罰は存在するが、コンピ

ュータ・ウィルスの作成・拡散等に対する法律は存在せず、これら各

種情報技術を使用した犯罪に対しても法律を制定し、さらに厳罰化を

図っていくことで国民の情報セキュリティに対する意識を向上させ

る。 

イ 官公庁での持ち物検査の徹底 

情報漏洩問題は、単にコンピュータ・ネットワークからものだけで

なく、紙に書かれた情報やメモリーカードや外付けハードディスク等

の電子記録媒体からの漏洩や部内犯行を原因とする場合がむしろ多

く、これらを徹底的に防止するために官公庁施設に出入りする際には、

Ｘ線検査や手荷物検査等を確实に实施するとともに、情報セキュリテ

ィが極めて重視されていることを印象づけることにより、個々人にそ

の意識を持たせる。 

 

６ おわりに 

情報セキュリティと言えば、パソコンやインターネットのようなコンピ

ュータに関することだけに限定されがちであるが、必ずしもそれに限定さ

れているわけではない。コンピュータ・ネットワークへの不正侵入のきっ

かけも、古典的な詐欺の手口であったり、紙媒体での情報漏洩であったり、

部内犯罪であったりと、コンピュータだけを使用した手口は、むしろ尐な

い。したがって、情報セキュリティを、単なるコンピュータ関連の対策と

して捉えるのではなく、あらゆる情報の形態を考慮した、より大きな視点

で考えることが必要である。その意味ではむしろ、「情報保護」「情報保

全」等の言葉の方が意味として適切であろう。 

何点か、情報セキュリティ意識を向上させるための施策について述べた

が、急速な情報技術の発展のために、これについて行くことができずに、

言われるままに必要な対策をしている人もかなりいると感じる。したがっ

て、情報セキュリティとは何かを如何に容易に相手に理解させるかは極め

て重要であり、また、大切な情報を守るために組織だけでなく、各個人が
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必要な対策を实施していくことが重要であるということを引き続き強調

していく必要があると考える。 
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１．はじめに  

  日本語において「情報」（Information）とは、「人間が知覚するあらゆ

る事象、事物、過程、事实などの対象」、または「コンピューターにより

処理するもの」であると定義され、「一般的な情報」と「秘匿すべき情報」

との区分けがあまり厳密ではない。では「諜報」（Intelligence）という

言葉はいかがかと言うと、「敵の様子を密かに調査し入手した知らせ」、

「情報を分析し、評価をあたえたもの」、などと曖昧であり、諸外国のよ

うに明白な区分がされていない。例えば中国語では、いわゆる情報は「消

息 xinxi」であり、「情報 qingbao」となると「機密性をおびた情報」と

分類されている。言葉が明確に分類されていないと言うことは、日本人

の「情報」に対する認識の度合いがそれだけ低い、と言えるのではなか

ろうか。それにはそれなりの歴史的背景があると思われるのだが、日本

人の「情報」に対する文化的背景を考察することが本論の目的ではない

ので、ここでは防衛および防衛産業に関して、「情報」を「秘匿すべき、

機密性をおびた情報」（技術やシステムなど）と限定して考察を進めたい。 

 

２．情報流失の現状  

情報の重要性が叫ばれて久しいが、わが国の情報に対する対策、対忚

は未だに十分ではないと言えよう。最近でも、ボガチョンコフ事件、私

物パソコンの持ち込みとファイル共有ソフトなどの原因によるイージス

艦情報漏洩事件などが次々と発生し、わが国の防衛体制に甚大な損害を

もたらしている。一つのシステム、技術体系を創造、構築するには、莫

大な時間、人材と技術および経費が必要である。現代の戦争が「経済の

戦争」と言われるように、それなりの資金を投入して、相手国よりも進

んだ装備やシステムを所有することが、自国の安全と平和に直結してい

るのである。その血と汗の結晶である技術やシステムが、他国に流出す

ると言うことは、わが国にとって重篤な損失であり、同時に、わが国か

ら情報を窃取した国の軍事力を増大させる、利敵行為と言えるものであ

る。 

また、わが国の防衛情報の漏洩は、日米同盟にも影響する。敗戦国で

あるわが国は、戦後一貫して安全保障の面で米国に依存せざるを得ない

環境にあった。その結果、技術大国という美名とは裏腹に、特に宇宙、

航空技術の面では世界に大きく後れを取っている。発展途上国と言われ

ている中国でさえも、1967 年に水爆实験を成功させ、現在では有人人工
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衛星（神舟六号）の打ち上げ、ミサイルによる人工衛星の破壊までをも

可能な技術力を持っている。対してわが国は、憲法および政治環境の関

係から、防衛技術の多くを米国に依存している。従い、わが国からの防

衛情報の漏洩は、米国の軍事技術の漏洩と同義であり、米国のわが国に

対する信頼および技術の提供に悪影響を及ぼす。わが国の防諜体制の不

備が原因で、F-X（F22 ラプターが候補）などの輸入に支障が出るようで

あれば、安全保障上ゆゆしき問題となる。 

一方、法制面でも、わが国は「スパイ防止法」などを制定できずに現

在に至っている。従い、確信犯であるスパイ行為に対しても、窃盗、横

領罪などの法律で対処せざるを得ず、自衛隊の場合は、自衛隊法、日米

相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、外国人の場合は入管法、外為法

などでしか対忚できないのが現状である。 

 

３．情報窃取の方法  

情報セキュリティ（防諜：Counter-intelligence）を論ずる以上、情

報窃取を目論む側の手法を認識する必要がある。専門的な分類はあるが、

ここでは人的手法と技術的手法の二種類を考察したい。 

人的手法（HUMINT）は、人間が行う情報収集であり、エージェントを

用いる場合もある。思想信条的な同調者は論ずるに及ばないが、本来ま

ともな人間であっても、相手側の優秀な工作員に籠絡されてしまう場合

がある。罠として使われるのは、ほとんどの場合、「金銭」と「異性」（ハ

ニートラップ。女性とは限らない。西山事件では逆であった）である。

また、これに「脅迫」などが加わる場合もある。これらは単独または複

合して使われ、例えば異性関係と脅迫を絡めて落とされる場合も多い。

これらの方法は、ともに人間の弱点を衝いたものであり、十分な教育を

受け、また高い自覚を持っていない者は、老練な工作員にとってたやす

く落とされてしまう。落とされた人間は、直接または間接的に情報をコ

ピー、撮影、窃盗し、相手側に供与してしまう。特に、経済的に困難な

状況にある者は金銭的誘惑に落ちやすい。また、最近問題となっている

のが「外国人妻」である。妻であるが故に、人情や愛情が信頼感に結び

つく。しかし、外国人妻が、「母国愛」を持っていないとは限らず、また、

故郷にいる家族や友人との「人間関係」を完全に掌握することは至難の

業である。相手国の側に立って考えれば、むしろ積極的に「専門家」を

日本人妻とするよう働きかけるであろう。 
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技術的手段は多数存在し、窃取したい情報によって異なる。例えば、

人工衛星、偵察機、ハッキング、盗聴、電磁波、赤外線、放射線、音響、

自然環境などである。  

また、日常的に行われているものとして、公開情報の分析などもある

が、これは窃取にはならない。しかし、相手側に情報を提供することに

なるので、「社内報」、「メール・マガジン」や「人事異動」などの情報の

公開には十分に留意する必要がある。 

 

４．防諜組織  

秘匿された情報を窃取することは、立派な犯罪行為である。従い、こ

れに対忚すべく、わが国もいくつかの防諜組織を有している。本論で主

題となっている防衛秘密および防衛産業の情報を中心にした場合、陸、

海、空の各自衛隊に設置されている「情報保全隊」（防衛大臣直轄部隊、

今後統合の予定）が筆頭に挙げられる。任務としては、自衛隊に対する

外部からの働きかけ等から部隊を保全するために必要な資料及び情報の

収集整理等の業務を行っている。 

また、自衛隊関係以外にも、警察（公安）、公安調査庁などが情報犯罪

防止のための活動を行っている。しかし、法制面の遅れから、これらの

活動には大きな困難が伴っているのも事实である。 

 

５．新たな課題  

現在、わが国に対する大陸と半島からの圧力が益々強まりつつあるよ

うに思う。半島も従来は「北」が主要な対象であったのだが、最近は「南」

も重要になってきている。例えば、対馬にある海上自衛隊のレーダー基

地に隣接して建てられたホテルのオーナーは「南」の人間である。また、

対馬には海上から着岸可能な、しかもほとんど使われていない外国人所

有の建造物が増えていると仄聞する。また、大陸からの「留学生」も年々

増加しており、これに伴い、日本国籍を取得して、「法的に日本人」とな

るケースや、就業してわが国に残留するケースも増加の一途である。こ

れらのケースは、前述の「日本人妻」の状況と同じ問題を内包している

と言える。海外には、外交戦、情報戦以外にも、「人口戦」という概念も

あるのである。このようにわが国は、多種多様な問題を抱えており、従

来の単一性から複合性、重層性へと、社会自体が変化をしつつあるので

ある。このような環境の中で、いかに情報セキュリティの質を向上させ
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ていくのか、情報保全隊を中心とした防諜組織にも新たな対忚が必要と

なってくるであろう。新たな問題に対処するためには、新たな思考、組

織、人材などが必要であるが、情報セキュリティにこだわるあまり、こ

れらが委縮してしまってはならない。しかし同時に、そのために情報セ

キュリティが疎かになってもならない。  

 

６．情報セキュリティの対策の現状  

自衛隊にせよ、防衛産業にせよ、防諜対策は、ある意味でかなり進ん

でいると考える。防犯カメラ、ID カード、立ち入り制限、アクセス制限、

私用パソコンの禁止、持ち出し制限、外部とのインターネット・アクセ

スの遮断、ソフト使用の制限、パスワード管理の徹底、機密事項接触者

の制限、相談制度、社内ローンなどの経済支援システム、コンプライア

ンスの徹底、保全マニュアルの作成、隊員または社員への保全教育、な

ど考えられる対策は、ハード面、ソフト面ともに实施されているように

思う。 

また、情報を保全するということは、情報を入手することにも通じる。

情報を窃取しようとする対象を想定し、プロファイリングを行うなど、

積極的な守りも必要であり、現に实施されている。しかし、やり方が杜

撰だと相手側に察知され、「市民活動の監視」などと問題をすり替えられ

てしまうので慎重さが必要であろう。プロファイリングも情報の保全と

同様に重要なものと考える。 

しかし、これほど情報の保全に尽力しても、依然として情報が流出し

ていると言われている。もちろん、故意ではなく、紛失、誤廃棄、送信

ミス、盗難などの「不注意」も存在するのであろうが、これらも情報の

流失には変わりない。更に問題なのは、動機はどうであれ、故意に情報

を外部に流がしている者が存在することである。それらの情報には、自

衛隊内部の者でなければ知りえないものが多数含まれているとのことで

ある。2007年 6月に、日本共産党に直接提供されたという自衛隊情報は、

共産党が問題にしたために事件が発覚したが、国内組織にせよ、外国組

織にせよ、問題にしなければ情報の流失自体が把握できていなかったも

のと考える。情報の流失は、国家の治安、安全保障の大きな体系の中の、

一つのバロメーターであるとも言える。事態は考えられているよりも深

刻なものなのではなかろうか。 
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７．死角と解決策  

IT は便利である。しかし便利さの所以に犯罪（情報の流失は犯罪であ

る）も容易である。時代と逆行するようではあるが、重要な情報はでき

るだけ紙情報とし、所有者が特定できる符号を混入させ、更にコピー不

能なものにすれば理想的である。パソコンなどの情報源は、管理者、管

理場所を特定し、一つの情報を取り出すごとに、複数の指定された担当

者が行うようにし、一人では情報を取り出せないようにすべきと考える。

また、古い情報も軽視せず、担当者が責任を持って管理するべきである。 

当然、教育も徹底し、なぜダメなのか、情報がいかに重要か、情報が

流失した場合どういう結果が予想されるのか、情報を流した者にはどう

いう罰が下されるのか、などの事項を隊員または社員に十分に理解させ

る必要があると考える。教育は、新入隊員から佐官まで繰り返し行われ

るべきである。イージス艦情報漏洩事件では三等海佐が逮捕されている。 

また、紛失、誤廃棄、送信ミスなどのケアレス・ミスが起きないシス

テム作りも必要であろう。 

更には問題が起きた場合も、これを隠蔽しない体質作りが必要であろ

う。犯罪または事故情報および犯罪者の氏名などを公開することによっ

て、他の犯罪と同様、犯罪者に社会的懲罰を加えることができ、一方で、

国民に対しては、防諜関係法令立法の必要性および防衛問題の重要性を

問いかけることができ、再発防止のための環境作りにもなるのではない

かと考える。 

退職者のケアも重要である。最近は中国への人材の流出が顕著であり、

特に定年を迎えた技術者は重宝されている。彼らの技術が外国に伝えら

れ、例えば研磨の技術なら、これが外国の潜水艦のスクリュー音を低下

させ、あるいは航空機の性能を向上させる可能性もあるのである。 

「ハインリッヒの法則」というものがある。これは、1 つの重大事故

の背景には 29 の小さな事故があり、更にその背景には 300 の軽微な事故

や異常が存在するというものである。つまり、問題の根本は隊規の乱れ

にあると言える。どんなに理想的な規則を作ったとしても、守られなけ

れば規則を作った意味がない。日常の中で、「これくらいなら大丈夫だろ

う」とか、「みんなもやっているから」などと個人が勝手に判断し、規則

を守らないことが続けば、やがては大問題に発展していくのである。情

報漏洩の問題を、ただ単に一つのカテゴリーとして捉えるのではなく、

組織全体としての「規律の乱れ」として捉え、断固としてこれを撲滅し
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ていくことが大切なのではないかと考える。もし規則の中で、形骸化し

ているものがあるならば、これを廃止し、規則である以上どんな小さな

事項でも絶対に順守する習慣を養うべきである。守られない規則の存在

は、かえって有害である。守らなくても良い規則などは無いのである。

情報セキュリティ対策の死角はこのへんに存在するのではなかろうか。 

 

８．結語  

自衛隊などは典型であろうが、組織に於いて一番重要なものは「服従」

の二文字である。組織である以上、命令系統がしっかりしていなければ

ならず、法治社会である以上、規則は厳守されなければならない。何の

ための規則なのか、規則が目的としているものは何か、などを各人が理

解していた方が効果的なので、教育はもちろん必要ではあるが、各人が

理屈で物事を判断し、勝手な行動をとるようではダメである。「服従」は

組織に於いて絶対に必要不可欠な要素であり、これを守るためには厳罰

も辞さない体制が必要である。いくら「残業」のためでも、または「部

下の教育」のためでも、規則で情報の持ち出しが禁止されている以上、

これに絶対に服従しなければならない。 

7 月に北朝鮮の金剛山特区内で、韓国人女性観光実が射殺される事件

が起きた。原因は軍事的に立ち入りが禁止されている区域に侵入したた

め、と言われている。真相はやがて明らかになるのであろうが、観光実

を射殺するという行為は過剰なものであり、人道に反するものである。

この点で北朝鮮は、国際社会に於いてマイナスの評価を受けるであろう。

しかし反面、国によってはそれだけ情報セキュリティが重要視されてい

る、と捉えることもできる。立場が異なれば、観光実か工作員かは区別

が難しいとも解釈でき、また、軍事的に立ち入りが禁止されている区域

に侵入してしまったのであれば、重大なミスであるとも言える。そこに

どんな軍事的機密があり、どのような規定に基づいて射殺したのかは定

かではないが、見方を変えれば、「平和ボケ」と揶揄されるわが国にとっ

ては、「情報セキュリティの厳しさ」という点で、一つの教訓であるとも

言えるのではなかろうか。 

情報セキュリティ対策に絶対的なものは無い。国際環境や技術レベル

は変化するものであり、過度にマニュアルやエンジニアリングに期待す

ることも誤りのもとであると思う。必要なことは、日常の細かい規則を

順守し、個人の勝手な判断で規律を乱すようなことの無い、統制のとれ
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た組織作りこそが、情報セキュリティ対策に於ける唯一の解決策である、

と考えるのである。 



 44 

 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティ意識を向上させるためには 
(実効性のある情報セキュリティ教育のあり方について) 

 

情報セキュリティ対策の死角とその解決策 
(実効性のある情報セキュリティ教育の在り方について) 
 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティ大学院大学 博士前期課程 

なかむら いちろう 



 46 

 



 47 

はじめに 

近年「情報セキュリティは総合科学である」という主張がなされている[1]。 

すなわち、情報セキュリティの確保には、技術的な側面のみならず、多元的な

アプローチからなされる必要があるとされている。 

しかしながら、一般的には「情報セキュリティ」イコール「技術の向上」という認識

が依然としてなされており、「人的側面」は軽視されているのが現状である。 

そこで、ここではテーマ 1 及びテーマ 2 について、人的側面である「教育」の観

点より方策を述べる。 

 

1 テーマ 1「情報セキュリティの意識を向上させるためには」 

(実効性のある情報セキュリティ教育の在り方について) 

1.1 序論 

ここでは、情報セキュリティの意識を、どのような「教育」をすることで向上させる

ことができるのかという観点より、「全てのユーザを対象とした教育」と「IT 関連のユ

ーザの役割」に分けて考察をする。 

 

1.2 全てのユーザを対象とした教育  

1.2.1 必要性 

組織における情報セキュリティは、しばしば「クサリ（鎖）」にたとえられる。 

これは、クサリを構成するすべてのリングが十分な強度を持っている場合そのク

サリ全体の強度は保証されるが、その中に一つでも強度が不足するリングがあると

そこからクサリは切れてしまい、その結果、組織全体が被害を受けてしまうことを意

味している。 

この観点より組織の情報セキュリティの確保を考える場合、ユーザ全員が一定

レベル以上の情報セキュリティについての知識を持つことが必要となる。換言すれ

ば、組織の構成員全体の情報セキュリティの意識を底上げし、「弱いリング（ウィー

ク・ポイント）」が生じないようにすることが肝要となる。 

そこで、ここではまず「すべてのユーザ」を対象とした教育について考察する。 

 

1.2.2 視点 

今日、情報セキュリティの重要性を否定するユーザは皆無だと思われるが、そ

れを「自分の問題」としてとらえているユーザは非常に少ないのが現状である。 

これは、情報セキュリティ教育が「理念」や「建前」を重視しすぎている点に原因

の一端がある。 
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以下に、セキュリティを呼びかける二つの文書を紹介する。 

 

例 1. 

空き巣が多発しています、戸締まりには十分気をつけましょう。 

 

例 2. 

8 月 4 日早朝、3 丁目の○○方で空き巣による被害が発生しました。被害額

は、現金や貴金属など合計 100 万円に上りました。犯人はいまだ逃走中です。

戸締まりには十分気をつけましょう。 

 

いずれも「戸締まり」を呼びかける文書であるが、どちらの文書がよりセキュリティ

の意識を向上させることになるのかは明らかであろう。 

例 1 と例 2の違いは、リスクに関する「リアリティ（現実感）」の有無である。この「リ

アリティ」が無ければ、どれだけ「理念」や「建前」を強調したとしても、ユーザは情

報セキュリティを「自分の問題」としてとらえないのである。 

そこで、いかにして「リアリティ」のある情報セキュリティ教育をすべきなのかを具

体的に考察する。 

 

1.2.3 短いパスワードのリスク 

パスワードの重要性は、ほぼすべてのユーザが認識するところであろう。また、

パスワードが長く・複雑である程、セキュリティの度合いが高いということも容易に

想像することができる点であろう。 

しかし、どの程度の長さや複雑さがあればパスワードとして十分であるのか、とい

う点については認識が一様ではない。 

そこで、前述の「リアリティ」を持たせるという観点から、実際に短いパスワードを

使用した場合どのようなリスクを生じることになるのかを実習をすることに明らかに

すべきであろう。 

例えば、Windowsのログインパスワードを解析するツールとして”Ophcrack”があ

る。 

“Ophcrack”はインターネット上で公開されており[2]、誰でも容易に入手するこ

とができるツールである。 

このツールを実際に使用し、短いログインパスワードがどれだけ容易に解析され

てしまうのかをユーザに対し示すことができれば、前述した「リアリティ」を持たせる

ことができよう。 
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注意： 

パスワード解析は、必ず「自分の管理」する計算機にて行う必要がある。他人

の管理する計算機において、かかるツール等を使用すると「不正アクセス行為

の禁止等に関する法律（不正アクセス防止法）」に抵触する可能性が生ずる。 

 

1.2.4 インターネットのリスク 

前述したパスワードの重要性と同様、「インターネットには様々なリスクが存在す

る」という点も、ほぼすべてのユーザが認識するところであろう。 

しかしながら、かかるリスクを実感する機会は年々減少しているのが現状であ

る。 

これは、近年のウイルス、ボット、スパイウェアといった「マルウェア」が、「自己の

不可視性」に主眼を置き作成されていることによる。 

つまり「いかに被感染者に自己の計算機に感染した事実を悟られないようにす

るのか」という観点から作成されているので、マルウェアの種類は増大しているのに

もかかわらず、被害を実感する機会が減少しているのである。 

かかるインターネットのリスクについての「リアリティ」を持たせるには、セキュリティ

対策を施していない計算機を実際にインターネットの接続した場合どのようになる

のか、という実習が有効であると考える。 

例えば、セキュリティ対策を専門に扱っているアメリカ・サンズ・インスティチュー

ト社は「なんらセキュリティ対策をしていない計算機をインターネットに接続をした

場合、平均 4 分でウイルスに感染した」という報告をしている[3]。 

よって、機材の準備の問題があるものの、短時間でユーザに対して実習の場に

おいて証明をすることができよう。 

 

1.3 IT 関連のユーザの役割 

ここでは、前述した「全ユーザ」の情報セキュリティの意識の底上げと同時に進

めるべき「IT 関連ユーザ」の役割について考察をする。 

 

1.3.1 情報の収集・他のユーザに対する情報の発信 

まず IT 関連ユーザは、他の一般ユーザに対し、情報セキュリティを確保すると

いう観点より、許される行為とそうではない行為についての情報を提供する役割を

果たすべきである。 

なぜなら、インターネット上に存在する脅威や対策技術は日々変化をしている

ことから、積極的にそれらの情報を収集し、必要な対策を一般ユーザに対して発
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信をする役割を果たす者が必要となるからである。 

よって、IT 関連ユーザは、セキュリティに関する情報を情報誌やウェブ（例えば、

情報処理推進機構のサイト [4]）などから収集し、一般ユーザに対しメール、社内

BBS、あるいは講習などを通じて発信をすべきである。 

 

1.3.2 情報セキュリティ成熟度の数値化  

1.3.2.1 数値化の必要性 

また、情報セキュリティの成熟度を「数値化」することが、ユーザの注意を情報セ

キュリティに向けさせるのに有効だと考える。 

なぜなら、「数値」という客観的な指標により評価をすることで、以下のような効

果を期待することができるからである。 

①情報セキュリティの改善度についての実感を持つことができる。 

②「一定の数値の達成」という具体的な目標を設定することで、情報セキュリテ

ィ成熟度向上の動機付けとなる。 

③他の個人・機関との情報セキュリティ成熟度の比較が容易となり、数値の低

い個人・機関に危機意識を持たせることができる。 

④反対に数値の高い個人・機関は情報セキュリティに関し、対外的にアピール

することのできるポイントを得ることができる。 

情報セキュリティ成熟度を数値化する具体的な方法としては、ツールを使用す

る方法と情報セキュリティ格付け会社を利用する方法が考えられる。 

以下より、これら二点を個別に説明する。 

 

1.3.2.2 ツールによる数値化 

情報セキュリティの成熟度を数値化する代表的なツールとして、”CIS Scoring 

Tool”がある。 

”CIS Scoring Tool”は、フリーウェアとしてインターネット上で配布がされており

[5]、また一般的に使用されているほぼすべてのOSに対応をしていることから導入

の敷居が非常に低いツールであるといえる。 

このツールを使用することにより、個々の計算機に関して「サービスパック及び

セキュリティアップデートの有無」「セキュリティ設定」といった様々な角度より成熟

度を数値化することができる。 
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1.3.2.3 セキュリティ格付け会社による数値化 

2008 年 5 月、セキュリティ格付け会社として「株式会社アイ・エス・レーティング

（以下「ISR 社」とする）」が設立された[6]。 

ISR 社は、公正な第三者の立場より企業や組織の情報セキュリティの格付け業

務を行う世界初の企業とされている。 

同様の取り組みとして、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」などがあ

るが、これらが「一定の基準に達しているのか否か」という評価のみがなされるのに

対し、ISR 社の格付けでは「AAA」を最高とする 16 段階の評価がなされる。 

格付け会社を利用するメリットは、数値化と同様の細かな評価がなされる点に

ある。 

 

1.3.2.4 数値の活用 

IT 関連ユーザは、以上のツールや格付け会社を利用し得られた数値を基に、

まず評価の低い個人・機関のセキュリティレベルの「底上げ」を行うべきである。 

そして、すべてのユーザに対し、かかる数値を公表することで、前記した 4 点の

数値化の効果を発揮させるべきである。 

 

2 テーマ 2「情報セキュリティ対策の死角とその解決策」 

(実効性のある情報セキュリティ教育の在り方について) 

2.1 序論 

情報セキュリティに関連した、近年インパクトのある事件はインターネットへの

「情報漏えい事件」であろう。 

マスメディアは、多くのかかる「情報漏えい事件」を報じてきたが、中でも最も注

目されたのが、2006 年 2 月の自衛隊員の計算機からの情報漏えい事件である。 

この事件は、流出したデータの中に自衛艦のコールサインの一覧など、海上自

衛隊内部において情報重要度が「秘」とされる文書が含まれていたことから大きな

問題となった。 

また、この事件後も自衛隊員の計算機からの情報漏えい事件が相次いで発生

しており、国防上の由々しき事態とされている。 

そこで、かかる「情報漏えい事件」の原因を分析し、もっていかなる情報セキュリ

ティ教育なすべきなのかを検討する。 
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2.2 教育によるバランス感覚改善の必要性  

2.2.1 序論 

2006 年 4 月、防衛庁（現、防衛省）は「新たにパソコン 5.6 万台を自衛隊員に

対して支給し、また私物パソコンのデータ削除や私物パソコンの職場から一掃を

実施し、さらに業務で使用する計算機に隊員がソフトをインストールすることや

USB メモリーなどに情報を移すことを不可能にするなどの対策を講じた」と発表し

た。 

しかしながら、その後も自衛隊員からの「情報漏えい事件」が相次いでいる。 

かかる状況を改善するには、「教育によるバランス感覚の改善」が必要であると

考える。 

「利便性とセキュリティはトレードオフ」という言葉に現れているように、既存のシ

ステムに新たな情報セキュリティ対策を加えた場合、従来の利便性が損なわれる

ことが少なくない。 

例えば、USB メモリーの使用を全面的に禁止した場合、データの持ち出しが制

限されるという点に注目すれば情報セキュリティの観点からの「メリット」となるが、

ユーザ（この場合、一般の自衛隊員）の観点からすれば仕事をする計算機が制限

されるという「コスト」を強いることにもなる。 

もし、ユーザに「セキュリティの向上」という「メリット」を十分に教育しない場合、

「利便性の喪失」という「コスト」ばかりが意識されてしまうことになる。有り体に言え

ば「ただ不便になっただけ」という意識のみを生じさせることになってしまう。 

かかる状況は、以下のように図示することができる。 

 

 

 

 

 

 

このような状況は、短期的に持続させることは可能だとしても、長期間に渡って

持続させることは困難となる。 

なぜなら、人間は「感情の動物」であり、たとえ上司（上官）からの命令であった

としても、自分が納得することのできない状況を長期間続けることは苦痛となるか

らである。 

このことは、「道義的な問題」とは別に「事実の問題」として認識をしておく必要

がある。 

 
 コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 
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ここに、度重なる「情報漏えい事件」の発生の原因の一端があると言えよう。そこ

で、「コスト（利便性の喪失）とメリット（セキュリティの向上）とがバランスをとれてい

る」という意識を持たせることが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

以下より、そのための二つの方法について述べる。 

 

2.2.2 「メリット」に関する教育  

バランスをとる方法として、最初に考えられるのが「セキュリティの向上」という「メ

リット」に関する教育を十分に行うことである。 

これにより前記した「コスト（利便性の喪失）とメリット（セキュリティの向上）とはバ

ランスがとれている」という意識を形成することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、「USB メモリーの禁止」や「私物計算機の禁止」などが、どのような「セキ

ュリティの向上」という「メリット」をもたらすのか、IT には関係の無い一般のユーザ

であっても十分に理解することができる教育が必要となる。 

また、1.2.2 において述べた「リアリティ」のある教育も、かかる「メリット」を意識さ

せるのに効果的である。 

  コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 

セキュリティの向上

の） 

ゅ 

  コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 

セキュリティの向上

の） 

ゅ 

 
 コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 

セキュリティ教育 
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これは、時間と費用のかかる作業となるが、24 時間ユーザを監視することができ

ない以上、事件の再発防止には不可欠な要素と位置づけるべきである。 

 

2.2.3 「コスト」に関する教育  

バランスをとる方法として、次に考えられるのが「利便性の喪失」という「コスト」を

低減させる代替案についての教育を行うことである。 

これにより、同様に「コスト（利便性の喪失）とメリット（セキュリティの向上）とはバ

ランスがとれている」という意識を形成することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、「USB メモリーの禁止」と同時に、組織内のサーバに必要なファイルを

保存しネットワーク経由でアクセスするシステムを構築し、その使用方法を教育す

るといったことが考えられる。これにより、USB メモリーを使用していたときと同様の

利便性を確保することができる。 

 

2.3 セキュリティ対策により発生する新たなセキュリティ上の問題  

また、導入をしようとしている情報セキュリティ対策が、そもそも妥当なものである

のか冷静に検討する必要もある。 

この点、組織的な「情報漏えい事件」などが発生した場合、周囲からの非難を

かわす目的で、組織のトップが現実的ではない情報セキュリティ対策を打ち出す

ことが少なくない。 

このような現実的ではない情報セキュリティ対策は、別の問題点を生ずる危険

性がある。 

例えば、以下のような事例が考えられる。 

 
 コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 

代替案の教育 

  メリット コスト 
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これまで無線 LAN を使用したネットワークシステムで業務を運営してきたが、

組織のトップがセキュリティ上の理由により無線 LAN を全面的に禁止をしてしま

った。その結果、業務に支障が生ずるようになった。 

そこで、思いあまったユーザの一人が、私費で無線 LANを勝手に設置してし

まった。 

しかし、そのユーザの知識が不十分であったため、かかる無線 LAN を経由し

て、外部から組織内部のネットワークに侵入されてしまった。 

 

この事例においては、ユーザのとった勝手な行為が非難されるのと同時に、「無

線 LAN の全面禁止」というその組織にとって非現実的な情報セキュリティ対策を

採った組織のトップも非難されるべきであろう。 

総じて言うに、前述した「教育によるバランス感覚の改善」が見込まれない情報

セキュリティ対策は、そのことが別のセキュリティ上の問題を発生されるリスクとなる

ことに十分注意をすべきである。 

 

 

 

 

 

 

2.4 「多重防御」の観点 

2.4.1 概要 

また、情報セキュリティの向上を目的とした教育には、「多重（多層）防御」の観

点が必要であると考える。 

「多重防御」とは、複数のセキュリティ上の対策を講ずることにより、仮にこれらの

中のいくつかの対策が失敗しても、別の対策により防御をすることで最悪の被害

の発生を防止する考え方をいう。 

言い換えれば、そもそも「完璧なセキュリティ」は観念し得ないことを前提として、

現実的に最善の方策を模索するセキュリティ上の考え方である。 

例えば、銀行においては、現金や重要書類を金庫に納めているが、それとは別

に、監視カメラ、カードマン、認証の必要なドアロックといった複数のセキュリティ対

策が施されている。銀行にとっての「最悪の被害」とは、これら現金や重要書類が

不正な手段により失われてしまい、経済的そして信用上の損失を被ることであろ

う。 

 
 コスト 

利便性の喪失  

ゅ 

メリット 
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このように、「最悪の被害」を生じさせないために、複数のセキュリティ上の対策

を講じている銀行は、セキュリティに関して「多重防御」の観点に立っているといえ

る。 

「情報セキュリティ」の分野においては、インターネットという世界規模のネットワ

ークを通じ、常に新しい攻撃方法の模索・情報交換がなされており、昨日までほ

ぼ完璧と思われていた情報セキュリティ対策が、今日には無意味になっていると

いうことが少なくない。 

よって、事前に複数の防御手段を多重的に講ずることが、「情報セキュリティ」

の分野においては特に重要となる。 

以下に、この「多重防御」の観点から、具体的な事例を交え、あるべき情報セキ

ュリティ教育を考察する。 

 

2.4.2 事例からの検討 

2.4.2.1 事件発生に必要な条件 

前記した「情報漏えい事件」を例に採りこれを分析すると、以下のような 4 つの

条件が積み重なり事件となったことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、「条件①から④」の中の一つでも欠いていれば「情報漏えい事件」は発

生していなかったともいえる。 

例えば、情報漏えいを生じさせた計算機において、セキュリティソフトが適切に

機能をしていたのならば「条件③」を欠き、事件は発生しないということになる。 

条件①、ファイルを暗号化せずに平文で使用  

 

条件②、私物の計算機に業務で使用するファイルを複製  

 

条件③、セキュリティソフトの不備  

あるいはアップデートをしていない 

 

 

条件④、OS を拡張子非表示の状態で使用  

 

あるいはアップデートをしていない 

 

 

情報漏えい事件 

必
要
な
条
件 
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2.4.2.2 必要とされる教育 

したがって、「情報漏えい事件」を再発させないためには、「条件①から④」の発

生を防止する観点からの教育が必要となる。 

具体的には、以下の「教育①から④」が考えられる。 

 

 

←教育①、ファイルの暗号化ツールの使用方法についての教育  

 

←教育②、情報を分散させることにより生ずるリスクについての教育  

 

←教育③、ウイルスなどの「マルウェア」についての教育  

 

←教育④、OS の基本操作についての教育  

 

2.4.3 「多重防衛」の観点からの情報セキュリティ教育のあり方  

前に、事件発生に必要な「条件①から④」の一つでも欠けていれば事件の発生

は防止することができたと述べた。ここから、「教育①から④」のいずれかを行えば、

事件の発生は防止することができると考えることができる。 

しかし、「多重防衛」の観点からは、「教育①から④」すべての教育をなすべきで

あろう。 

そもそも「多重防衛」とは、複数のセキュリティ上の対策を施すことにより、仮にこ

れらの中のいくつかの対策が失敗しても、別の対策により防御をすることで最悪の

被害の発生を防止する考え方をいう。 

この考え方を情報セキュリティ教育に取り入れるのであれば、複数の観点から

教育を行うことにより、仮にこれらの中のいくつかの教育の効果が生じなくとも、別

の教育が効果を生ずることで最悪の被害の発生を防止すべき、ということになるか

条件①、ファイルを暗号化せずに平文で使用  

 

条件②、私物の計算機に業務で使用するファイルを複製  

 

条件④、OS を拡張子非表示の状態で使用  

 

あるいはアップデートをしていない 

 

 

情報漏えい事件 

必
要
な
条
件 

条件①、ファイルを暗号化せずに平文で使用  

 

条件②、私物の計算機に業務で使用するファイルを複製  

 

条件③、セキュリティソフトの不備  

あるいはアップデートをしていない 

 

 

条件④、OS を拡張子非表示の状態で使用  

 

あるいはアップデートをしていない 
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らである。 

ここから、例えば受講生に「教育①②③」の効果は生じなくとも、残った「教育

④」の効果が生じさえすれば「情報漏えい事件」の発生を防ぐことができることにな

る。 

とはいうものの、時間や費用などの関係で、すべての教育を行うことはできない

ということが現実的にはあり得る。 

かかる場合であっても、「多重防衛」の観点からは、できるだけ多くの種類の教

育を行うべきということになる。 

例えば教育に必要なコストが、「教育①」は 2、「教育②」は 1、「教育③」は 4、

「教育④」は 1 であった場合、コスト 4 の「教育③」の一点を行うよりも、「教育①②

④」の三点を行うのが合理的な選択ということになる。 

以上 
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