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発刊にあたって 

  

財団法人防衛調達基盤整備協会は、情報セキュリティ意識の向上に資す

るため、昨年度に引き続き情報セキュリティに関する懸賞論文の募集を行

い、より多くの方に応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。 

 

 ２１年度の懸賞論文のテーマは三つに決めました。 

 一つは、「情報セキュリティインシデントへの対応」です。事業の継続に

大きな影響を及ぼす可能性のあるインシデントは減尐傾向になく、依然と

して多くの報告がなされています。インシデントに遭遇した際、どのよう

に対応したか、また、すべきなのかについての提言や具体的諸施策に関す

る考察を期待したものです。 

 二つ目は、「情報セキュリティ教育の在り方について」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、情報漏洩は後を絶たない現状

にあります。 ユーザー教育をテーマとした意見や提言を期待したものです。 

 三つ目は、「自由課題」です。具体的には「情報セキュリティ意識の向上

に資するもの」として、皆様が日頃考えておられることがあるのではない

か、として選定したものです。 

 「情報セキュリティに関する懸賞論文」の選考に当たっては、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四つの作品を表彰させて頂くとと

もに、受賞作品を小冊子にまとめ、掲載することといたしました。 

 

 この小冊子は、情報セキュリティ意識向上に関し、示唆に富む内容と思

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２１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 

 

我が国においても国民生活や様々な社会経済活動におけるインターネッ

トの利用が促進されています。インターネットの利用が促進するに従い、

コンピュータウィルスの蔓延、企業・官庁における情報漏洩の多発等、情

報セキュリティに関する問題が生じており、適切な対処がこれまで以上に

重要視されてきております。 

 このような状況の中、防衛調達基盤整備協会は昨年度に引き続き、情報

セキュリティ意識の向上に資するため、２１年度も情報セキュリティに関

する懸賞論文を募集し、優秀な作品を表彰、発表する事業として本件を企

画し、私どもが審査を担当いたしました。 

 

優秀作品の選考に当たっては、新鮮度、実証度合、影響度、わかり易さ

などの観点を重視した審議を重ね、最終的に４点が選ばれました。 

特別賞の伊東氏の作品は、サイバー戦という安全保障の観点から情報セ

キュリティを捉え、内容も具体的であり、広く情報保全意識を高める影響

度があるとの評価です。 

佳作（意識向上賞）２点のうち、大和田氏の作品は、従業員のリスク認

知能力向上のため、危険予知トレーニング手法を教育プログラムに提案し、

教育実施後の効果測定の考察を評価したものです。 

もう１点の星氏の作品は、情報セキュリティ対策の実施結果を、リスク

アセスメントにおける成熟度という数値を用いて可視化し、組織の現状把

握の提案を評価したものです。 

佳作（教育賞）の中河氏の作品は、組織として情報セキュリティの重要

性認識のため、情報漏洩に対する利用者の意識、心構えといった服務的内

容に重点を置いた提案を評価したものです。 

 

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２１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 

 昨年 8月のロシア軍のグルジア侵攻に伴いグルジア政府機関等に対するサイ

バー攻撃が行われたことや、今年 7 月の韓国やアメリカの政府機関等に対する

サイバー攻撃はまだ記憶に新しいところである。 

 一昔前までは、このような攻撃やコンピューターウイルスを作成するのはマ

ニアによるいたずらや技術を誇示したい者の売名的な行為であったが、その後、

犯罪組織が金銭目的でこのようなことをするようになってきており問題とな

っている。さらに、現在ではこれらの技術が国家間の紛争や諜報活動にも使用

されるようになってきた兆しが見える。このことは我が国の国家安全保障上の

観点から見過ごすことはできない。 

 このような、いわゆるサイバー戦に関する情報は報道されることも尐ない

し、されたとしても、その真偽すら疑わしいものが多いが、本論文では、そ

れらの限られた一般情報資料等をもとに、最近の諸外国のサイバー戦への取

り組み等を紹介し分析する。併せて我が国の状況等を紹介して、日本がその

平和と安全を確保していくために、今、何を考えねばならないかについて述

べる。 

 

２．周辺諸国の状況 

 2.1 ロシア 

 2008 年 2 月に、ロシア軍参謀総長代行アレクサンドル・ブルティンは「軍や

特務機関に特別な部門が編成されているところである。情報作戦の準備と実施

に関する基本的文書も作成中であり、訓練も始まっている。」と述べた。また、

将来戦は情報戦であるとの認識を示した。 

 ロシア軍のサイバー部隊の具体的な情報そのものは公刊情報にも出ていない。

しかし、ロシアがサイバー戦を行ったと疑われているもののひとつとして、2007

年 4 月、エストニアへのサイバー攻撃がある。この時は、大統領府、議会、外

務省、国防省、メディアなどに重大な被害が発生したという。エストニアは 1991

年の独立後、「ＩＴ立国」を国策に掲げて、世界初のネットによる国政選挙を行

うなど、国全体の電子化を進めてきており、それがサイバー攻撃に対して大き

な脆弱性を持つに至っていたものと考えられる。 

 エストニアは、攻撃の一部の発信元がロシア政府のコンピューターであると

主張し、北大西洋条約機構も調査に乗り出した。もちろんロシアは国としての

関与を否定し、ハッカーが公的機関のコンピューターを装って攻撃を仕掛けて

いる可能性を指摘した。 
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 また、2008 年 8 月のロシア軍グルジア侵攻の際には、攻撃に連携してグルジ

ア政府機関等に対するサイバー攻撃が行われた。 

 この時には 

 -ウエブサイトの書き換え 

 -D-DOS 攻撃によるサーバーの機能低下 

 -スパムメールによる業務の妨害 

 -攻撃を要請しその対象(アドレス)を明示するスローガンの提示 

 -攻撃を実施するための具体的なソフトウエアの提供 

 -外国とのインターネットの切断 

 -対抗するグルジア人ハッカーの連携妨害 

 等、多種多様の攻撃が行われ、グルジアの大統領府、議会、外務省、国防省、

メディアなどに大きな被害が出ている。 

 これに関して、英国の国際戦略研究所のロシア軍事専門家クリストファー・

ラントン上級研究員は、「ロシアは近年、電子戦やサイバー攻撃の能力を向上さ

せており、グルジア侵攻作戦にサイバー攻撃を組み込んでいたとみるのは妥当

だ。」との見方を発表した。もちろんロシア政府は関与を否定しているが、尐な

くとも実際に行われたサイバー攻撃の中に、ロシア人ハッカー達の勝手なサイ

バー攻撃以外に、ロシア軍のグルジアへの軍事作戦に連携したものがあり、そ

れがロシア軍により行われたのではないかと疑われているのは事実である。 

 このように、ロシアは、その軍のサイバー部隊の実態は不明であるものの、

サイバー戦に関する文書の作成をはじめ、教育・訓練を開始しており、将来的

にはこれらが大きな戦力へ発展する可能性がある。 

 

 2.2 中国 

 1999 年に、中国人民解放軍の二人の空軍大佐が「超限戦-グローバル化時代

の戦争と戦法についての考え方」1という著書を発表した。この中で、将来戦は

新たな形態へと変化し、新テロ戦、生物・化学兵器戦、ハッカー戦、麻薬密売

など、これまで一般に戦争行為としてはタブーとされてきたあらゆる手段と方

策を使用し、また、それらを組み合わせて遂行するようになるであろうと述べ

た。 

もとより、政府中央の意向に反した著作が公開されるとは考えにくい国柄で

あることから、この軍事思想が中国人民解放軍の目指す方向性の一端を示して

                         
1坂井臣之助監修、劉琦訳、「超限戦」、共同通信社、2001 年 
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いると見てもそれほど誤ってはいないと考えられる。とするならば、本書中で

あげられている「ハッカー戦」についてもその準備が行われているであろう。   

事実、米国防省の 2007 年の中華人民共和国の軍事力に関する年次報告によれ

ば「中国軍は、敵のコンピューターシステム及びネットワークを攻撃するため

のウイルスや、味方のコンピューターシステム及びネットワークを防御するた

めの戦術及び方法を開発するための情報戦部隊を設立した。」と述べられている

し、2009 年の年次報告でも同様の指摘がなされており、「中国軍の軍改革はそ

の速度を増している。」と警告を挙げている。 

また、一般報道によれば、すでに中国には数千人規模のハッカー部隊が存在

していると言われており、一部ではその規模は１万人を超えているという情報

もある。最大のものでは 40 万人ものハッカー部隊が存在するとの情報もある。   

これについては、軍だけではなく党の持つ政治思想を取り締まるための組織

や一般民間人のハッカーまですべてを数え上げていると思われるが、それにし

ても大きな数ではある。 

 最近では、各国の外務省等政府機関が執拗なサイバー攻撃を受けているが、

これらの攻撃の一部は中国発のものであるとの見解も多く出されている。例え

ば、2007 年 9 月、英王立統合防衛安保研究所アレックス・ニール・アジア安全

保障部長は、「最近の米英独仏に対するサイバー攻撃に関して中国人民解放軍が

関与している可能性が極めて大きい。」とその見解を述べた。もちろん、我が国

に対しても中国からと思われるサイバー攻撃が行われているとの情報もよく聞

かれるところである。 

さて、人民解放軍のサイバー戦能力であるが、私はそれほど高くないものと

見ている。というのは、現在の中国では貧富の差が拡大しつつあり、いわゆる

裕福層の子供たち（彼らは親からパソコンを買ってもらえる）は、人民解放軍

には入隊しない。一方、貧困層の子弟は入隊するが、軍でコンピューター関連

の教育訓練を受け、サイバー技術を手にすると軍を辞めてもっと給料の多い仕

事についてしまい、結局、これらの若者を教育しても軍の戦力化につながらず、

つまるところ人民軍サイバー戦士の人材育成が人民解放軍サイバー部隊の抱え

る問題なのだと言う内輪話もあるからである。 

しかしながら、この一方で、中国の民間人ハッカーのサイバー能力は極めて

高い。ネット社会におけるアンダーグランドでの活動や数々のハッキングの様

子からそれが言える。例えば、中国国内で売られている闇のソフトはコピー防

止機能をはずし中国人に使いやすいようにオリジナルソフトを作り替えてある

などその能力の高さがうかがえる。有事の際には、これらの民間人ハッカーが
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愛国無罪の号令のもと軍の実施するサイバー攻撃に協力・参加する可能性も否

定できず、中国のサイバー戦能力は全体として極めて高いものと思われる。 

 

 2.3 北朝鮮 

 弾道ミサイルや核兵器の開発で世界を騒がせている北朝鮮であるが、すでに

その産業基盤は崩壊状態にあるものと考えられる。現在ではミサイルや核兵器

など国家レベルの力を一点に集中して生産できるものは別として、大量生産さ

れるものはその品質が維持できなくなっている。一部報道でも北朝鮮製の小火

器は不具合が多く、これらの兵器を輸出して外貨を稼ごうとしても、もはや世

界の兵器市場で相手にされないという。また、その経済状態から軍の訓練用に

油を使うことすら困難であり、一般的な戦争はもはや遂行できない状態にある

と思われる。 

 しかし、このような状況にある北朝鮮は自国の特性に見合った戦い方を追求

しようとしている。例えば正規軍ではなく特殊部隊である。10 万人と言われる、

その肉体を極限まで鍛えあげた兵士達を有する国は世界に北朝鮮のみである。

あるいは、地対地弾道ミサイルの開発と保有。これは現時点においていかなる

国も有効に阻止できない兵器である。このように見てくると、北朝鮮がサイバ

ー戦に目を付けたのは当然ともいえる。サイバー戦の戦士たるハッカーを育て

るには高度の技術も多額の経費も不要だからである。 

 脱北者の証言によれば、北朝鮮の大学では 1981 年以来、毎年 100 人のサイバ

ー戦技術者を輩出しており、1992 年には攻撃用ソフトウエアの開発に成功した

とのことである。このソフトウエアの能力は不明かもしれないが、すでに今か

ら 10 年以上前に、サイバー戦の準備に取りかかっていたという事実は注目すべ

きことである。 

 2005 年 6 月、高麗大で開催された「国防情報保護コンフェレンス」において、

韓国国防科学研究所のビョン・ジェジョン博士は「北朝鮮の情報戦能力は米太

平洋軍司令部指揮統制所と米本土の電力網に被害を与えうる水準に達してい

る。」「北朝鮮の美林自動化大学において、すでに 5 年間にわたってコンピュー

ターネットワークに対するハッキングおよび指揮通信システムの無力化のため

のハッキング技法の研究を行っている。」と発言した。 

 さらに、同年 11 月、韓国西江大で開催された「国際サイバーテロ情報戦コン

フェレンス」において、脱北者であるキム・フングァン元北朝鮮コンピュータ

ー技術大学教授が「北朝鮮では、サイバー情報戦とサイバー対南工作のために

500 人余りのハッカーが活動している。」と証言した。これは総参謀部偵察局隷
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下の暗号技術、OS 技術、トラフィック解析など計 10 の部門にわたる 300 人規

模の組織及び同じく総参謀部隷下の一部局である敵攻局の下部組織であるサイ

バー心理戦部隊 100 名等である。 

 また、同教授は一般報道記者とのインタビューにおいて「サイバー戦とは、

日常生活全般に侵入する可能性のある戦争である。」と語った。すなわち北朝鮮

ではサイバー戦は平時の戦争という認識なのである。 

さて、北朝鮮はハードウェアに関する技術力はかなり低いものの、ソフトウ

ェア開発能力は先進国並みであり、その技術力は極めて高い水準にあると思わ

れる。北朝鮮はその体制ゆえに優秀な若者を早い時期から集め、コンピュータ

ーに関する英才教育を施しているからである。その一例として、日本でも販売

されている某囲碁ソフトは世界囲碁ソフト選手権大会で連続優勝するなど、北

朝鮮のプログラマーの能力はかなり高いレベルにある。そして、これらのソフ

トウエアプログラマーと同等以上のレベルの者が北朝鮮サイバー部隊に配置さ

れていると思われる。 

 従って、北朝鮮サイバー部隊は世界的に見てもかなり高いサイバー戦能力を

持っている可能性がある。 

 

３．日米の状況 

 3.1 米国 

 米国はサイバー攻撃対処を最も真摯に検討している国である。すなわち、2000

年 2 月に「国家情報システム防衛計画」を策定し、2001 年には 20.3 億ドルの

予算を割り当て、官民共同した情報インフラ防衛のための研究開発、専門家の

育成、情報基盤の安全性の確保等についての事業を開始している。2002 年 11

月には 17 万人からなる「国土安全保障省」が新設されたが、この際、テロ対策、

災害対策はもとより、サイバー攻撃に対する防衛システム等を一元的に統制す

る体制が整備された。また、国防総省もサイバー戦を重視しており、国防情報

インフラの常時監視体制を確立するとともに、統合調整機能も整備している。   

そして空軍の隷下に 2007 年にサイバー戦部隊が編成された。その後、この部

隊は再編成を検討中であり、今後は攻撃も視野に入れた組織に変貌していくも

のと思われる。それを裏付けるかのように、この 2009 年 5 月に国防小委員会に

おいて、国家安全保障局のトップであるキース・アレクサンダー中将は「米国

はその攻防のサイバー作戦を整理・再編成し、より多くの資源を投入するとと

もに、適切な訓練の実施が必要である。」と述べている。 

 実は、米国はすでに今から 10 年以上も前の 1997 年６月に最初のサイバー攻
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撃対処演習「エリジブル・レシーバー」を実施している。 

 演習要領としては、攻撃に任ずるレッドチームと呼ばれる 35 人の専門家が、

特段の内部情報なしに一般のインターネットから米国の重要インフラを攻撃す

るというものである。検証の結果、4 万回の試験的侵入の試みを行ったところ、

それに対して 4000 回のあってはならないシステムからの応答があり、約 400

のシステムの脆弱性を発見するに至った。そして 36 回もシステム自体に侵入す

ることに成功したという。さらにその時、これらの侵入を探知し警報がしかる

べき部署にあがったのはたったの 2 回であったという。 

 この演習に大きな衝撃を受けた米国は、2002 年７月にディジタルパールハー

バー演習（セミナー形式の机上演習）を、2003 年 10 月にライブワイヤー演習

（インシデント対応を重点とした演習）を引き続き実施し、そして 2006 年の２

月にサイバーストーム演習を行った。これは、国土安全保障省、国家安全保障

会議、司法省、国防総省、国務省、国家安全保障局、中央情報局等の各政府機

関と英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、並びに、Symantec、

Intel、Microsoft、 McAfee、VeriSign 等の有力なソフトウエア会社も参加し

た大規模なものである。このサイバーストーム演習にかかった費用はおおよそ

300 万ドルと言われている。さらに、サイバーストーム２演習が 2008 年の 3 月

に行われた。これには国土安全保障省等 18 の連邦機関と 40 社以上の情報通信

企業、そして英国等 4 カ国が参加している。今次はこの演習に 820 万ドルを超

える費用をかけたとの情報もあり、米国がこの分野になみなみならぬ関心を持

ち、サイバー攻撃に対する対応・対処を模索していることがうかがえる。 

 現在では、この対サイバー攻撃対処演習であるサイバーストーム演習を 2 年

に１回ごとに行うことを米国議会が義務化している。 

 さらに、最近の報道（2009 年 5 月）では、オバマ政権はサイバー脅威を国家

安全保障上の問題として受け止め、サイバーセキュリティ対策計画の策定とサ

イバーセキュリティ調整官の設置を決定したとのことである。 

 以上のように、アメリカはサイバー戦に最も早い時期から関心を持ち、着々

とその準備や対策を行っている。 

 

 3.2 日本 

 2001 年 3 月に、e-Japan 重点計画が策定された。この中で、情報セキュリテ

ィに係わる制度・基盤の整備や、政府部内における情報セキュリティ対策等 8

頄目に及ぶ施策が決められた。我が国も比較的早い時期にサイバー脅威に対す

る準備に手をつけているのである。 
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しかし、その内容に関しては決して十分なものとは言えなかった。2002 年に

日本戦略研究フォーラムから、この計画について 

①高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保と安全保障上の配慮が

欠落している。 

②サイバー戦・サイバー脅威に対する法整備及び政策の見直しが必要である。 

等の意見が出されている2。すなわち、この計画中では日本の重要インフラの防

護という研究があまり行われておらず、また本格的戦争という観点からの分析

はまったく行われていなかったのである。 

その後、本計画を受け、あるいは並行的に、各省庁がそれぞれの努力を行っ

てきている。例えば、警察庁は 2001 年 4 月に早くもサイバー対処の専門組織を

設立している。サイバーフォースと呼ばれるこの組織は、警察庁の情報通信技

術者から選抜された 60 人を中心として全国 57 カ所の拠点から、警察ネットワ

ークへのハッキング行為を 24 時間体制で監視。また、情報通信や銀行・証券取

引所など金融関係、鉄道・航空、電力・ガスといった、社会の重要インフラに

ついても防護対象としているものである。 

総務省では、2006 年から電気通信事業分野におけるサイバー攻撃対処演習を

開始した。これは、サイバー攻撃等によるインターネットの機能不全に対応す

るために、複数の電気通信事業者が参加し演習を行うことにより、高度なＩＴ

スキルを有する人材を育成し、電気通信事業者間の緊急対応体制を強化するも

のであるという。 

経済産業省も、啓発のためのセミナーの実施や、ソフトウエアの脆弱性を撲

滅するための対策を推進する等、多数の施策を計画・実施している。 

しかしながら、このように各省庁がそれぞれの立場から努力を重ねていると

は言うものの、現時点においても、国家としてのサイバー戦対処についてはほ

とんど手つかずと言ってよい状態にある。言い換えれば、現時点では、外国か

らのサイバー攻撃に責任を負うべきと考えられる防衛省への任務付与は事実上

存在していない。つまり、現在でも、自衛隊の任務に「国民のシステムやイン

ターネット基盤を守る」は入っていないのである。 

本年(2009 年)6 月に、セキュア・ジャパン 2009 が発表されており、この中で

も総務省を始め関係各省庁に係わるたくさんの検討と計画が示されているが、

防衛省関連のところでは、「防衛省の保有する情報システムに対するサイバー

                         
2日本戦略研究フォーラム、「サイバー戦に関する緊急政策提言」 

<http://www.jfss.gr.jp/jp/teigen-cyber-seisaku-kinkyu-j.html> 
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攻撃等～」と、防衛省の自ら保有するシステムを守るようになっているのみで

ある。 

また、このようなサイバー事案対処組織の問題とは別に、サイバー戦に関し

てはそもそも法律上の問題がある。つまり、ある国がサイバー技術を用いて他

国のシステム基盤等を攻撃した場合、それは武力行使・戦争行為なのかどうか。

サイバー攻撃を受けた場合、それに反撃するにあたり、武力を用いてもいいの

かどうか等に関する国際的な合意や取り決めは存在しない。 

さらに、戦争が行われている際に守るべき、いわゆる戦時国際法での定めも

ない。例えば、日本が侵略を受けているその時、もし愛国心に燃えたハッカー

達が、侵略軍に対してサイバー攻撃を仕掛けたら大丈夫であろうか?おそらく交

戦資格違反になると思われるが、これに関しても明確な規定はない。もとより、

今の日本では、彼らは日本の法律でサイバー犯罪者として扱われることになる

であろう。 

 

４．おわりに 

 最近の報道（2009 年 7 月）によれば、イギリスでは国家としてサイバー戦能

力を持っていることを宣言したのみならず、サイバーセキュリティ大臣を設置

するとのこと。また、韓国は陸軍を中心に 2015 年までにサイバー戦体制を構築

する決定を下したとのことである。 

以上、述べてきたように、諸外国のサイバー戦への準備や取り組みは着々と

進められている一方で、我が国のサイバー戦対処の態勢はまだその端緒につい

たばかりである。電力や通信等、我が国の重要インフラがインターネット基盤

に依存の度合いが高くなる一方で、それらに対するしっかりした対策が立案・

実行されていないとすれば、国民のひとりとしてこれを不安に感ぜざるを得な

い。万一、日本が侵略を受け、その際、重要インフラに対してサイバー攻撃を

受けた場合はどうなるのか。総務省や警察が侵略軍のサイバー攻撃に対処する

というのであろうか。 

したがって、直ちに国家レベルでの総合的なサイバー戦国家安全保障に関す

る研究を開始すべきであろう。 

そのために、 

–サイバー戦防護に関するコンセンサスの確立 

–国家サイバーセキュリティ戦略の策定 

–専属のサイバーセキュリティ調整官の設置 

–具体的な法律等の整備（サイバー防護基本法及び関連する有事法制） 
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–各省庁所掌の明確化（特に防衛省・自衛隊への任務付与） 

–必要な技術開発の推進（国家の重要技術として国内サイバー産業の保護・育成） 

等の事頄についてまず検討を開始するべきである。 

 なお、この論文は、日本セキュリティ・マネジメント学会等で発表したもの

（事実関係の収集とまとめ）を踏まえ、各国のサイバー部隊の能力分析と我が

国の取るべき具体的な方策などを加筆し修正したものである。本論文が日本の

サイバー関連安全保障を見直すためのトリガーになれば幸いである。 
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１．はじめに 

企業における情報セキュリティ対策は、一般的に、技術面、管理面、人的

側面の３つの側面での対策が必要とされている。技術面では、日進月歩で確

認される新たな脅威に対応すべく、日々発展を遂げている。管理面において

も、情報セキュリティマネジメントシステムである ISO/IEC 27001 を代表と

するガイドラインの標準化等において、一定の確立を見せていると言える。  

しかし、人的側面での対策では、規則の遵守、違反時の罰則、労働契約時

の秘密保持契約と言ったトップダウン的な対策が主だったものと言える。ま

た、後述する教育による対策についても、管理者に対するアンケートにおい

て「実施していない」や「実施しても目的が達成されていない」といった結

果が多いのが現状である。 

これまでの組織管理論の研究において、科学的に確立された管理方法だけ

では、組織の意図する方向へと従業員の行動を導く事に限界があることが分

かっている[1]。本論では、従業員自らが情報セキュリティを考え、行動する

ためには、人的側面においてどの様な対策が必要かを述べる。 

 

２．情報セキュリティ事故の実態 

まず初めに、情報セキュリティの事故の実態を示す２つの調査結果を以下

に示す。 
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図 1．情報セキュリティ事故調査 
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[出典] 

情報セキュリティ大学院大学 

内田研究室 2009 年 

「第 6 回情報セキュリティ調査」[2] 

※上位 10 項目のみ記載 

[出典] 

NRI セキュアテクノロジーズ 

「企業における情報セキュリ 

ティ実態調査 2008」[3]  
※少数点以下を四捨五入し、 

上位 10 項目のみを抜粋。 
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上位頄目「ノート PC など情報機器の紛失・盗難」、「過失による個人情報の漏

えい」等を見ると、普段の情報機器利用において従業員のリスク認知意識が

欠如している事に起因している可能性が高いと考えられる。 

 企業が定める情報セキュリティ規則では、尐なくとも上記３つの頄目に関

する注意事頄が明文化されている事は、容易に推察可能である。では、なぜ

従業員らは、これらの規則に違反するといった、リスク行動（自らの意思で

リスクを負った行動をとること）をとってしまうのであろうか。そして、そ

の原因に対して企業としてどの様な対策が必要なのであろうか。以降では、

これらの問題意識を踏まえ、企業における従業員を研究対象とした人的セキ

ュリティ対策のあり方について述べていく。 

 

３．従業員によるリスク行動の発生 

３．１．なぜリスク行動を起こすのか 

 前述の通り、リスク認識の欠如が考えられるが、そもそも従業員は、入社

時や社内担当部署からの通達などで、情報セキュリティに関する規則を一度

は見聞きしているはずである。それにも拘わらず、リスク行動を起こす背景

としては、業務との関わりが考えられる。 

例えば、翌日締切りの顧客提案資料を作成中に、終電の時刻が迫っている

様な状況を想定してみる。その場合、従業員は、顧客への提案が上手くいっ

た場合の組織への事業的なメリットと規則違反のデメリットを天秤にかける

であろう。その結果、「組織のためなので」と前者を選択し、規則で禁じられ

ている顧客データ入りノート PC を持ち出してしまう可能性が高い事がこれ

までの事故事例からも推測できる。ここにおいて、従業員は個人的なメリッ

トよりも事業におけるメリットを優先するという「善意」の基では、違反に

対する「悪意」が薄れてしまう事が想定される。 

これに関連する先行研究を紹介したい。岡本・今野ら(2006)は、2001 年か

ら 2002 年にかけて首都圏内の幅広い業種の従業員に対して組織風土に関す

る質問紙調査を行い、いくつか分析を行っている[4]。主因子分析の結果を見

ると、組織における違反を要因する雰囲気として、以下 2 つに大別できると

している。 

  (a) 個人的違反容認の雰囲気 

・会社の電話を私用に使ってもよしとする雰囲気がある 

・出勤時間に尐々遅れてもとがめられない雰囲気がある 

・勤務時間中にさぼれない雰囲気がある（逆転頄目） 
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  (b) 組織的違反容認の雰囲気 

   ・会社ぐるみの不正が行われている雰囲気がある 

   ・効率化のためなら尐々の違反を許容する雰囲気がある 

・社会人として誠実であるより組織への貢献をとる雰囲気がある 

上記(a)は、違反時の利益対象が個人であり、個人が楽や得をするためのも

ので、確信犯的な違反である。一方、上記(b)は、前述の通り、組織や職場の

利益のために行うもので、よかれと思ってやった違反であると言える。 

３．２．リスク行動が発生する土壌 

更に岡本ら(2006)は、回答結果の頄目間の関係性を知るべく共分散構造分

析を行っており、違反と組織風土の関係を図 2 の様なパス図で示している[4]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．違反と組織風土に関する共分散構造分析 

 

図 2 より、規則や権限関係などの不明瞭さは、個人的違反の規定因となっ

ているが、組織的違反の原因にはなっていない事や、属人思考といった組織

風土が組織的違反の強い規定因となっている事が指摘できる。 

 つまり、これまで、一括りに違反の対策として行っていた規則・マニュア

ル類の整備、罰則規定、命令系統の強化については個人的違反には有効に働

くが、組織的違反については、それ以外にも対策が必要である事を示してい

る。前述の通り、情報セキュリティにおける事故では、組織的違反（特に効

率化のための違反等）がその大きな要因としてあげられているのである。 

 

４．リスク行動への対処 

 では、これら従業員が起こすリスク行動に、どの様な施策が必要なのであ
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0.61

0.45

0.68
属人
風土

属人
風土

組織的違
反の容認

組織的違
反の容認

誰の責任かを優先

誰に頼まれたかで
決まる

0.50

0.69

0.67

0.53

－0.25
0.20

[出典] 岡本ら(2006)「組織健全化のための社会心理学」P.30 より引用[4] 
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ろうか。これまでは、トップダウンの管理策として行ってきた規則、罰則規

定や監視といった心理的な抑止を前提とした対策が主あった。これを、従業

員自らが情報セキュリティについて考え、行動する企業風土へと変えていく

必要があると考える。 

これまでの記述から、以下に示す視点で考察していく。 

(a) リスク認知能力向上 

情報セキュリティに対する従業員のリスク認知力を高め、組織ある

いは自らへの影響を予測できる能力を醸成する。 

(b) リスクを想定した未然防止策 

従業員のリスク行動に起因する事故が顕在化することを想定し、予

め予防策を講じる。 

上記は、それぞれ片方だけで、リスクへの完全な対策として作用する事は

不可能である。2 層の施策を有機的に連携させ、相乗させることでその効果

を高めていく必要がある。 

この「リスク認知能力向上」と「リスクを想定した未然防止策」の 2 つに

加え、これらを連携する「従業員の情報セキュリティ格付け」の 3 つの要素

からなる人的セキュリティ施策モデルを提案する。提案モデルの最終的なイ

メージを図 3 に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 提案モデルの概要 
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その結果を情報制御技術（後述）と連携させる事で、適切な従業員の適正な

情報利用を図るという仕組みである。 

現在、「リスク認知能力向上」、「各種情報制御技術」の調査、分析を進めて

おり、特に前者を中心に、これまでの内容を以降記述する。 

 

５．リスク認知能力向上 

５．１．企業の情報セキュリティ教育の実態 

 現在、考えられている情報セキュリティの人的側面への施策として主に以

下があげられる。 

(a) 従業員教育 

(b) 罰則規定(就業規則など) 

(c) 契約関連(守秘義務契約) 

これらは、情報セキュリティの人的対策とした観点で捉えると、それぞれ

が必要不可欠なものである。ここでは、リスク認知「能力向上」という積極

的な命題に対し、従業員教育に関する検討を行う。 

５．２．企業教育の流れ 

堤・青山ら(2007)が示す企業教育の効果測定における流れ[5]を本論に沿っ

て一部変更したものを図 4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.企業における教育の流れ 

[出典] 堤・青山(2007)「はじめての教育効果測定」P75 の図を基に加筆[5] 

 

この流れの中で、ステップ 3「教育研修プログラムの実施」、ステップ 4「教

育研修プログラムの効果測定」に着目し、想定されるそれぞれの実態と問題

点を表 1 に示す。 
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表 1. 教育段階における実態と問題点 

段階 実態 問題点 

ステップ３「教育研修プログラムの実施」 

 

⑴ 世間一般のトレンドとして

作成された教育コンテンツ 

⑵ 情報・知識提供型(PUSH 型) 

教育がメイン 

⑴ 業務・業種に即していない 

⑵ 詰め込み型知識は失念する 

⑶ 受身形となり、他人事と捉え

られ易い 

ステップ４「教育研修プログラムの効果測定」 

 
受講後のペーパーテストやアン

ケートにより測定 

アンケート測定の限界 

(内省的制限、反応要因) 

 

表中のアンケート測定の限界について補足する。先述した、岡本・今野ら

(2006)は、アンケートやペーパーテストにおける限界として、「測定結果を

歪める２つの危険性があることが知られている。」としている。 

(a) 内省的制 限 

回答者の内省能力には限界があり、自身が思う程、自身を理解できていな

い。 

(b) 反 応 要 因 

回答する際、客観的にみて望ましいと思われる回答を選ぼうとする。 

つまり、これらの心理的な限定要因によって、現在用いられている方法で

は、正しい測定結果が得られていない可能性がある。 

以降では、このステップ 3、ステップ 4 について改善するための方法論を

提案する。 

５．３．教育研修プログラムの実施 

 前述では、情報・知識提供型教育の問題点を指摘したが、これは決してそ

れ自体を否定するものでは無い。合わせて、＋αの施策が必要である事を示

しており、ここでは、KYT(Kiken Yochi Training：危険予知訓練)を紹介す

る[6]。 

 KYT は、製造工場や工事現場などで、作業者が事故や災害につながる予兆

を事前に察知する能力をつけるためのトレーニング方法であり、安全工学の

研究分野から発展したものである。研修では、作業現場などの画像を参照し、

4～5 人のグループでどの様な危険が潜んでいるか、事前の対策はどうするか

といった議論(KYT4 ラウンド法)を行うことで、作業員にリスクに対する気付

きを与えている。KYT は、自動車運転免許の運転講習会などの分野でも応用
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されている。 

 KYT については、既に一部の企業で、情報セキュリティ教育に用いられて

いる。これについて、以降で示す ETA、FTA といった 2 つの観点から再考し、

より効果のあるものにする事を提案したい。 

(1) ETA 

 ETA とは、一つの事象から発生する事象を枝分岐で列挙していき、次に発

生する事象を網羅的に把握するためのリスク分析手法である。 

【きっかけ演繹法(ETA:Event Tree Analysis)】 

 

 

 

 

 

 

図 5. ETA の例 

 事故につながる事象の連鎖をいかに早い段階で切断できる様にするかを目

的としている。そのためには、一部の企業で行われている 

静止画での KYT による情報セキュリティ研修では無く、図 6 中 A、B、C で示

す時点の様に、動的な流れの中でヒヤリハット(前事故事象)とインシデント

(事故)との境を把握可能にする必要がある。実現には、CBT(Computer Based 

Training)や WBT(Web Based Training)の様な IT ツールを用いたシミュレー

ションを通じて行う形となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.動的流れの中での KYT 

 尚、最後に被害額を算出させ、想定被害額と実際の額にどれだけ差がある

かを思い知らせる事で、リスク認識を高める効果もある。 
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[出典]中田（2008)「ヒューマンエラーを防ぐ知恵」P139 より引用[7] 
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(2) FTA 

 一方、FTA は、ETA とは逆の方法で、事故から原因となる事象を論理的に推

定し列挙していく方法である。 

【事故原因帰納法(FTA:Fault Tree Analysis)】 

 

 

 

 

 

 

図 7. FTA の例 

元来、KYT は ETA での観点で構成されている事が多いため、FTA の要素は薄

い。しかし、ETA は、一つの事象を起点としているが、日々の業務では、様々

な事象に遭遇し、いつも ETA で学習した起点事象というわけでは無い。また、

想定される起点事象を増やしていく事にも限界がある。そこで、事故を起点

とした FTA の観点で、事故につながる経路を逆算する事により、業務に内在

するリスクが事故へつながるイメージができるようになると考える。 

 

 

 

 

図 8.FTA によるリスク認知 

 つまり、普段、企業における情報システム担当者が、インシデント対応な

どの業務の中で培っているリスクに対する感覚を教育を通じて一般の従業員

にも醸成することを目的としている。そのためには、本頄の最初に述べたが、

情報・知識提供も必要である。FTA 観点で作成された KYT と合わせて実施す

ることで、従業員が主体的になり、よい高い教育効果を得る事ができると考

える。 

５．４．教育研修プログラムの効果測定 

 次に、企業教育の流れで問題点として指摘した教育実施後の効果測定につ

いて考察する。アンケートでの測定に、限界がある事は、既に前述した通り

であるが、では何をいつどの様に行えばよいのか。 

 まず、ドナルド・カークパトリック(D.L. Kirkpatrick)(1959)が示した教

育効果測定を 4 つの段階に分けた「レベル 4 フレームワーク」[4]を紹介し
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[出典]中田(2008)「ヒューマンエラーを防ぐ知恵」P140 より引用[7] 
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たい。表 2 では、これに各段階での一般的な測定ツールを付与して示す。 

表 2. レベル 4 フレームワークと測定ツール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中、レベル 1 は、教育プログラムを対象にした効果測定であり、レベル

4 は、組織へのビジネス上の貢献とある。本論では、従業員の認知能力向上

とそれに伴う行動変容を対象としているため、レベル 2「ラーニング」、レベ

ル 3「ビヘイビア」について記述する。 

(1) レベル 2「ラーニング」段階での測定 

 アンケートでは、質問を見て「考えて」から回答する事で、先に示したバ

イアスが発生すると考えられる。これを受け、より潜在的な態度を測定する

ための手法として、ここでは、IAT(Implicit Association Test：潜在連合テ

スト)を紹介する。 

 IAT は、1998 年グリーンワルドとバナジ(Greenwald and Banaji)が開発し

たものであり、人種への潜在的な偏見やナショナリズムの度合いを測定する

方法として研究がなされており、実証されている[8]。コンピュータ上で実施

されるのが一般的であり、実際の画面は、図 9 の様なものが表示される[9]。 

 

 

 

 

 

図 9.ナショナリズム測定の IAT 画面例 
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[出典]堤・青山(2007)「はじめての教育効果測定」P.59、P.79 の図を基に加筆[5] 

[出典]IAT Corp. 「IAT テストホームページ」(2009 年アクセス)での実施画面を基に作成[9] 
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 回答者は、画面中央にある刺激語(単語又は画像)に対して画面左右にある

言葉のどちらに該当するかを選択する。刺激語や左右の分類は、様々に変化

し、この回答を数十回繰り返した後、平均回答時間を測定する。どのケース

において早く反応したかを分析する事で、回答者の潜在的態度が測定可能に

なる。 

 これを、情報セキュリティ教育後に実施し、「ノート PC」、「暗号化」、「顧

客情報」といった単語で測定する事で、教育後の態度変容を測定できると考

えられる。 

但し、本手法は、情報セキュリティ教育分野での実績が無いため、今後、

実験などを通じて明らかにしていく必要がある。 

(2) レベル 3「ビヘイビア」段階での測定 

 この段階は、職場での行動変化を測定対象する。上司や部下、同僚に依頼

し、当人の職場での行動を観察する方法があるが、コストや結果の信頼性に

ついて若干難がある。 

そこで、前述した KYT によるヒヤリハット認知能力向上と関連付け、教育

終了後にアクションプランを課す事を提案したい。具体的には、「日々の業務

の中に潜むヒヤリハット事例を大小問わず最低 5 つ発見し、1 ヶ月以内に管

理者へ報告すること」といった具合である。これにより、業務中の教育成果

の実行がコミットできると共に、対象者のリスク認知レベルの向上度合いの

測定も可能であると考えられる。加えて、この追加的なメリットとしては、

以下もあげられる。 

(a) 自業務のインシデント特性の把握 

(b) 課題終了後も報告する癖付けが可能 

(c) ヒヤリハット事例蓄積により更なる教育コンテンツの作成が可能 

これまで、述べたことを前述の 図 4 にプロットすると図 10の通りになる。

ここに示すサイクルで教育内容及び効果が自助的に発展する事が望ましい。 

 

 

 

 

 
 

 

図 10.情報セキュリティ教育の流れ 
[出典] 堤・青山(2007)「はじめての教育効果測定」P75 の図を基に加筆[5] 
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６．リスク行動による被害の防止 

 最後に、本研究で最終的に提案するモデルの中のもう一つの要素である「リ

スク顕在化を想定した未然防止策」について述べる。前述の図 3 で示した情

報制御技術部分である。 

 リスク認知向上施策である教育測定結果や資格取得、職位情報から従業員

の情報セキュリティ格付けを実施する。これを基に、利用可能な機密情報な

ど含むリソースを制御するための仕組みを未然防止策としている。 

その仕組みとして、DLP(Data Loss Prevention 又は、Data Leak Prevention)

との連携が有効であると考えている。直訳すると「情報漏洩防止」である。  

これまで、職位でのユーザアクセス制御や外部記憶媒体への書き出し抑止

といったデバイス制御が、人や物を視点としているのに対し、DLP ではデー

タを対象にしている。既存技術では、図 11 で示す様に、それぞれが独立して

機能しているため、「権限がある社員が入手した非機密情報」も、持ち出しで

きない等、可用性の面で難が生じていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.既存の情報制御技術の問題点 

 

DLP では、予め指定した組織のポリシーに従い、情報を区別し、それに応

じて利用制御する仕組みとなる。 

 これを従業員の情報セキュリティ格付け結果と連携する事で、適切な従業

員が適正に情報を扱える様になる。情報セキュリティの向上と共に、有用な

情報の活用が促進されることでビジネスの発展にも寄与することが可能にな

ると考える。これについては、今後の研究で更に詰めていきたい。 

 

７．まとめと今後の方針 

 本論では、情報セキュリティ事故の現状から人的セキュリティの分野に着

目した。岡本・今野ら(2006)の従業員の違反に対する先行研究を受け、情報
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可用性
機密性

（１）（１） アクセス制御アクセス制御

CDCDへの書き出し抑止への書き出し抑止

USBUSBメモリの接続制御メモリの接続制御

（２）（２） デバイス制御デバイス制御

⇒権限があるはずの正社員が
非機密情報を持ち出せない

正社員正社員 ⇒⇒ 全データへアクセス可全データへアクセス可

契約社員⇒契約社員⇒ 機密データアクセス不可機密データアクセス不可

各仕組みが独立して機能各仕組みが独立して機能

可用性
機密性

（１）（１） アクセス制御アクセス制御

CDCDへの書き出し抑止への書き出し抑止

USBUSBメモリの接続制御メモリの接続制御

（２）（２） デバイス制御デバイス制御

⇒権限があるはずの正社員が
非機密情報を持ち出せない
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セキュリティ分野においても、「組織的違反」に対してこれまでと異なるアプ

ローチが必要である事を述べた。 

そこで、「リスク認知能力向上」、「リスク顕在化を想定した未然防止策」、

「従業員の情報セキュリティ格付け」の 3 つの要素からなる人的セキュリテ

ィ対策モデルの概要を提案した。本論では、「リスク認知能力向上」について、

従業員教育への提案として、ETA、FTA 観点からなる KYT による教育プログラ

ムの必要性と IAT や職場からのヒヤリハット事例報告といった手法による効

果測定を提案している。 

 今後は、IAT による教育効果測定の有効性についての実証実験や、他の要

素について考察を深めていきたいと考えている。 
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1 はじめに 

近年、企業にとって情報セキュリティに取り組むことは、重要な課題として

認知され、情報セキュリティマネジメントシステム（以下 ISMS）の第三者認証

である国際規格 ISO/IEC27001 認証（以下 ISO27001）の取得が進んでおり、（財）

日本情報処理開発協会の公表によると、前身である BS7799-2 を基にした ISMS

認証基準制度の 2001年 4月のパイロット事業開始以降、認証取得事業者は 3200

社を超えている。（2009 年 8 月 8 日現在） 

本制度は、情報セキュリティ対策を組織的に行っているかどうかを、ISO27001

等の規格に基づき、審査機関により客観的に評価され、認証を受ける制度であ

り、マネジメントシステムの特徴の一つとして、PDCA サイクルと呼ばれる改善

のためのプロセスを備えている。 

しかしながら、警察庁生活安全局が、東証 1 部、2 部上場企業および店頭公

開企業を中心に行った調査で、情報セキュリティポリシーの策定状況に対する

設問に対して、ポリシーを策定済（62.0%）、策定中（16.0%）あるいは策定予定

（17.8%）と回答した企業が存在し、セキュリティ対策の取り組みを行っている

企業がほとんどであるのに、同調査にて発表された「情報セキュリティ対策実

施上の問題点」に関する設問の経年変化調査では、「費用対効果が見えない」「コ

ストがかかりすぎる」「どこまで行えばよいのか基準がわからない」といった、

セキュリティ対策に取り組んではみたが、対策と効果の妥当性を問題点として

あげている企業が経年で上位を占めているという結果となっている。 

 

これらの結果から、情報セキュリティ対策の必要性は十分に認識され、フレ

ームワーク策定は実施されたものの、セキュリティ対策を選択、実行するにあ

たって、対策の意義を理解することやセキュリティ意識の定着に課題があると

考えられる。課題点の改善提言にあたり、情報セキュリティ対策の選択を行う

際に実施されるリスクアセスメントからリスク管理の活動に焦点をあてる。 

本論文では ISMSフレームワークと ISO27001認証取得事業者の実態調査から、

リスクアセスメントに着目した背景を述べた後に、リスクアセスメントと対策

の効果を組織で共有するという観点から、成熟度モデルによる評価基準を採用

した施策の提案と試行後の考察について述べる。 
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2  ISMS 活動におけるリスクアセスメント 

 前述の通り、広く企業が採用している情報セキュリティ対策のフレームワー

クとして ISMS の概略とリスクアセスメントの関係を紹介する。 

2.1 ISMS のフレームワークとリスクアセスメント 

 ISMS は、本文要求事頄と網羅的な情報セキュリティ対策を実現するための 11

のカテゴリ、39 の管理目的、133 の詳細管理策で構成されている。この詳細管

理策は ISMS を採用する組織の事業特性により管理策の全てあるいは一部を採

用することができる。さらに、マネジメントシステムの運用には PDCA サイクル

による継続的な改善活動が必要となる。 

図 2-1 ISMS の PDCA サイクル 

情報セキュリティ対策の検討は Plan の工程で実施される。組織はリスクアセ

スメントの工程において、洗い出し後に台帳化された情報資産の特徴から価値

を評価した上で、脅威となる事象や脆弱性を評価することでリスクの程度を明

確にする。そして明らかになったリスク情報を基にしてリスクへの対応を検討

するというのが一般的な手項となる。 

 

 リスクアセスメントの手法は、事業の特性や組織が取り扱う情報資産に応じ

て、複数存在するリスク分析手法から最適なアプローチを選択する。特に利用

されているアプローチを以下に紹介する。 
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ベースライン法 

 トップダウン・アプローチ。脆弱性を有する活動を洗い出し、対象となる活動から重要な

情報資産を特定する 

 管理基準の観点で望ましい状態と現状のギャップを分析する 

詳細リスク分析 

 ボトムアップ・アプローチ。情報資産を洗い出し、重要な情報資産を特定した後に、脅威

と脆弱性を関連付けてリスク値を算出する 

 個々の資産の観点で脅威と脆弱性を評価し、リスク分析を行う 

組み合わせアプローチ 

 ベースライン法と詳細リスク分析を組み合わせる 

 組織内の重要度の高い資産をレベル分けした後に、影響度の高い資産を対象に詳細リスク

分析を行い、その他資産については、ベースライン法による網羅的なアプローチで補完す

る 

2.2 リスクマネジメント 

ISMS の確立においてリスクへの対応には、以下の４種類が存在する。 

リスクの低減 セキュリティ対策を実施してリスク値を下げる 

リスクの保有 リスクがあることを（経営層が）承知した上で運用する 

リスクの回避 関連する情報資産の保有を取りやめる（撤退する） 

リスクの移転 関連する事業上のリスクを他社に転嫁する、共有する 

図 2-2 ISMS のリスク対応 

新たな、あるいは追加のセキュリティ対策を ISMS の詳細管理策を参考にしな

がら適用することで、リスクに対応することは「低減」であり、実施された対

資産の明確化と評価

脆弱性・脅威の明確化

影響の評価（リスク見積り）

リスクのレーティング・ランキング

管理策の選択

残留リスクの承認

受容可能なリスクは
達成されたか？

開始

終了

リスクの低減

リスク分析
（リスクの特定）

リスク評価
（リスクの重大さを評価）

リスクアセスメント

リスク対忚の選択
（１）リスクを低減
（２）リスクを保有
（３）リスクを回避
（４）リスクを移転

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

リスクアセスメント：リスク分析とリスク評価の全プロセス

図 2-3 リスク低減のループ（管理策の適用）情報セキュリティのためのリスク分析・評価より  
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策によってリスクの変化を評価して、リスク対応を選択するプロセスを繰り返

す。 

 組織がリスク対応として低減を選択した場合に、どのようなセキュリティ対

策をどのくらい費用をかけて行えばいいのかが課題となる。この場合、セキュ

リティ対策の採用を選択した場合のリスク低減の選択として、国際コンソーシ

アム規格として発行されている労働安全衛生管理の規格である OHSAS

（Occupational Health and Safety Assesment）のリスク低減への対応が一部

参考になる。 

以下、OHSAS のリスク低減対応では a)～e)の選択が示されているが、掲載の項

に効果、費用が高いという特徴がある。 

a)  排除 危険、有害要因の除去 

b)  置き換え 危険、有害要因の、より低いものへの置換え 

c)  工学的な管理策 技術的、ハード対策 

d)  標識や警告及び又は人の指示等の管理策 人、マネジメント管理による対策 

e)  保護具 人身保護具 

図 2-4 OHSAS リスク低減の種類 

2.3 セキュリティ対策の有効性評価 

リスクを低減するために採用したセキュリティ対策が、当初策定した目標に

到達しているかを評価する有効性評価を日常の活動監視や内部監査などの工程

で実施することが ISMS の要求事頄の一つである。 

但し、有効性評価の手法や監視対象については、規格上の要求事頄や具体的

な手法が明確でないことから、評価を行う対象頄目や手法は、各組織が決定し

ている状況であり、組織によって実施レベルにバラつきが出ているのが実情で、

採用した管理策の全てに対して定量的、定性的測定を行う組織から、PDCA サイ

クルの工程のレベルで測定を行う企業まで様々である。 

このため、管理策の有効性評価を妥当なレベルで実施することは、前述のリ

スクアセスメントに加えて ISMS 運用組織にとって大きな課題になっていると

言える。 

2.4 ISMS 運用上の課題に関する調査 

 ここまで、ISMS のフレームワークに沿って、リスクアセスメントからセキュ

リティ対策の採用、採用した対策の有効性評価までの一連の工程を説明してき

た。情報セキュリティや組織のリスク評価に関わっていない場合は、馴染みの
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ない工程であろうし、具体的なセキュリティ対策を検討するにあたっても、ISMS

ではベストプラクティスは提供されるが、それぞれの組織に応じて対策を検討

するのは、組織自身である。 

 

(財)ニューメディア開発協会の委託で情報セキュリティ大学院大学内田研究室

が実施した ISO27001 認証取得事業者を対象としたアンケート調査によると、認

証取得後の運用で負担となっている作業として、「リスクアセスメントの見直

し」をあげている組織が多いという結果が出ている。（50.6%,  n=352, 複数選

択） 

 

 また、重点的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定があるものとして「管

理策の有効性評価手法の改善」（31.8%, n=352, 複数選択）が「一般社員への認

識・理解の強化」（62.5%, n=352, 複数選択）などの全体を対象とした啓発活動

に次いで高い値となっている。 

 

2.5 ISMS とリスクアセスメントの小括 

 本章で述べてきた通り、セキュリティ対策の検討と実施は、本来であれば

ISMS 活動の中でリスクアセスメントを開始点として組織のリスク管理方針に

基づき採用される。セキュリティ対策に取り組む組織が抱える「対策実施レベ

ルの妥当性」への疑問を引き起こす基となるのはリスクアセスメントとリスク

マネジメントの一連のリスク管理活動に課題があるのではないだろうか。 

 そこで、リスクアセスメントの工程において組織が必要とするセキュリティ

対策レベル評価の基準となるモノサシとして提案する成熟度モデルについて次

章で述べる。 

 

3 成熟度モデル 

情報セキュリティ対策への取り組み程度を客観的かつ継続的に評価する方策

として、段階型の値で等級付けが可能となる成熟度利用の可能性を考察する。 

セキュリティ対策の成熟度モデルの事例として CMMI と SP800-26 の２つの段

階モデルを紹介する。 

3.1 CMMI（Capability Maturity Model Integration） 

 成熟度モデルの適用例として古くから知られているのが、米国カーネギーメ

ロン大学ソフトウェア工学研究所で 1931 年に統計的品質管理の原理を用いて
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プロセス改善の研究から開発された CMM（Capability Maturity Model）である。  

さらに発展、統合された CMMI（Capability Maturity Model Integration）

モデルでは特にソフトウェア開発分野の 22 のプロセス領域に対して、達成ゴー

ルとプラクティスを定義して、其々のプロセス領域に対する成熟度を評価する

ことができる。 

CMMI は事業を改善するための、「人間」、「手項と手法」、「ツールと機器」と

いう三つの側面を結びつけるプロセスを重要視している。これは、システムや

成果物の品質は、それを開発し保守するために用いられるプロセスの品質によ

って大きく影響されるという考えによるもので、指標で示される頄目もプロセ

スの改善に焦点をあてている。 

 

レベル  状況 

１ 初期 場当たり的で、個人の能力と英雄的行動による 

２ 管理された 費用とスケジュールの基本的な管理が実行される 

３ 定義された 標準プロセスが確立されている 

４ 定量的に管理された プロセスの有効性を測定することができる 

５ 最適化している ビジネス上の目標に応じた最適化と改善がされる 

図 3-1 CMMI の段階指標 

この CMMIモデルを応用して、ITガバナンス能力を評価、測定するための COBIT

などの成熟度モデルが発行されている。また、国内における事例としては、複

数の企業により 2006年 4月から共同研究が開始された情報セキュリティ格付運

用があり、2008 年 5 月より株式会社アイ・エス・レーティング社が情報セキュ

リティ格付専門会社としてビジネスを開始している。 

 

3.2  NIST SP800-26 

NIST（米国標準技術局：National Institute of Standards and Technology）

は政府の IT 調達に関する様々な標準、ガイドラインを発行しているが、その中

で、情報セキュリティ対策に段階的なレベルを持つモデルとして SP800-26 が

2001 年 11 月に発行された。これは情報システムの担当者が、セキュリティ対
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策の実施レベルの把握と改善目標を立てるための自己評価のガイドとしての使

用が想定されていた。構成は、管理面、運用面、技術面の３つの視点で定義し

た 17 のコントロール領域、36 の重点頄目に対する 225 の質問頄目で構成され

ており、それぞれの頄目に対して 5 段階の成熟度指標で評価することができる。

評価方法は、評価対象とする情報システムに管理者が、質問頄目毎に実施状況

の段階を評価するという方式をとる。 

 指標で示される頄目は、本ガイドラインの目的に沿って、文書化、手項、管

理の状況などのシステムの運用を評価することに適した具体的な内容となって

いる。 

レベル 対策実施状況 

1  ポリシーが文書化されている  

2  ポリシーを実施する手順が文書化されている  

3  手順が実行、管理されている  

4  手順とコントロールがテストされ見直されている  

5  手順とコントロールが完全に統合されている  

図 3-2 SP800-26 の段階指標 

また、NIST からは SP800-26 の自己アセスメントガイドに基づいてセキュリ

ティ対策の実施状況を定量評価し、有効性を評価するための指標として、

SP800-55（情報セキュリティパフォーマンス測定ガイド）にてセキュリティメ

トリクスが提起されており、SP800-26 のコントロール頄目に対して実施状況を

定量的に評価する実施証拠や計算式、指標が例示されている。 

なお、情報システムの重要レベルに応じて対策の指標を示した文書として、

SP800-53（連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策）が 2007

年 12 月に発行された。本書では、低、中、高のシステムの重要度の観点から推

奨管理策が予め提示され、自己評価を実施することが推奨されており、その結

果 SP800-26 は廃止文書となったが、本論文では管理策に対して段階的な成熟度

を評価し測定指標と紐づいたガイドラインの例として SP800-26 を取り上げて

いる。 

3.3 成熟度モデル事例の小括 

段階型の評価を行う 2 つの成熟度モデルの事例を紹介した。成熟度段階のセ
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キュリティ対策への応用の観点からそれぞれの特徴を考察する。 

CMMI の指標は、プロセス領域定義と評価を行うための数多くのプラクティス

とプロセス間の連携など、専門スキルを持つ評価者による評価が求められる点

から、施策として利用するには、評価をする側、される側共相応の準備が必要

であるが、組織としての活動段階を評価することに適した段階モデルとしては

レベル毎の到達点は有用である。一方で、SP800-26 の示す指標は、自己評価と

いう興味深い特徴を持っているが、個々の情報システムを対象としており、詳

細リスク分析によるシステム対策の実施状況をスナップショットで評価するこ

とに適しているのではないかと考える。 

そこで、組織としての活動であるリスクアセスメントから検討されるセキュ

リティ対策の段階評価の施策として CMMI 指標の表現部分を採用する。 
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4 成熟度を用いたリスク評価手法の検討 

これまで紹介してきた、情報セキュリティ対策の運用において重要な位置を

占めるリスク評価に成熟度の指標を組み合わせることにより、組織が求める管

理策の運用につながるのではないかと考える。 

4.1 セキュリティ成熟度指標 

本モデルでは、CMMI の成熟度指標を基に 5 段階の成熟度を設定する。レベル

は組織としての取り組みが達成されるに従って評価する。 

 段階 管理策実施の状況 採用のポイント 

－ 存在しない 
管理策の対象となる資産、活動が適用範囲

内に存在しない  

 

１ 初期段階 

・非公式かつアドホックな活動により管理

策が運用される  

・都度の関係者合意やエスカレーションに

よる対応検討を行う  

・管理策が要求される事象の発生頻

度が低い  

・全体業務における影響が少ない  

２ 
管理されている

段階 

・管理策実施の主体（担当部署、責任者）

が明らかになっている  

・管理策実施の記録（経緯）が取得されて

いる  

・管理策が要求される事象の発生頻

度は中程度  

・実施状況を必要に応じて記録で確

認する  

３ 
活用されている

段階 

・管理策実施のプロセスが文書化されてい

る 

・管理策が全体に理解されている。または

そのための対策がとられている  

・管理策が要求される事象は日常的

に発生  

・実施時、同一の手順が要求される  

４ 効果が測定され

ている段階  

・管理策実施の効果が予め策定された基準

に基づき測定されている  

・管理策実施が事業の継続に影響を

与える  

・基準やガイドラインで評価が義務

づけられている  

５ 最適化されてい

る段階  

・管理策が他管理策のプロセスと連動（自

動化）している  

・管理策実施結果の分析により業務改善に

つながる 

・管理策実施が事業の継続に大きな

影響を与える  

・業務改善（コスト、サービス品質）

が事業の発展に寄与する  

図 4-1 リスク評価の成熟度モデル 
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4.2 成熟度レベルギャップ分析と結果の可視化 

 分析の対象とする管理基準は、2.1 で紹介したセキュリティ対策において網

羅的な頄目である ISMS の 133 の詳細管理策を使用して、管理策毎に成熟度ギャ

ップ分析を実施する。 

 その際、ギャップ分析の実施結果を記録する。資産

や事業特性から望ましい成熟度レベルと現状のレベル

を併記することで、ギャップの可視化を試みる。可視

化することで、ギャップの大きさに応じて優先的に取

り組む必要がある頄目を一目で確認することができる。

反対に過剰に対応を行っている頄目に気づくことが可

能となる。 

 

5 施策の適用と考察 

 本施策の有効性を評価するために、規模と資産タイプが異なる ISO27001 認証

取得後の継続的な活動に取り組んでいる２つの組織を対象として施策の評価を

実施した。 

5.1 施策評価実施手項 

本施策は ISMS の PDCA サイクルに組み込むことを想定して、以下の手項で行っ

た。 

 ① 管理策リスク評価への成熟度採用（Plan） 

  セキュリティ運営組織が、ベースラインアプローチのギャップ分析の要領

で、ISMS の詳細管理策それぞれに対して事業の特性と取り扱い資産の重要度の

観点から望ましい成熟度と現状の達成状況を自己評価する。 

成熟度レベル４以上の高い成熟度が要求される管理策に対して SP800-55

の測定指標を参考にした定量評価を計画あるいは実施する。 

 ② 内部監査での運用状況監査（Check） 

  監査活動において①で作成された記録を確認し、運営組織により評価され

た成熟度レベルと有効性評価の記録を監査する。 

 ③ マネジメントレビューへのインプットから見直し是正（Action） 

  セキュリティ運営組織は、評価状況を経営層へのインプットとして使用す

る。 

◎＝望ましいレベル 

○＝現状のレベル 

図 4-2 評価例 
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5.2 施策適用の効果と課題 

 前記手項を基にして施策を試行した。結果のサマリを以下に記す。 

A 組織 

適用範囲 企業ユーザのサポート業務部門 約 30 名 

資産の特徴 検証用サーバ、顧客（企業）DB、クライアント PC、技術情報等 

推進組織 兼任担当者 2 名 

内部監査 本社情報システム部門担当者（個人情報保護管理責任者） 

備考 エンジニアは外出先からモバイル環境にて社内システムにアクセスする  

実施概要 

・推進組織担当者による詳細管理策の要求成熟度評価 

・内部監査担当者による評価確認と定量評価項目の記録確認 

・経営層への情報インプット 

結果 

・限定された業務範囲であることからも、全般的に中程度の自己評価 

・成熟度の自己評価の妥当性は、専門知識を持つ内部監査人が修正 

・顧客 DB へのアクセスと運用に関する管理策を中心にレベル 4 以上の評価を採用し、現状とのギャッ

プが存在する管理策に対して、リスク対応計画を策定し、未実施であった有効性測定を計画  

 

B 組織 

適用範囲 流通企業の情報処理業務 約 90 名 

資産の特徴 サーバシステム、カード情報、顧客（個人）情報、クライアント PC、運用手順書等 

推進組織 兼任担当者 4 名 

内部監査 本社情報システム部門、総務部門 

備考 Ｐマーク、PCI-DSS 等への対応が求められる、システムの停止がカード決済等に影響

する 

実施概要 

・推進組織責任者による詳細管理策の要求成熟度評価 

・監査、経営層への報告を含む運用の評価 

結果 

・取扱情報の特徴から、全般的に高いレベルの自己評価 

・管理策の中で、自組織と他組織（本社部門等）の責任分担を明確にし、レベル 4 以上の管理項目を評

価し定量評価の監視、記録対象とした。3 以下の項目は監査等の定性評価対象 

・複数の現存しない（許可されていない）運用を対象とした管理策は 3 以下を適用 
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自己評価レベルの妥当性については、今回の試行が初回であることもあり継続

することで、より洗練されていくものと思われるが、上記の試行結果から、共

通した 2 つの効果を確認することができた。 

 

① 事業特性から高い成熟度が求められる管理策の明確化 

事業の継続に影響のある、業務上高いリスクを持ち重点的な対応を考慮する必

要がある頄目を網羅的な 133 の管理策を通して確認することができた。逆に、

現業務上の要求が高くないにも関わらず過剰な対策を実施している頄目が明ら

かになった。成熟度の分布などを用いて経営層や部門責任者との情報の共有を

行った。 

 

② 有効性評価の改善 

定量評価の測定指標を用いたことで、定性的な評価となる傾向が強く、形骸化

の恐れがあった有効性評価手法を改善することができた。 

 

 一方で、課題として詳細管理策の視点から評価をした場合、評価者によって

は異なる成熟度を選択する可能性があることが判明した。これは、一つの管理

策でも評価者が複数存在する場合、情報システムや業務プロセスなど、異なる

対象を想定して評価を行ってしまう可能性があるためで、施行の段階では評価

の際に対象としたシステムやプロセスを明記して作業を継続した。また、内部

監査担当者がリスク評価に関する力量が不十分であった場合は、セキュリティ

運営組織が評価した成熟度レベルの妥当性について適切な助言を与えることが

できない懸念があるなど、実効性を向上させるには評価手法に改善を施す必要

があることが判明した。 

5.3 成熟度評価施策の改善 

 セキュリティ対策の実施状況を成熟度という数値を用いて明確にするという

点については、一定の効果を得ることができたと考えられるが、より実効性と

継続性を確実にするためには、試行により明らかになった点の解決策を検討す

る必要がある。 

 評価者となる運営組織や内部監査担当者の負荷を考慮して ISMSの 133の詳細

管理策を基準として評価を試みたが、管理策に対して複数のレベルの資産やプ

ロセスが存在することを考慮して、組み合わせアプローチを用いたリスク分析

を行うことの検討も必要であろう。 
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具体的には、業務定義書により事業上の影響度合いを評価し、重要な業務プ

ロセスに対しては、システム監査でも利用されるウォークスルー方式により一

連の業務のスタートからエンドまでをプロセスフローを一つの構成単位として、

そのプロセスを構成する情報システム、サービスやインプット、アウトプット

などの成果物を洗い出す。その上で管理目的あるいは管理策の単位で該当する

頄目の成熟度を評価する。 

ベースラインを用いた評価より工数はかかることになるが、業務とセキュリ

ティ対策の関連性が明確になることで、重要であると組織が評価したプロセス

へのセキュリティ対策の実施を確実に行うことができる。また、業務定義書や

業務プロセスフロー等の文書は組織によっては、内部統制や業務マニュアルな

どの目的で既に作成済の企業もあるであろうし、仮に本施策の実施の途中成果

物として作成された場合にも、教育や業務改善などに利用することができると

考える。
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おわりに 

 本論文では、情報セキュリティ対策に取り組んでいる組織が問題点として捉

えているセキュリティ対策実施レベルの妥当性を組織内の関係者が評価、共有

するための施策として、リスクアセスメントにおける成熟度指標の採用につい

て施策の実施結果を交えて述べてきた。 

施策により、網羅的な管理策に対して事業上に望まれる成熟度レベルを可視

化することは、組織の現状を把握するという点では一定の効果があったと考え

るが、さらに組織内部でリスクを共有し、セキュリティ対策の意義を関係者一

同が承知して業務活動を進めるには、内部監査を含む組織内関係者の自己評価

の在り方も組織のセキュリティ意識を向上しセキュリティ文化を形成するには

有効であろう。 

そのためには、今後も改善施策案の評価と継続的なモニタリングを進めるこ

とでリスク管理工程の実効性と品質を向上することが必要であると考える。 
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１ はじめに 

 数年前、Winny による情報漏洩がメディアで報じられて以降、官公庁、一

般企業、個人を問わず、情報セキュリティに関する関心は高まってきている

と感じる。しかしながら、これらの情報セキュリティに関するトラブルは、

依然として跡を絶たないのも事実である。このようなニュースが報じられる

度に、情報セキュリティに関する教育の必要性とその効果について考えさせ

られる。 

 そこで、本論文では、まず情報社会と情報教育の変化について考える。次

に、これだけ情報セキュリティが重要視されているにも関わらず、情報セキ

ュリティに関する問題がなくならないのかについての考察を行い、最後にこ

れからの情報セキュリティ教育のあり方について述べる。 

  

２ 情報社会と情報教育の変化 

 15 年ほど前から、小中学校においても、 CAI(Computer Assisted 

Instruction)が導入され始め、情報教育というものが一般的に実施されるよ

うになり、同時に誰もがコンピュータに触れるような時代へと変わり始めた。  

しかしながら、例えば、コンピュータウイルスといった単語は、聞いたこ

とがある程度で、実際の脅威というものを感じることは殆どなかった。パソ

コンは、便利な道具として認識されており、教育の内容は、アプリケーショ

ンソフトウエアの使い方が主体であり、それで十分であったと考えられる。 

 しかし、時代は、パソコン通信、そしてインターネットの普及と移り変わ

り、莫大な情報が、世界中のあらゆる利用者によって、やりとりされるよう

になった。このインターネットに代表されるコンピュータネットワークは、

大きな可能性を我々一般ユーザにも与えてくれた一方で、多大なリスクをも

もたらすものになってきた。 

  

３ 情報セキュリティ教育の問題点 

 近年、情報セキュリティに関する教育を行っていない企業や官公庁はない

であろう。特に、情報漏洩については、その影響を考慮し、強く教育指導さ

れているように感じる。しかしながら、冒頭に述べたとおり、情報漏洩事案

の報道は跡を絶たないのが現実である。 

 そこで、本頄では、教育を行っているにも関わらず、何故、情報セキュリ

ティインシデントが無くならないのかについて述べる。情報インシデントに

は、多くの種類があるが、ここでは、特に、情報漏洩を例に挙げ、見解を述
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べる。 

(1) 情報漏洩がなくならない理由 

 多くの組織が、情報漏洩を防止するため様々な対策を取っているにも関

わらず、情報漏洩はなかなか無くならない。もちろん、攻撃者などによる

攻撃手法の多様化、巧妙化も理由の一つとして挙げられるが、これが主要

因として報じられている情報漏洩事案はあまり耳にしないことから、情報

漏洩が無くならないのは新たな手法によるものではないものが殆どという

ことになる。ではなぜ、情報漏洩事案は無くならないのであろうか。この

理由のひとつには、技術による防止策に限界があるからだと考える。可搬

記憶媒体へのアクセス制御のような技術による情報漏洩の防止は、誤操作

などによるインシデントを阻止するには、非常に有効であるが、作為的な

漏洩を防ぐには限界がある。ここでいう作為的な漏洩とは、情報を故意に

漏らす為の行為によるものではなく、「仕事の続きは自宅でやろう」といっ

たような悪意のない行為の結果、何らかの事故により起きてしまったもの

である。このような事態を阻止するためにも教育が重要である。 

(2) 情報セキュリティインシデント阻止の困難さ 

 情報漏洩を防止するための対策や、実際に阻止することを困難にする理

由として、いくつかのパラドックスの存在がある。 

 一例を挙げると、便利さや使いやすさを追求すればするほど、セキュリ

ティが犠牲になるということである。 

 具体的な例を挙げると、所謂、クラウドコンピューティングといったサ

ービスは、最低限のシステムを持ち歩くだけで、インターネット環境を利

用し、所望のサービスを受けることができる。同時に、データなどを持ち

歩く必要が無く、一元的な管理ができるため、一見セキュリティ面でも良

いように感じる。しかしながら、一方で、これらはコンテンツを「他人」

に預けることや、外部から接続をするといった面でそのセキュリティにつ

いては不安要素がでてくる。 

 他にも、一般的な家庭においても、インターネットは、定額常時接続が

主流となってきている。1 日中パソコンは起動したままというユーザも尐

なくはないであろう。常時接続されていると言うことは、便利な反面、危

険に面している時間が長くなっていることになる。このように便利さを追

求すると、どうしてもセキュリティが犠牲になるケースが尐なくない。 

 このように、便利性を求めることと、セキュリティを充実させることに

は多くのパラドックスが存在することになる。 
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(3) 目標の不明確さ 

 教育を困難にしている原因として、到達目標の不明確さが挙げられる。

これは、教育者も被教育者も、どの内容をどれだけ知っている必要がある

のかということが不明確であるからである。勿論、これは所属する組織に

よっても、求められるものが異なってくるが、一般的に明確化されたもの

がないように感じる。教育目標、或いは修得目標が明確でなければ、当然

教育内容も不明確になってしまい、教育効果の向上は期待できない。 

(4) 組織での立場と知識レベルの不一致 

 セキュリティに関する知識、特に技術的な面においては、管理職につい

ている職員（例えば経営者や幹部といった役職員）の方が部下より詳しい

といった公式が当てはまらないことが多い。これには、色々な要因が考え

られ、考え方によっては仕方のない面もあると思うが、結果として、肝心

の管理職に付いている職員がセキュリティの重要性について理解していな

いということになっている。 

 情報セキュリティのレベルを向上させるには、組織全体で意識をしてい

くことが重要であると考える。 

 

４ 情報セキュリティ教育のあり方 

 情報セキュリティ教育というと、頭に浮かんでくるのは、ウイルスやマル

ウエア、個人情報保護法、Winny といったキーワードである。実際、筆者が

これまで受けてきた情報セキュリティ教育でも、これらのキーワードは必ず

といって良いほど目にする。しかし、これらのキーワードの捕らえ方や理解

の範囲は、被教育者それぞれで異なってきている様に感じる。これは、様々

な素養をもった職員が多数いるような組織においては当たり前のことであ

り、必ずしも悪いこととはいえない。教育を行う上では、キーワードはもち

ろんであるが、それぞれのキーワードに対する理解の仕方が重要になってく

るのではないだろうか。よく挙げられる例で考えると、「Winny の類のファイ

ル共有ソフトウエアは使うな」と教えられた際に、ただ「使ってはいけない」

ということだけを覚えておけば良いのか、ソフトウエアの仕組みや挙動まで

理解しておかなければならないのかは、それぞれの立場や保有している知識、

興味などで差異が生じてくる。ただ、共通することは「Winny は使うことを

勧められていない」という事実だけである。このような「差異」を認識し、

被教育者の立場やスキルに合った教育を行うことが重要になってくる。 
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(1) 効果的な教育方法と教育内容 

 効果的に情報セキュリティ教育を行うには、先ずは、被教育者に合った

教育を行うことが重要である。しかしながら、一般的な組織において、教

育者がマンツーマンで教育を行うのは非効率的であり、その組織のメンバ

ー全員に同じレベルの知識・技術を保持させることは、現実的にはかなり

困難である。したがって、組織を何らかの要素、例えば、年齢、部署、役

職といった要素でグループ分けを行い、そのグループに応じた教育内容や

方法を考えなければならない。 

 一言にグループ分けといっても、どの要素を用いてグループ分けを行う

かが、セキュリティ教育を考える上でとても重要になってくる。 

 教育内容に視点を置いて考えると、大きく 2 分野の教育が必要であると

考える。ひとつ目は、技術的な内容に関する教育である。これは、例えば、

ウイルスの感染経路であったり、ファイル共有ソフトウエアの仕組みやそ

の危険性などがである。二つめは、服務的な内容に関する教育である。こ

れは、例えば、情報漏洩が起きてしまった際のリスクであったり、コンテ

ンツを持ち出さないように意識を持たせることである。著者の考えでは、

前者よりも後者が重要であると考える。これは、先にも述べたとおり、近

年報道されてる情報漏洩事案の発生の状況をみると、その多くが、情報を

流出させることが目的ではないことからである。つまり、情報漏洩を防止

する上で重要なのは、利用者ひとりひとりの意識によるところが大きいと

考えるからである。 

(2) 教育の単位とグループ化 

 これまで述べた内容を踏まえ、教育効果を効率的に発揮できる手法につ

いて考える。 

 まず、教育のグループ分けであるが、やはり教育内容を 2 分したように、

グループ分けについても大きく 2 つの頄目について分ける必要がある。 

 まず、組織での立場・役職によりグループ化する必要がある。これは、

例えば、管理職についている職員には、その他の職につく職員と同様の個

人レベルでの教育に加え、管理者としてどのように部下を指導・監督して

いくかといった内容や、インシデント発生時の対処要領等について指揮で

きる必要があるからである。 

 一方で、管理職についている全ての職員が、情報インシデントを技術的

に理解するのは困難であり、このような内容については、システムの管理

者が理解をしておき、インシデント発生時等には、管理職の職員にアドバ
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イスをする形で対処をすることができるからである。つまり、ふたつ目の

グループ分けの要素は、実行上のシステム管理組織である。 

(3) 効率的な教育方法 

 前号で述べた点に着目すると、大きく、「管理職・一般ユーザ」、「管理職・

システム管理者」、「一般職員・一般ユーザ」、「一般職員・システム管理者」

といった 4 つのグループのどれかに属することになる。 まず、全体に共

通の内容については、近年一般的になりつつある WBT(Web Based Training)

の活用が効率的であると考える。これは、Web 上に教育用のコンテンツを

準備しておき、被教育者が自分の都合に合わせて、好きな場所で教育を受

けることができるため、非常に効果的であると考えられる。特に、基本的

かつ全グループに共通の内容を教育するには有効であると考える。  

 一方で、システム管理者や管理職にある職員への教育はこれでは十分と

いえない。業務の内容により必要な知識やレベルが異なってくるためであ

る。このような人たちには、WBT を活用した共通の教育に加え、その役職

や業務内容等に応じた、より詳しい内容の教育が必要となってくる。 

 特に技術面の知識を必要とする、システム管理者等に当たる職員に対し

ては、常に最新の情報を教育していく必要があり、その手法にも工夫が必

要になってくる。一例としては、セキュリティ製品を開発しているメーカ

やセキュリティを専門に扱っている組織への教育委託や、講師を招いての

教育などが効果的であると考える。 

 管理職員については、一般ユーザからの質問に対しては技術面において

もある程度は回答ができることも必要であるが、マネージメント面により

重点をおいた教育が別に必要になってくる。 

 このようにグループ分けを行い、それぞれのグループのメンバーに対し、

必要な時期に、必要な内容の教育を行うことが効率的な教育方法であると

いえるのではないだろうか。 

  

５ 人材を育成するための教育 

 教育において、もうひとつ重要な点がある。それは、人材の育成である。

組織全体のセキュリティを向上させるためには、情報セキュリティを担う人

材が必要不可欠であり、その数も組織の規模や求めるセキュリティレベルに

相応の人数が必要となる。しかしながら、はじめから十分なスキルを保持し

た人材の十分な数の確保は困難であるため、組織が人材を育て上げる必要が

ある。同時に、組織のメンバーひとりひとりのスキルの底上げも必要不可欠
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なのではないだろうか。 

 このような人材を育成するためには、ルーチン的な教育だけでは不足とい

うのは言うまでもない。先ずは、有望な人材を見つけ出し、よりレベルが高

く質の良い教育を受けさせていく必要がある。 

 そのためには、管理職にある職員に対しては、人材の確保・育成に関する

知識も向上させる必要がある。 

 

６ 教育効果の確認 

企業の品質管理や生産管理において PDSA サイクルという管理サイクルが 

よく取り上げられるが、これは、セキュリティ対策や教育においても同様に

適用できると考える。つまり、Plan：教育計画を作成し、Do：教育を行う。

Study：被教育者が必要なレベルに達したか確認を行い、Act：その結果を新

たな計画へフィードバックする、といった流れである。 

このサイクルが効果を発揮するには、S の段階での評価が重要になってく 

る。その指標として以下に挙げる 2 つの方法を提案する。 

(1) 資格制度の導入 

  個人の教育の効果を計る手段として、既に存在する資格制度の利用や、

組織独自の資格制度の導入などが効果的なのではないだろうか。既存の者

としては IPA スキルマップや情報処理技術者試験制度の活用が挙げられる。

IPA スキルマップとは、情報セキュリティにたずさわる人材に求められる

技術・知識をまとめ、スキルを技術要素の集合として定義し、各要素につ

いてそのレベルを捉えることによりスキルの定量化・可視化を行うもの[1]

であり、情報処理技術者試験制度と併せ、これらは、教育の成果を確認す

るだけでなく、個人の到達目標やセキュリティ専門家の人材育成の目標と

しても利用できる。 

  これらを活用し、例えば、役職員別の各頄目における修得レベルを設定

したり、独自の資格制度を設定することで、役職員の意識の向上や到達目

標の明確化ができ、この資格の取得を目標とした勉強が結果として効果的

なセキュリティ教育になってくるのではないかと考える。 

(2) 情報セキュリティ対策ベンチマークの活用 

  情報セキュリティ対策ベンチマークとは、情報処理推進機構（IPA）が

2005 年以降公開しているシステムであり、ウェブページ上の質問に回答す

ることで、組織の情報セキュリティへの取組状況を簡便に自己評価するこ

とが可能なシステムである。同時に、何千件もの実データに基づき、望ま
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れる水準や他社の対策状況と自社の対策状況を比較することもでき、推奨

される取り組みについても知ることができる[2]。 

  このシステムを使うことで、経営者や管理職にある職員等が、情報シス

テムに関して専門的知識が十分ではなくとも、的確に現在の状況や問題点

を知ることができ、以降のセキュリティマネージメントや、教育方針等に

反映できる。 

  また、同時にこの質問に取り組むこと自体が、セキュリティーに対する

意識の向上や教育の一部となり得るのではないかと考える。 

  同様の自己診断システムとして、NPO 日本ネットワークセキュリティ協

会が、情報セキュリティ理解度セルフチェック[3]というシステムを公開し

ている。これは、IPA の情報セキュリティベンチマークとは異なり、個人

向けに作成されているものであり、管理者機能付きの情報セキュリティ理

解度チェックというシステムもある。このセルフチェックを全職員等に受

けさせ、その結果を教育時のグループ分けや教育内容の選定に活用するこ

とで、より効率的かつ効果的な教育ができると考える。 

 

７ おわりに 

 情報セキュリティに対する脅威は、複雑化、多様化を続けており、目まぐ

るしい速度で変化をしている。一個人がこれに対処していくことは困難なた

め、最低限の知識を教育し、共有した上で、組織として情報セキュリティの

重要性を認識し、向上心をもって取り組んでいくことが重要であると考える。 

 また、今回は、一般企業や官公庁といった組織を念頭において、情報セキ

ュリティ教育のあり方について考えた。しかしながら、被害や損害の大小に

は差がでてくるものの、一般家庭においても脅威が存在するという事実は同

じであり、基本的な情報セキュリティ教育は、学校教育の中に含めていくべ

きであると考える。 

 いずれにしても、技術的な面については、一般の人には非常に難しい内容

であるうえ、技術面での情報セキュリティインシデントの阻止には限界があ

る。従って、全体として、重点を置かなければならない教育頄目は、心構え

などといった服務的な内容ではないだろうか。そして、こういった教育は、

定期的かつ継続的に行われ、その成果の確認と次の教育へのフィードバック

が重要になってくるのではないだろうか。 
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