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発刊にあたって  

 

公益財団法人防衛基盤整備協会は、公益目的事業の一環として、多く

の皆様に対し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解を深

めていただくために各種の事業を行っております。この情報セキュリテ

ィに関する懸賞論文を募集するという事業は、多くの方から情報セキュ

リティに関する論文を応募していただくことを通して情報セキュリテ

ィ意識を高めるとともに、優秀な作品を表彰し発表する事により、多く

の皆様に情報セキュリティに対する知識を広め、理解を深めていただく

ことを目的として実施いたしており、今回で７回目を迎えました。 

いまやインターネットは経済活動や社会生活において必要不可欠で

あり、老若男女を問わず、多くの方々が利活用しています。しかしその

反面、セキュリティ上の脅威も増大し、より巧妙化、高度化、そして多

様化したサイバー攻撃による被害や情報漏えい事故の話題がテレビや

新聞に日々取り上げられ、さらに、携帯やスマートフォンの普及に伴い、

個人ユーザーのインターネットモラルが問われています。このような情

報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティ対策をどのように

進めるか、どのように考えていくべきなのか、について事例や取り組み

の手法、提案、考察又は創造性に富んだアイデアや提言について募集し、

優秀な四本の論文を選考いたしました。  

この懸賞論文の選考は、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の厳正な審査により優れた論文であると答申

を受けたもので、四本の作品を表彰するとともに受賞作品を小冊子にま

とめ発表することといたしました。  

受賞作品は、読み手が理解を深め意識を高められる解り易い内容と思

います。本小冊子が情報セキュリティに対する知識を広め、理解を深め

ていただくことに役立てていただければ幸いです。  

 

平成２６年１１月  

公益財団法人 防衛基盤整備協会  

理事長  宇  田  川   新  一  
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論文選考にあたって  

 

 インターネットが私たちの身近なものになり、いまでは多くの人がそ

の多彩なサービスを日常的に利用しています。さらに、情報通信技術の

急激な発展に伴い、経済活動や社会生活を営む上でインターネットは必

要不可欠なものとなっています。しかし、年を追うごとにセキュリティ

上の脅威も増大し、脅威を受ける対象は攻撃者の意図や狙いによって異

なり、攻撃手法も巧妙化、高度化、そして多様化してきています。  

 このような状況のなか、公益財団法人 防衛基盤整備協会は公益目的

事業の一環として、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」を募集し、優秀な作品を表彰し発表す

る事業を企画し、私どもが審査いたしました。  

作品の選考に当たっては、多くの方に情報セキュリティに対する知識

を広め、理解を深めていただくことを目的として、読み手がそれぞれの

テーマについて具体的かつ解り易い内容の論文で、新鮮度、実証度また

は実現可能度、具体度、影響度などの審査基準により審査を行い、最終

的に四本の作品を選考いたしました。  

最優秀賞の藤巻氏の作品は、子どものインターネットモラル意識向上

のため、学校と地域、家庭が連携した実効性のあるＩＴセキュリティ教

育の普及啓発活動の取り組みを提案し、社会に与える影響度も高い論文

として評価したものです。佳作（情報セキュリティ意識向上賞）の松尾

氏の作品は、データが消失した場合についてどこまで損害が填補される

かについて判例を通じリスク分析を行い、バックアップの重要性につい

て警鐘を鳴らすものであり、企業の事業継続力の向上だけでなく一般ユ

ーザに対しても情報セキュリティ意識向上への啓発が期待できる論文

であることを評価したものです。佳作（標的型攻撃リスク対策賞）の石

井氏の作品は、標的型攻撃対策として、リスク分析ツールやリスクコミ

ュニケーションを用いた最適な対策案の組合せの算出について提案し、

今後サイバー攻撃全般に対する対策のための更なる支援ツールの開発

が期待できる論文であることを評価したものです。佳作（インターネッ

トモラル向上対策賞）の保福氏の作品は、インターネットモラルを利用

者個々の責任ととらえ、そのために必要な情報セキュリティの安全に関

する知識は受動的に学ぶだけでなく、能動的に考え発信していくことを

提案したもので、情報化社会でのデジタルネイティブ世代に対してモラ

ル向上への啓発が期待できる論文であることを評価したものです。  

 いずれも優れた論文であり、情報セキュリティ意識の向上に寄与する

ことを願っております。  

平成２６年１１月  

情報セキュリティ論文選考等委員会  

委員長 田 中 俊 二
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1. はじめに  

近年携帯電話やスマートフォンの急激な普及に伴い、SNS などのコミュ

ニティツールを利用したサイバー犯罪も一気に増加し、子どもたちがト

ラブルに巻き込まれることが多発している。子どもたちが被害者にも加

害者にもならないためには、学校での指導はもちろん家庭での教育の徹

底、更には地域と連携しながら子供たちに正しいインターネットモラル

を教えていく体制が必要となる。そこで、子どものインターネットモラ

ル意識を向上させる方法について、筆者も一部関わってきた居住近隣地

域における啓発活動と情報科教諭として勤務校で行った実践結果を通

して考察し、今後必要とされる取組について述べていく。  

 

2. 普及啓発活動の活性化  

内閣官房セキュリティセンターの「新・情報セキュリティ普及啓発プロ

グラム」 [1]によると、今後の具体的な取組として、『地域による情報セ

キュリティの普及啓発活動を推進する』という方針を示した。特に『地

域の中で情報セキュリティに関心があり周囲にそれらを伝えようとす

る意識を持った者を情報セキュリティサポータとして認定し、その活動

を支援する取組を通じて地域における普及啓発を促進し安全・安心な IT

利活用を推進する』としている。また文部科学省も、地域スポーツの指

導者などが教員に代わって生徒を教える部活動指導員など学校活動を

担う外部人材を増員する方針を決めた [2]。したがって今後学校が、ボラ

ンティアや NPO 等の外部人材の派遣を依頼し活用する機会が増える事

になる。  

実際のところ、子どもが携帯電話やインターネットを利用する際のルー

ル作りやフィルタリングの重要性を保護者に対して啓発する目的で、数

年前より外部人材を活用している小中学校も多数みられる。  

以下、筆者も関わった東京都の啓発活動について示す。  

2-1 東京都の e ルール講座  

東京都と心の東京革命推進協議会 (青少年育成協会 )では、子供たちを携

帯電話やインターネットに関わるトラブルから守るためには親子で話

し合いながら家庭でルールをつくることが大切であるという方針で、

「家庭でのルール作り」を各家庭で実践できるように「ファミリ e ルー

ル講座」を実施している。冊子『ファミリ e ルール』に掲載している事
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例について参加者同士で意見を出しあいながら、家庭でのルール作りを

学ぶグループワーク形式の講座であり、依頼のあった学校等へ直接出向

いて実施される[3]。保護者を 5～8 人位のグループに編成し様々な事例

についてグループの進行役となるファシリテーターを中心に、お互いの

考え方を話し合う。講座全体の進行とファシリテーターは e メディアリ

ーダーが務めることになる。東京都の場合、e メディアリーダーは企業・

NPO 等での活動経験者を中心に公募され、  2 日間の養成講座・実地研

修を修了することで認定される。筆者も東京都 e メディアリーダーとし

て認定されており、居住地近隣で行われた「ファミリ e ルール講座」に

おいてファシリテーターを務めた。  

以下その講座内容を簡単に示す。  

 2010 年 10 月 S 小学校 [出席者 ]保護者 7 人  

取り扱った事例[4] 

『クラスメートが最新の携帯電話に買い替えたことを知った A 子さん

は、自分が使っている携帯電話も最新のものに替えて欲しいとお母さん

にお願いしました。お母さんは、自分の携帯電話よりも A 子さんの携帯

電話の方が新しいので、買い替えるつもりはありませんでしたが、「友

だちはみんな新しいケータイを持っている。」と言われ、考えてしまい

ました。』  

この事例の問題点について、グループワークで話し合うという内容であ

る。小学校低学年保護者 7 人が参加した。丁度携帯電話を初めて買い与

える事が想定されるため、親としての心構えや子供への危険性を説明す

る仕方等のロールプレイングを中心に行なわれた。  

 2012 年 10 月 K 中学校 [出席者 ]保護者 15 人  

取り扱った事例[5] 

『新しく携帯電話を買ってもらった女の子が、自分用の携帯電話で友達

と熱心にメールのやりとりをするようになりました。仲の良い友達との

会話の中で、いつも冗談半分で「バッカじゃないの」と言っています。

ある時、普段あまり話をしない別の友達へのメールへ、いつものやりと

りと同じように軽い気持ちで「バッカじゃないの」と書いて送信しまし

た。この友達はこのメールに対して大変腹をたて、二人はそれ以来、口

をきかなくなってしまいました。』  
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この事例の問題点について、グループワークで話し合うという内容であ

る。中学生ということもあり、メールでの友人とのトラブルについての

テーマだったが、子どもが事例と類似なトラブルに遭遇したことがある

参加者もいて、具体的な意見が多数出た。他にもフィルタリングのブラ

ックリストへの登録方法に関する質問や、通信会社側も R 指定するなど

の対応をして欲しいとの要望があった。  

 2013 年 11 月 I 中学校  [出席者 ] 保護者・教員 15 人  

上記と同様の事例を取り扱った。LINE を始めとする SNS に関連した事

件などが多発しているということで、サイバー犯罪に関する具体的な対

策等も話題になった。特に架空請求メールに対しては無視して大丈夫で

あると話をしたが、実際に『登録完了！あなたの IP アドレスは○○…』

と表示されると、個人情報が登録されたと思い込むのは仕方がないとい

った意見が出された。今後はネットワークの仕組みなどを含めた技術的

内容に踏み込む必要があると感じた。  

2-2 現在の普及啓発活動の課題  

「ファミリ e ルール講座」では、参加者全員がグループワークで積極的

に意見交換している姿や意見の内容から、参加した保護者の関心の高さ

がうかがえ講座の内容も大変参考になったとの感想が多数あった。また

「ファミリ e ルール講座」の開催状況や今後の予定を見ると、都内全域

でほぼ毎週数回ずつ都内の小中学校等を中心に行われている。更に埼玉

県など関東近県でも同様な活動が行われており、こういった活動は確実

に定着し成果を挙げていることが分かる。ここで実際の活動を通じて、

何点か課題が明らかになった。第一に、実際に参加した保護者は PTA

関係の役員等が中心であった。したがって更に全保護者対象の啓発の機

会が必要なことである。赤堀 [6]は「冊子やパンフレットを家庭に配布し

ても、実際にはほとんど読まれていない。目を通す人ももちろんいるが、

そういう保護者は学校にも出てきてくれる人で、もともと問題がない。

むしろ学校に出て来ない、出て来られない保護者をどう巻き込むかが課

題だ」。と言い、保護者を巻き込んだ教育を提唱している。第二にスマ

ートフォンや SNS などのセキュリティの技術は日進月歩であり、参加

した保護者からも質問が増えていることを踏まえ、最新セキュリティ動

向や技術なども含める必要があることである。  
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3. 学校のインターネットモラル教育  

2011 年度より段階的に実施されてきた新学習指導要領 [7]では、小学校

から情報モラル教育に留意し、系統立てた情報教育を目指している。小

中学校の「総合的な学習」・「道徳」や中学校の「技術・家庭」でインタ

ーネットモラルに関する指導が授業を中心に行われている。そこで勤務

校において 2012 年度から新入生（241 名）対象に、小中学校で情報モ

ラルに関する指導を受けた経験の有無や携帯電話の利用時間・状況など

アンケート調査を実施した。その中で、「メールや掲示板・ブログなど

を利用する際のマナーや、トラブルに巻き込まれないために気をつける

ことなどについて、学校で教えてもらったことがありますか。」という

質問に対する回答を表 1 に示す。  

表 1：H24～H26 年度新入生アンケート調査一部（筆者調査）  

 

H26 H25 H24 

男  女  男  女  男  女  

教えてもらったので、  

気をつけて利用している  
62.9% 68.2% 58.7% 72.7% 40.4% 50.8% 

教えてもらったことはある  

が、気にせず利用している  
17.1% 16.7% 15.2% 17.4% 22.0% 25.8% 

教えてもらったことはある  

が、利用していない  
12.4% 7.6% 17.4% 5.3% 12.8% 14.5% 

教えてもらったことがない  7.6% 7.6% 8.7% 4.5% 24.8% 8.9% 

ここ 3 年間の推移を見ても、小中学校において「道徳」や「総合的な学

習」、中学校の「技術・家庭」の授業を中心に確実に教育の機会が増加

していることが分かる。また、前章で述べた保護者への啓発活動の成果

も大きいとも言える。  

そして高等学校の「情報」で、初めて専門の教科としてインターネット

モラルを学ぶことになるが、高等学校学習指導要領 [8]によると教科「情

報」には「社会と情報」、「情報の科学」の 2 科目が用意され、1 科目以

上を選択して履修することとなっている。簡単な内容について表 2 に示

す。  
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表 2：高等学校 教科「情報」内容  

 

勤務校では 1 年生で 2 科目両方を設置し、いずれか 1 科目を選択する。

どちらの科目を選択しても情報セキュリティに関する単元は必須であ

り、インターネットモラルに関する項目は特に、小中学校で行われた生

徒への指導と保護者への啓発内容を土台として踏まえ、高校で確実に教

えることでインターネットモラル意識の向上に繋がると考える。  

以下、次章でその方法について述べる。  

 

4. 学校と保護者への啓発活動との連携  

子どものインターネットモラル意識を向上させるためには、先に述べた

保護者への啓発活動と学校での授業を平行して教育を行うことを提唱

したい。  

具体的には全保護者が出席する機会を利用して、スマートフォンや SNS

などのセキュリティの最新動向を含めて全保護者へ再啓発を行い、家庭

でも子供に対するセキュリティ教育の協力をお願いする。学校ではフィ

ルタリングやルール作りの重要性を踏まえた上で、インターネットモラ

ルの授業を実践する。  

 

 

 

 

 

 

社会と情報  情報の科学  

・情報の活用と表現  

・コミュニケーションと  

ネットワーク  

・法規とセキュリティ  

（情報セキュリティ含）  

・情報社会と問題解決  

など  

・コンピュータによる  

情報の処理と表現  

・ネットワークがつなぐ  

コミュニケーション  

（情報セキュリティ含）  

・情報システムが支える社会  

・アルゴリズムとプログラミング  

など  
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図 1：学校と保護者への啓発活動との連携  

4-1 保護者への啓発  

勤務校の 2014 年度入学許可候補者説明会で新入生の保護者約 240 人に

対して、スマートフォンや SNS 等のセキュリティ講話を行った。内容

は以下の通りである。  

 

①  フィルタリングやルール作りの重要性について再確認する。  

②  携帯回線だけでなく、無線 LAN 回線にもフィルタリングをかける。 

③  アプリのインストールは慎重に実施する。  

④  子どもの利用状況を親が把握することが必要である。  

スマートフォンのリスクやセキュリティ対策などは情報セキュリティ

に関する有資格者対象のセミナー等 [9]で共通して講演されており、参考

にした。スマートフォンの機能は従来の携帯電話と違いパソコン並みで

あることが最大の特徴である。よって、②、③のようにパソコンと同等

のセキュリティ対策が求められることを理解してもらう。当然、今後の

啓発活動では最新セキュリティに関する内容が求められる。また④につ

いては、「食事中には電源を切る」や「夜●時以降は利用しない」など

の簡単なルールを作ることで子供の利用状況を把握してもらい、家庭内

保護者  学校  

子供  

啓発・

連携  

携  
教育  授業  
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での相談役になってもらうことを目的としている。  

更にこれらを強調するために、6 月の三者面談において同様の内容のプ

リントを担任より保護者へ配布してもらうことにより、再度啓発を行っ

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：啓発の内容  

4-2 生徒への授業  

生徒にはフィルタリングやルール作りの重要性やスマートフォンの脅

威を踏まえた上で、1 学期間かけてインターネットモラルに関する授業

を実践した。内容はネットワークにおけるコミュニティ、ネットワーク

を利用した犯罪や迷惑行為、情報社会における法律、技術・文化の発展

と知的財産権が中心であり、事件・事故の手口と対策を重点的に指導し

た [10]。具体的な授業方法についての詳細は省略するが、筆者の「高校

における教科『情報』授業実践事例から、今後の PC 教育の在り方へ」

[11]の  3-2 セキュリティ意識の向上の項を参照して頂きたい。特に

LINE のセキュリティについては、LINE-ID から個人が特定されて事件

フィルタリングやルール作りの重要性  
一部の保護者対象  

になる場合が多い  

全保護者対象  

に行う  

フィルタリングやルール作りの重要性  

＋  

SNS やスマートフォンの  

最新セキュリティなど  
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等に巻き込まれた事例から、個人情報と同等に LINE-ID 管理すること

の重要性やパスワードを使い回すことの脅威などを講義した。  

 

5. 効果と検証  

5-1 期末考査結果より検証  

2014 年度の 1 学期末考査試験の問題より、情報モラル・サイバー犯罪・

セキュア法制及び知的財産権に関する部分で、特に正答率が高い結果と

なった問題の一部と、その正答率を表 3 に示し考察する。  

選択式問題 次の犯罪や迷惑行為について、それぞれの名称を書け。  

① 実際に利用の事実がないにもかかわらず、料金請求の電子メールな

どを送り、お金をだまし取ろうとする詐欺の手口  

② 十分な説明を記載せず、URL にアクセスさせ、登録完了や登録料な

どの画面を表示し、お金を振り込ませる詐欺  

③ 特定の個人や団体に対して「パスワード変更のお願い」などのメー

ルを送り、そのメール内にある URL のリンクから本物の金融機関など

の Web サイトとそっくりの Web サイトに誘導し、個人情報や暗証番号

などを盗む詐欺  

四択問題 1 オンラインコミュニティで、対面のコミュニティと異なる

点について説明した下の各文は、それぞれ何性と呼ばれるか選べ。  

④ 参加者に情報を一斉に発信・共有することができる。参加者はほぼ

同 時に情報を受け取るが、閲覧するタイミングは同時とは限らない。 

⑤ 参加者は実名ではなくハンドルネームを用いることが多い。プライ

バシーが守られる反面，誰の発言か特定しづらいために、無責任な発言

を誘発する側面がある。  

1．機密性  2．蓄積性  3．匿名性  4．同報性  

○×式問題  次の文の内容や行動のうち、正しいものや違法でないもの

には○、違反するものには×をマークせよ。  

⑥ 知らないところから広告のメールがきたので，今後送らないでほし

いという趣旨の返信メールを送り返した。  

⑦ 他人の ID やパスワードを無断で第三者に教えることも、不正アク

セス禁止法では違法行為に当たる。  
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⑧ 学校の授業用にインターネットにある写真を印刷してクラスで配

布した  

⑨ 有名タレントにサインをもらったが、友人に頼まれたのでコピーし

て配った  

四択問題 2  

⑩ 利用した覚えのない有料サイトから、利用料金の請求書が届いた場

合の対処として正しいものを選べ。  

1．利用した覚えはないので無視する   

2．メールで利用内容を問い合わせる  

3．電話で利用内容を問い合わせる   

4．請求どおりの料金を支払う  

⑪ 企業における個人情報の取り扱いとして、違法なものを選べ [12]。  

1．本人の同意を得た上で、個人情報を第三者へ提供する    

2．個人情報データにアクセス権限や暗号化を設定する  

3．利用目的を具体的に示して、個人情報を取得する   

4．収集した個人情報を企業のものとして自由に活用する  

⑫ 他人の顔を映した写真をホームページ上に無断で掲載する行為が、

何の権利を侵害することになるか。  

1．肖像権   2．パブリシティ権   3．特許権   4．商標権  

表 3：①～⑫の正答率  

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  
期末考査  

の平均点  

70.1 点  

93.3% 85.6% 78.8% 76.0% 88.5% 98.1% 

⑦  ⑧  ⑨  ⑩  ⑪  ⑫  

96.2% 84.6% 84.6% 96.2% 89.4% 94.2% 

他の問題よりも特に得点が高かった①の架空請求の手口や⑥や⑩の対

処法を選ぶ問題は、ニュースやテレビの特番などで紹介されることも多

いので覚えやすいのだと思う。犯罪の手口や対処法は、家庭との連携が

一番必要な所であるので、実際に家庭で利用状況を把握してもらうこと

で身を守ることが出来る。④と⑤はまさに LINE や SNS に関わる問で

ある。言葉の意味を理解させることで、抑止効果を狙った。  

期末考査の結果からだけでは完全とはいえないが、全体的にはサイバー
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犯罪の手口や対処法、法律の理解等の定着率が高まったことが分かる。 

5-2 アンケートによる検証  

1 学期間授業を実践した 7 月末において、1 年生 240 人に対してインタ

ーネットモラル意識のアンケートを行い、意識の定着について調査した。

このうち「意識している」、「少し意識している」が合わせて 85%以上と

なったアンケート項目と、その回答率を表 4 に示す。  

アンケート内容（一部）  

① チェーンメールを友達などに転送しないように気をつけている。  

② 不審な電子メールは開封・返信せずに、無視・削除している。   

③ プ口フや掲示板などへの書きこみの際には、言葉づかいに注意して

相手を嫌な気持ちにさせないように気をつけている。  

④ 不確かな情報、個人情報、誹諒中傷、うそをプロフや掲示板などに

書きこまないようにしている。  

⑤ ネット上にはさまざまな詐欺行為があることを理解し、注意してい

る。  

⑥ ネット上の出会いはトラブルが多いことを理解し、出会い系サイト

などを利用しないようにしている。  

⑦ 怪しいサイトや有害サイトには近づかないようにしている。  

表 4：インターネットモラル意識（筆者調査）  

 
意識している 少し意識している 意識していない 分からない 

① 85.9% 4.5% 3.5% 6.0% 

② 81.8% 12.6% 3.5% 2.0% 

③ 67.7% 24.2% 0.5% 7.6% 

④ 75.9% 15.4% 2.6% 6.2% 

⑤ 74.4% 18.1% 2.0% 5.5% 

⑥ 85.4% 4.0% 1.5% 9.0% 

⑦ 80.4% 13.9% 1.5% 4.1% 

いずれの質問も教科書や副教材 [14]には掲載されている内容である。

①・②のメールに関することや、③・④の書き込みに関することは知識

として定着させることで意識が高まったと思う。また、サイトの利用に

関することは家で相談することによりトラブルを防げる可能性が高い
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ことから効果が確認できる。  

結論として、インターネットモラル意識の向上には、生徒への意識向上

の教育を行うことと平行して、保護者への啓発活動を行うことが大切で

ある。学校の授業で習い家では親が相談役となって連携することで確実

に意識も知識も向上していると言える。  

 

6. インターネットモラル意識を向上させるための教育の課題と今後  

高校では教科としてインターネットモラルを教える時間が確保されて

いるので、授業と全保護者対象の啓発活動をリンクさせることで、高校

生のインターネットネットモラル意識が向上できることが示された。今

年度は全保護者への啓発活動が入学説明会の 1 回の実施だったが、実際

に実施をした後の効果を見ると継続して定期的に行うことでより一層

の定着が期待できると思う。したがって、将来的に継続していく為の方

策を考えていくことが課題である。また、啓発プログラムの内容も具体

的に検討してゆくことで、小中学校にも拡張できる。  

今後、子どものインターネットモラル意識を向上させるためには外部人

材の活用や保護者との連携だけでなく、高校や大学等が拠点となって地

域と連携した取り組みをしていくことが必要であると考える。ここでい

う地域とは、最初は中学校通学区域程度を想定している。同じ地域の小

学校であれば、そのままその地域の中学校に持ちあがる場合が多いので、

系統立てた活動が出来るからである。定着すれば市内まで広げていける。 

以上のことから、次に示す内容を提案するとともに、実現できるための

取組を今後とも実践していきたい。  

①  大学や専門学校等と連携して、地域で『地域セキュリティサポータ』

を認定する。認定講座などは大学等で中心に行い、定期的にスキル

アップ試験を行うことにより地域独自で人材を育成していく。なお、

地域で人材を育成し活用する方法については、筆者が「地域サポー

タを活用した携帯電話及びインターネット利用のルール作り」 [14]

にて提唱した。  

②  勤務校では近隣住民対象に、夏休みなどに情報室を開放して Excel

やプレゼンテーションなどの基礎講座を開講している。そういった

機会を広げて、近隣小中学生と保護者対象の「親子で学ぶ情報セキ

ュリティ」などの講座を行う。講師は教員及び『地域セキュリティ
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サポータ』が行い、最終的に子どもが自主的にルールを作れること

を目標とする。  

③  近隣小中学校の教師向けの IT セキュリティ教育に関する情報を提供

する。更に、近隣地区合同の PTA 行事や保護者会でセキュリティ講

座を行い、地域の学校全体で取り組む体制を作る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：学校と地域で連携した普及啓発活動  
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１．はじめに  

 現代社会において、セキュリティ・インシデントのリスクが増大して

いる。例えば、クラウド業者のサーバー等に重要なデータを置いている

企業や個人も多い。そして、このような状況では、セキュリティ・イン

シデントが発生し、データが流出したり、データが消失するリスクが常

に存在する。  

 各企業や個人がセキュリティ・インシデントのリスクを評価する上で

よく使われるのが、リスク発生確率・影響度マトリクスである 1が、その

場合には、当該リスクの発生可能性とリスク発生の際の損害の大きさの

大小をもとに判断を行う。  

 このうちの損害については、セキュリティ・インシデント発生時に生

じ得る損害だけではなく、それが填補される可能性及び填補される場合

にはその額も評価の対象とすべきである。例えば、クラウド業者に対し

て損害賠償請求を行った場合に、いくら（何割）が賠償され、填補され

るかを検討し、その額を差し引くべきである。要するに、  

損害＝情報資産の価格—填補される額の期待値  

 となる。そして、データの消失等は、例えば、クラウド業者のような

契約関係にある者がそれを発生させれば、債務不履行に該当し得る。ま

た、そのような関係がなくとも、不法行為に該当し得る。いずれの場合

であっても、債務不履行／不法行為により発生した損害について、これ

を賠償しなければならない。なお、立証責任は通常は被害者側が負うの

で、加害者に債務不履行／不法行為の責任があること、及び、その加害

者の債務不履行／不法行為によって損害が発生したことについては、被

害者側で立証しなければならず、立証に失敗すれば、損害賠償を得るこ

とができない。  

 ここで、個人情報流出等、情報流出事故に関して填補される額の期待

値については、既に相当数の判例が積み上がったことにより、例えば、

その情報の種類等から、一定の「相場」が分かると言われる 2。  

                                                   
1 情報処理推進機構「情報セキュリティマネジメントと PDCA サイクル」、

http://www.ipa.go.jp/security/manager/protect/pdca/risk.html、（最終閲覧平成

２６年８月３１日）。  
2 例えば、藤谷護人『個人情報保護法対策３０の鉄則―顧客情報漏洩で会社を潰

さないために』（メデイアセレクト、初版、平成１６年）では、「損害賠償算定テ

ンプレート」と称して、漏洩によるダメージの程度と漏洩内容の機密性・プライ

バシー度の高さからおおよその賠償額を算定するテンプレートが紹介されている。 
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 しかし、データ消失については、これまで、填補期待値について判例

の網羅的な検討がされてきたとは言えない。  

 本論文は、過去我が国の裁判所で下された、別紙記載の判例１〜判例

４０を網羅的に検討することで、データ消失の場合において、どのよう

な条件の下、どのような賠償が得られることが期待されるかを明らかに

したものである。これによって、データ消失事故において填補されるこ

とが期待される損害の額の算定が容易になり、ひいては、データ消失に

関するリスク評価に資することを目的としている。  

 なお、紙幅の都合により本論文は、「いかなる場合に責任を負うか」

という責任論（例えば、責任制限条項の問題や、第三者が原因でセキュ

リティ・インシデントが生じた場合のリスク配分の問題）には深入りせ

ず、「いかなる範囲で損害の賠償を負うべきか」という損害論を主たる

検討の対象とする。  

 まず、これまでの議論を概観した後（２．）、データ消失が立証されず、

又は責任があることが立証されなかった事案を概観し（３．）た上で、

損害に関する法律の原則である相当因果関係論を確認し（４．）、データ

の価値の算定方法が問題となった事案について個別に分析を行い（５．）、

データ消失に関して頻繁に論点となる、バックアップの有無が問題とな

った事案について個別に分析を行い（６．）、上記の判例の流れを受け、

データ消失の場合において、どのような条件の下、どのような賠償が得

られることが期待されるかについて検討することとする（７．）。  

 なお、以下の議論においては、データが失われることを、データの「消

失」といい、データの所有者については「被害者」といい、データ消失

事故を引き起こした者については「加害者」という。  

 

２．これまでの議論の概観  

 筆者の調査した限り、特にデータ消失の際の損害賠償の「額」にフォ

ーカスを宛てた文献は見つからず、いわゆるセキュリティやクラウド等

について研究した文献の一部で損害賠償額にも言及がされているとい

う程度であり、網羅的研究は存在しない。  

 比較的参考になるのが『情報セキュリティの法律』の記述 3であり、判

例１、判例２、判例４、判例６、判例８について検討した上で、バック

                                                   
3 岡村久道『情報セキュリティの法律』（商事法務、改訂版、平成２３年）２４７

頁以下  
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アップの不存在の法的評価についても論じられている。特にバックアッ

プの不存在の法的評価については、データ消失・紛失事故の際、バック

アップの欠如が過失相殺事由となりうるか否かは、最終的には対象とな

ったデータの重要性、消失時における再製の困難性、再製に要する費用

等の諸事情を総合的に考慮して、バックアップコピーが社会通念上、必

要かつ相当と認められるか否かによってケースバイケースで判断され

るべき問題であるとして、ケースバイケースでの判断に委ねていること

が注目される4。もっとも、判例を網羅的に検討したものとはいえない。 

 『クラウドセキュリティ  クラウド活用のためのリスクマネージメン

ト入門』5でも、データそのものの価値、データの復元費用、データの再

構築費用、逸失利益、風評被害、精神的損害等が論じられているものの、

検討対象とされているのは、判例４と判例６のみのようである。  

 「データ消失事故におけるクラウドサービス等提供者の民事責任」6も

検討対象となる判例が少ないが、「データ消失における損害の立証は、

客観的な経済的価値を把握しやすく、多数の裁判例の累積がある物の損

壊等と比べ、立証上困難な面が多いが、この点は、損害の捉え方や、立

証上の工夫、同種裁判例の蓄積による類型化などを通じて今後、立証が

容易となる可能性がある。」との指摘が重要である。本論文が、同種の

判例の蓄積を総括することで、今後の損害立証に資する役割を果たすこ

とができるかもしれない事を示唆しているからである。  

  

３．データ消失が立証されず、又は責任があることが立証されなかった

事案  

 まず、そもそもデータ消失が立証されなかった事案としては、判例７、

１３、１６、２２、２４、２６、３５がある。特に判例２４は、もし、

被告が主張するような被害が生じたというのであれば後日の請求に役

立てるために何らかの資料を残そうとするはずとして、データ消失を否

定した。データ消失被害にあった場合には、その点を後日立証できるよ

                                                   
4 岡村前掲注 3・２５５頁  
5 金丸浩二他『クラウドセキュリティ  クラウド活用のためのリスクマネージメン

ト入門』（翔泳社、初版、平成２６年）５９頁以下  
6 吉井和明「データ消失事故におけるクラウドサービス等提供者の民事責任」情

報ネットワーク法学会第１２回大会発表資料、

http://in-law.jp/archive/taikai/2012/kobetsuB1-resume.pdf、（最終閲覧平成２６

年８月３１日）。  



22 

 

うに資料を残しておくことが必要で、そうでなければ、そもそもデータ

消失がなかったとされてしまう可能性があることに留意が必要である。 

 責任が否定されたものも多い（判例１０、２８、２９、３１、４０）

が、例えば、電子手帳の電池交換作業中にデータが消失したが、電池交

換は電子手帳に示されたとおりの方法で行われたとして責任を否定し

た判決（判例２）のように、「（加害者が）なすべき対応を行ったものの

データが消失したという事案」については、債務不履行がない、ないし

は、不法行為がないとして、損害賠償が否定されていることには留意が

必要である7。  

 

４．相当因果関係論  

 ところで、加害者が、データ消失について責任（債務不履行／不法行

為）があるということが立証できたとしても、加害者が賠償すべき損害

の範囲は無限ではなく、「相当因果関係」の範囲に限定される（民法４

１６条）。すなわち、当該債務不履行／不法行為によって通常生ずべき

損害（通常損害）については、損害賠償が認められるものの、特別の事

情によって生じた損害（特別損害）については、原則として損害賠償が

認められず、あくまでも、債務者／不法行為者がそのような特別の事情

を予見していた場合、または、予見することができた場合に限られるの

である。  

 そこで、データ消失事故が生じた場合には、  

（１）通常損害  

及び  

（２）特別損害が生じるに至った特別の事情について相手がそれを予見

していた場合、ないしは予見することができた場合に限り、特別損害  

 の賠償を受けることができるということになる。  

 

５．データの価値の算定方法が問題となった事案  

（１）データそのものの財産的価値が否定された事案  

 データそのものに財産的価値がないとか、データそのものの財産的価

                                                   
7 例えば、第三者による侵入によってデータ消失事故が発生した場合には、クラ

ウド業者等の加害者が、業界標準等に鑑み、「通常なすべき」といえるセキュリテ

ィ対策をとっていれば、結果的にデータ消失事故が発生したとしても、なすべき

対応を行っていたとして責任が否定される可能性があることに注意すべきである。 
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値が立証できないとされた事案は少なくない。例えば、判例３０は、コ

ンピュータに保存されていた変圧器の設計図、管理データ、測定データ、

実験データなどについて、財産的価値があるとの立証がされていないと

した事案である。  

 同様に、未完成の海難審判データベースに財産的価値が認められない

とした判例４（ただし、慰謝料を損害と認めている。）や、サーバー内

のデータの価値が認められないとした判例３９（ただし、復旧費用を損

害と認めている。）がある。なお、USB メモリにつきこの価値を３０万

円とした事案あるが、価値というよりはむしろ流出時の被害想定額を考

慮している（判例３６） 8。  

 

（２）（再）作成費用  

 一般に、コンピュータ内のデータが消失した場合、その復旧に必要な

費用とは、通常、最終バックアップ時からデータ消失時まで、そのデー

タを作成するのに要した費用と同額と解するのが相当とした判決もあ

る（判例１２）ように、データの（再）作成費用がデータ消失の場合の

損害であると認めた判決は少なくない（判例１、３、４、５、６、１２）。  

 ただし、作成費用と再作成費用を比較した場合、作成よりも再作成の

方が効率的であり、より安価に行うことができるとして、より安価な再

作成費用を損害として認めた判決がある（判例５、判例８）。  

 また、被害者が主張する（再）作成費用よりも安価な再作成費用を見

積もる他の会社がある場合は、その安い再作成費用が基準になる可能性

があることに留意が必要である（判例１、判例４、判例６）。  

 

（３）（再作成以外の方法による）復旧費用  

                                                   

8 なお、損害の発生は認められても、損害の性質上その額を立証することが極め

て困難であるときには、裁判所は「相当な損害額」を認定できる（民事訴訟法２

４８条）（秋山幹男・伊藤眞・加藤新太郎・高田裕成・福田剛久・山本和彦『コン

メンタール民事訴訟法 V』(日本評論社、初版、2012 年)142 頁以下参照）。データ

消失に関し、「相当な損害額」を認定したものに判例１４がある。ただし、再作成

費用や復元費用等により損害の立証が可能であることも少なくないデータ消失に

ついて安易に「損害の性質上その額を立証することが極めて困難」というべきか、

疑問が残る。 
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 近時では、データ復旧業務を行う会社が存在し、（再）作成費用より

もはるかに安価な価格で復旧をすることができる場合があるところ、復

旧費用を損害とした事案も多い（判例１５、１７、２１、２５、２７、

３４、３９、３８）。  

 データ復旧費用が（再）製作費用を下回る場合には復旧費用をもって

損害とみるのが相当とした事案もあるところであり（判例２０）、デー

タ復旧費用が（再）作成費用を下回る場合には、データ復旧費用が基準

となるだろう。  

 

（４）逸失利益  

 逸失利益については、これが認められた事案（判例６、３４。なお、

限定的に認めた事案に判例１２）と否定された事案（判例１８、３８、

３７）の双方が存在する。これは、被害者が、データ消失と利益の逸失

の間に因果関係があると立証することができたかどうかにより結論が

変わっているようである。  

 

（５）慰謝料  

 慰謝料を認めたものとして判例４、８、１１があり、否定したものに

判例１２がある。  

 

（６）相当因果関係が問題となった事案  

 なお、上記のような「類型」に該当する損害であっても、あくまでも、

相当因果関係が認められる範囲についてのみ認められるに過ぎない。  

 例えば、顧客に提出するデータが消失した事案について、未提出分に

ついてのみ再作成費用を損害賠償の対象とし、提出済みデータについて

は再作成の価値はないとして賠償の対象から外された事案がある（判例

５）。  

 また、例えば、パソコンのデータが消失して、ソフトウェアの再購入

が必要になった事案において、被害者がソフトウェアの CD-ROM をな

くしたことが原因であって、データ消失とは相当因果関係がないとして

損害賠償が否定された事案もある（判例１１）。  

 

（７）その他  

 その他、データ消失後すぐにドライブをフォーマットしたことで、デ
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ータの復元が不能になったことが過失相殺事由とされた事案（判例１

２）や、データ消失を原因として第三者に対して行った損害賠償を損害

と認めた事案（判例３２）等がある。  

 

６．バックアップ義務が問題となった事案  

 データ消失と賠償に関し、「被害者がデータをバックアップしていな

かったことをどのように評価するか」が論点となる。そもそも、被害者

が頻繁にデータをバックアップしていれば、データ消失事故が起こって

も、それにより生じる損害は皆無とまでは言えないとはいえ、ほとんど

ゼロに等しくなる。そして、（消失した場合の損害が巨大になり得る）

重要なデータであればある程、バックアップをよりしっかりとなすべき

ということも言えるだろう。この問題について、裁判所はどのように判

断しているのだろうか。  

 判例３０は、被害者がバックアップをしていなかったことを理由に、

データの財産的価値を否定したものである。「重要なデータであれば、

バックアップするのは常識である」（判例３０）というのは、バックア

ップに関する最も重要な判示の１つではなかろうか 9。  

 ただし、バックアップがされていない場合において、常に加害者の責

任が全部否定されるのではなく、過失相殺といって、バックアップをし

なかったことを理由に、その責任の一部を否定する（つまり、被害者と

加害者の「痛み分け」とする）判決の方が数としては多い。  

 例えば「業務上不可欠なデータが多量に存する場合、事故の際の復旧

に備えてバックアップをとっておき、損害を最小限のものにすることが

必要」として、バックアップを取らなかったことを理由に５０％の過失

相殺を認めた事案がある（判例４）。同様に５０％の過失相殺をしたも

のとして判例６、１１、１２がある。  

 バックアップをしなかった点を理由に過失相殺をすることを明示的

に否定したものは判例１のみである 10。  

 

                                                   
9 また、仕事上のデータがバックアップなしで自宅に保存されているとは予測し

難いとした判例１９もある（類似事案として判例３３参照）。  
10 なお、バックアップの方法として、電源がなくなればデータが消失する可能性

があるサーバーにバックアップを保存したことが不適切とされた事案もある（判

例１２）。  
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７．検討  

 これら４０の判例から抽出される、裁判所のデータ消失事故における

損害賠償に関する態度は、以下のとおりである。  

 まず、データ消失事故に際しては、その（再）作成費用が損害として

認められることが多いが、実際に作成した際の費用ではなく、再度作成

する際の効率化を踏まえた、一般的に（同業他社においても）必要とさ

れる費用となる。  

 また、近時では、データの再作成を行うよりも、復旧業者に依頼する

方が安価に同じ状態を回復できることが多いところ、（再）作成費用よ

りも復旧費用が安い場合には、損害賠償が認められるのは安価な復旧費

用の方である。  

 逸失利益については、これを認めるものと否定するものもあるが、そ

れは、各事案においてどのようなデータが問題となっているかが異なっ

ているためであり、当該データがないことにより真に販売機会等が失わ

れたことが立証できれば、損害賠償を請求できるものの、それが立証で

きるかはケースバイケースである。  

 被害者が個人であれば、慰謝料が認められる可能性がある。ただし、

企業が被害者である場合には、原則として慰謝料を請求できないことに

留意が必要であろう 11。  

 バックアップについては、上記のとおり、ケースバイケースと考える

べきとの論考もあるものの、判例における実際の判断見る限り、明示的

に、バックアップがなかったことを理由とした過失相殺を否定しなかっ

たのは判例１の１例のみであり、その理論構成は批判されている 12。  

 そして、多くの事案では、バックアップがないことから、そもそも財

産的価値のないデータであるとされて損害賠償自体が否定されたり、損

害賠償は認められても、５０％といった大幅な過失相殺を認めているの

である。  

 そこで、バックアップについては、少なくとも平成２６年の現時点に

おいては、そのデータが重要である限り、きちんとバックアップを取る

べきであり、バックアップを取らなければ、少なくとも大幅な過失相殺

                                                   
11 千葉県弁護士会『慰謝料算定の実務』（ぎょうせい、第２版、平成２５年）2

〜3 頁参照）  
12 岡村前掲注 3・２５４頁は、判例１がバックアップについて判示するところの

「意味は必ずしも明らかといえない」とする  
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は避けられないというのが、この問題に対する裁判所の姿勢と言えるだ

ろう。  

 

８．おわりに  

 駆け足ではあるが、データが消失した場合についてどこまで損害が填

補されるかについて過去の約４０の判例をまとめた次第である。  

 （再）作成費用や復旧費用が填補されれば、それによって生じた損害

は填補されたとも見ることができるが、そのような形がある損害以外に

も、データを消失したことで顧客からの信頼を失ったといった無形の損

害があり得る。そして、それによる逸失利益等が損害として認められる

か否かは、裁判の手続において立証ができるかどうかによるところがあ

り、予測可能性が低い。特に無形損害について十分な填補がされない可

能性がある点に留意が必要であろう 13。  

 そして、バックアップを怠ると、賠償が認められなくなったり、損害

額が大幅に減らされる可能性がある。そこで、日頃からバックアップを

励行することが損害賠償による填補の前提といえよう 14。  

 クラウドサービス等において今後とも生じ得るセキュリティ事故に

よって生じる「損害」を検討する際に、上記の分析結果が参考になれば

幸いである。  

 

 

                                                   
13 企業の場合には、慰謝料という形で無形の損害について填補を受けることも難

しい。  
14 また、一応バックアップをしていても、その方法が不適切であると結局過失相

殺をされてしまう可能性があるので、適切なバックアップ方法を講じなければ、

損害が十分に填補されない可能性が高い。  
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資料：判例集  

 本資料は、著者が複数の判例データベースから検索をして出てきた判

例をまとめたものである。  

 ここで出てきた判例については、法律学の通例に倣い、「●●地方裁

判所判決」を「●●地判」と略記している。  

 訴えた方が「原告」、訴えられた方が「被告」である。  

 なお、末尾の判例１〜４０の判例番号は、本文で利用している。  

 

判例１ 神戸地判平成２年７月２４日判例タイムズ７４３号２０４頁  

【事案概要】  

録音データ反訳業者 (原告 )の作成した文書データ入りフロッピーディス

クを、運送業者（被告）が紛失した事案である。  

【判決要旨】  

録音データの再作成費用として、他の業者の費用である一時間テープで

２万５０００円を基準に８７時間分の２１７万５０００円を損失とし

た。更に、空のフロッピーディスクの価格計３万６０００円も損害とし

て認めた。  

責任制限条項の適用は否定された。「本件フロッピーの紛失は、原告が

本件フロッピーを複製したか否かとは関係なく発生した事態であるか

ら、本件フロッピーの複製をしなかったことをもって原告に過失がある

としても、この過失を本件フロッピー紛失による損害発生の一因とする

ことはできない。」として、バックアップコピーを作成しなかったこと

を過失相殺事由にしなかった（高価品と告げなかったことは過失相殺事

由とされている。）。  

 

判例２ 神戸地判平成２年８月８日判例時報１３７５号１２４頁  

【事案概要】  

被告の店員が原告の電子手帳の電池交換作業を行ったところ、電子手帳

内のデータが消失した事案である。  

【判決要旨】  

 店員は電子手帳に示されたとおりの方法で電池交換作業を行ったこ

とから、責任はないとされた。  
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判例３ 大阪地判平成９年９月１８日判例タイムズ９９２号１６６頁  

【事案概要】  

帳簿作成代行等を行う事務所を開設している原告宅で、電機メーカーで

ある被告の製造したテレビからの出火による火災が発生し、コンピュー

ターを含む家財等が失われた事案である。  

【判決要旨】  

顧問先企業から持ち帰った伝票の内容をコンピューターに入力して、顧

問先毎の帳簿作成等の仕事に供していたところ、火災によりコンピュー

ターのデータが失われたとして、その復元作業のため少なくとも６００

時間残業をして入力作業を行ったとした上で、その１時間当たりの労賃

は８８４円を下らないとして、５３万４００円の損害を認めた。  

 

判例４ 広島地判平成１１年２月２４日判例タイムズ１０２３号２１

２頁  

【事案概要】  

被告の店員が、原告のハードディスクの交換作業を行う際に、誤って旧

ディスクを初期化してしまい、旧ディスク内の未完成の海難審判データ

ベースが消失したという事案。  

【判決要旨】  

「データの財産的価値は、そのデータが経済的利益を生み出すもの（企

業における顧客リスト等）であるか、作品の利用対価が支払われている

かという経済的側面から判断される」とした上で、未完成の海難審判デ

ータベースには、主観的価値はともかく、財産的価値は認め難いとした。 

ここで、原告は、データベースの再作成費用として他社の見積もりを提

示したが、見積額は高額に過ぎ、その算定根拠や算定過程に合理性がな

い等として否定された。  

その上で、原告は、長年にわたり独自に開発し完成間近な段階にあった

システム等のデータを被告の過失により瞬時に全てを消失し、精神的打

撃を受けたというのであるから、原告がこれにより精神的損害を被った

ことは容易に推認することができるとして、慰謝料として１００万円を

認めた。  

もっとも、「業務上不可欠なデータが多量に存する場合、事故の際の復

旧に備えてバックアップをとっておき、損害を最小限のものにすること
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が必要であり、その懈怠によって発生又は拡大した損害については、被

告にその全部を賠償させるのは損害賠償法を支配する衡平の理念に照

らし均衡を失するというべき」であって、「本件ディスクの本件パソコ

ンへの導入据付作業に伴いハードディスク内のデータ消失の危険があ

ることは、右作業内容に関する専門知識の有無は別として、原告におい

て十分予見できたものというべきであり、そのための対策として本件デ

ータのバックアップをとっておくべき義務があるというべき」として、

原告がデータバックアップをしなかったことに過失があるとして、５

０％の過失相殺を認めている。  

 

判例５ 旭川地判平成１１年６月３０日交通事故民事裁判例集３２巻

３号９７５頁  

【事案概要】  

被告が運転する車が、インテリア工事設計管理会社を営む原告の事務所

に突入したため、パソコン等が損壊した事案。  

【判決要旨】  

パソコンが損壊したことによるデータの損害が問題となった。  

まず、原告は全データについて損害を賠償すべきと主張したが、裁判所

は、依頼者に提出済みのデータについては本来の目的を達しており、復

元のための人件費を損害として認めるべきではないとした。そこで、依

頼者に対し未提出のデータのみが損害賠償の対象となった。  

次に、原告は、そのデータを作成するためそれまでかかった人件費と同

額が復元に必要であり、それが損害であると主張した。しかし、復元す

る場合は新規に作成する場合よりも所要時間が短縮されるとして、パソ

コンに保存されたデータの作成にかかった人件費の約半額である３０

万円が認められた。  

（その他データのみならず事務所が休業したことによる休業損害も認

められた。）  

 

判例６ 東京地判平成１３年９月２８日別冊 NBL７９号１６頁  

【事案概要】  

インターネット接続プロバイダである被告のレンタルサーバー内に保

管されていた建築業者である原告のファイルを、被告が誤って消失させ

た事案。  
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【判決要旨】  

被告が、サーバー内のファイルを別のディレクトリに移す作業の過程で

データが消失したとした。  

まず、ホームページを再構築するのに必要かつ相当な費用として、原告

の主張する約５０００万円は過大であり、被告がホームページ作成業者

から取った４０４万円の見積額を損害とした。  

逸失利益については、再構築に３ヶ月かかるとして、前３年度の売上高

平均の４分の１（３ヶ月分）に原告の営業において本件ホームページが

貢献している割合を乗じたものが逸失した売り上げだとした。その上で、

本件逸失売上分の売上高減少に伴って、売上原価は減少するのに対し、

販売費及び一般管理費、営業外収益並びに営業外費用等は増減の影響を

受けないと考えられるとして、前３年度の売上総利益の平均から本件逸

失売上が抜けた場合の売上総利益との差額を賠償すべき逸失利益とし

た。  

フロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ（光磁気ディスク）等を用い

て、あるいはバックアップ用のハードディスクを購入することによって、

比較的廉価かつ容易に、本件ファイル内容につきバックアップをとるこ

とができており、バックアップの必要性については原告も自認している

として、５０％の過失相殺を認めた。  

 

判例７ 東京地判平成１４年４月２３日第一法規（判例 ID２８０７０

８５８）  

【事案概要】  

原告が、元従業員である被告が、退職時に顧客データを消去した等と主

張した事案。  

【判決要旨】  

被告により消去されたと原告の主張する顧客データがその後復活して

結局原告において従前と同様の顧客データを保有していたため、そもそ

もデータが消去されたという原告の主張自体の真実性が疑われる等と

して、データ消去自体が認められないとした。  

 

判例８ 岡山地判平成１４年１１月１２日裁判所ウェブサイト  

【事案概要】  

研究者である原告が引越業者である被告に荷物の運搬を頼んだところ、
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被告がパソコンとバックアップデータ入りの MO を紛失した事案である。 

【判決要旨】  

そして、原告は、過去の雑誌データを分析した研究をしているところ、

パソコンの中の雑誌データはその後の研究に用いる予定であった等と

して失われたデータのうち７割に財産的価値を認めた。  

その上で、当該部分に修復に要する時間（１年間１日８時間）に時間単

価１０００円を掛けた金額を損害として認定した。加えて慰謝料１００

万円の支払いを命じている。  

 

判例９  東京地判平成 14 年 11 月 25 日新日本法規（判例 ID 

2002WLJPCA11250009）  

【事案概要】  

旅行業者の原告の元従業員である被告が、原告の顧客データを損壊等し

た事案。  

【判決要旨】  

１０００人余りの顧客データが消去され、残されたデータのうちどの部

分に損壊の影響が及んだかについては、逐一確認することを余儀なくさ

れたが、後に被告がデータの入った MO を還付したと認定した。  

MO 還付前にデータ入力のため新たに雇った従業員の給料等として１０

８万０３８９円と MO に基づくデータ復元費用として３４万６５００円

を認めた。  

なお、被告はデータ消去に加え、データを窃用しており、この点に鑑み

て逸失利益及び信用失墜の損害賠償が認められている。  

 

判例１０ 東京高判平成１５年１月３０日判例タイムズ１１５３号２

１０頁  

【事案概要】  

農産物の加工販売等をする会社である原告が、被告の製造したワープロ

から出火したため、経営に必須の情報を記憶させたフロッピーディスク

約 200 枚を焼失したと主張した事案。  

【判決要旨】  

出火原因がワープロとは言えないとして、原告の請求を棄却した。  

なお、第一審判決は東京地判平成 11 年  3 月 29 日判時 1677 号 82 頁で

ある。  
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判例１１ 東京地判平成１５年３月１４日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０５８３１０９７）  

【事案概要】  

大学教授の原告のマンションのリフォームを担当した被告の下請け業

者が、原告のパソコンを破損した事案。  

【判決要旨】  

研究リサーチのデータ及び原告が事務長を務める団体のデータ復旧に

要した費用は相当因果関係のある損害だが、既に購入済みのパッケージ

ソフトの費用については、CD-ROM をなくしたことによるとして否定し

た。  

原告が「完全なバックアップを取っていれば、そのような支出は必要と

ならなかったこと、バックアップを取ることはパソコンを利用する者に

とっては基本的なデータ管理の方法であることを考慮」し５０％の過失

相殺をした。  

データ消失の影響で原告は予定していた著作の出版を断念せざるを得

ない等の影響が生じたとして慰謝料８０万円を認めた。  

 

判例１２ 東京地判平成１６年３月２日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登載

（判例 IDＬ０５９３０９２７）  

【事案概要】  

ソフトウェア開発会社である原告が、電力変圧器の製造販売業者である

被告から省電力器を買い受けたところ、被告の担当者が工事の際誤って

停電事故を起こし、原告会社が開発中であったソフトウェア等を消失さ

せてしまった事案。  

【判決要旨】  

 本件では、プロトタイプ方式の開発が行われていたところ、かなり前

の時点のバックアップしか存在しておらず、また、客先のフィードバッ

クを踏まえた修正過程について特に文書等を残していなかったことか

ら、原告はバックアップ当時の実行モジュールと、停電事故当時までに

客先に納付していた実行モジュールとを比較して、仕様の差異を類推し、

本件バックアップに残されていたソースファイルに、類推できた仕様を

反映させ、差異がなくなるまでこれを繰り返すという、相当程度に時間

のかかる復旧作業をせざるを得なかったとした。  

 その上で、一般に、コンピュータ内のファイルが消失した場合、その
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復旧に必要な費用とは、通常、最終バックアップ時からファイル消失時

まで、そのファイルを作成するのに要した費用と同額と解するのが相当

であるとした上で、今回このように手間と時間を要したのは、専ら原告

において修正過程を文書等に残していなかったという特殊事情によっ

て生じたものであり、そのような特別事情について、被告において予見

可能であったと認めることはできないとして、相当因果関係を有する損

害としては、最終バックアップ以降、ファイル消失時までの間に当該ソ

フトウェア作成に要した費用と解するのが相当であるとした。  

 なお、新規受注の機会の喪失については、事故により本来得られるは

ずの利益を理論上喪失したことは間違いないこと、その金額を算定する

ことは、もはや不可能であることからすれば、現時点で存する証拠から、

その損害額を定めるのが相当であるとして、約５０万円と評価した。  

 原告代表者の慰謝料請求については、事故は、直接的には、会社の財

産権を侵害するものであるから、会社代表者が、その財産権の侵害によ

って、間接的に精神的打撃を受けたとしても、原則として、その損害の

賠償を請求することはできないと解すべきとしてこれを否定した。  

 バックアップについて、原告には、ソフト開発業者として要求される

初歩的な注意を怠った過失があるとした。また、サーバーにファイルを

コピーしていても、電源が喪失すれパソコンと同様データが損傷を受け

る可能性が存するものであり、バックアップを残すメディアとしては不

十分であるとされた。  

原告は、事故直後にフォーマットを行っているところ、ハードディスク

が保存されていれば他の復旧方法によって本件ファイルが復旧する可

能性があったと認められるとして、原告に過失が認められるとした。  

そこで、総合的にみて、５０％の過失相殺を行った。  

 

判例１３ 東京地判平成１６年４月２６日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０５９３１８４５）  

【事案概要】  

原告はシステム開発業者である被告に対し、リース管理システムの構築

を委託したところ、被告が旧システムのプログラムを削除した等と主張

した事案。  

【判決要旨】  

被告は、削除したこと等を謝罪する謝罪文を作成しているが、それは、
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徹夜作業の後に、原告事務所を訪れた際、一方的に厳しく非難され、土

下座させられた後、原告の要求に従い、いったん原告役員らの怒りを沈

静化するため、その言い分に従って作成したものであって、真意ではな

い等として、旧システムのプログラム自体は残っており、不法行為の成

立は認められないとされた。  

 

判例１４ 東京地判平成１７年７月１２日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６０３２７９９）  

【事案概要】  

 原告は被告の居室の下の居室で広告代理店事務所を営んでいたが、被

告の居室から水漏れをして、パソコン内のデータ等が水を被り使用でき

なくなった事案。  

【判決要旨】  

 原告の主張は要するに、データ等を使用できなくなったことから、仕

事に支障が生じ、余計に時間や費用がかかったり、場合によっては原状

回復も必要になるなどの有形無形の損害が生じたとの主張であるとこ

ろ、データ等のすべての原状回復に必要な費用（主に人件費）相当額が

直ちに損害といえるかどうかは疑問がないではないが、損害額の認定も

きわめて困難であるとして、民事訴訟法２４８条に基づき、損害額を１

２０万円と認定した。  

 

判例１５ 東京地判平成１７年１０月２７日交通事故民事裁判例集３

８巻５号１４５５頁  

【事案概要】  

新聞記者である原告が、被告の運転する車両により交通事故にあい、ノ

ートパソコンが損壊した事案。  

【判決要旨】  

ノートパソコンには取材記録等が入っていたところ、原告はノートパソ

コンのハードディスクのデータを修復するために１１万４０００円を

支出したとして、当該費用を損害として認めた。  

 

判例１６ 東京地判平成１８年２月２４日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６１３１４１５）  

【事案概要】  
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 原告の元従業員であった被告が顧客データを抹消したと主張した事

案。  

【判決要旨】  

 原告は、解雇日に被告が顧客データを抹消したと主張したが、原告が

主張する３０００人ほどの顧客データがはたして実在したのか、仮に実

在したとしてどのような内実を有するものなのかが不明であり、解雇当

日に被告は突然原告から解雇が告げられて私物を整理の上、同日午前中

に退社させられたというのであるから、そのような行為を行う時間的余

裕はなかったとして、３０００人ほどの顧客データが抹消されたとは認

められないとした。  

 

判例１７ 東京地判平成１８年５月３１日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６１３２２０８）  

【事案概要】  

原告の元取締役であった被告がパソコン内の請求書、明細書等のデータ

を抹消した事案。  

【判決要旨】  

 原告は、データ復元依頼を行い、４７万４６００円を支払ったとして

損害と認めた。なお、被告が消去したデータの中には、既に原本を提出

済みである等消去したことが違法とは評価されないものも含まれてい

たが、原告としては、どのようなデータが入っているか分からなかった

ため、データ全部の復元を依頼したのであるから、全額について、違法

行為と相当因果関係があるものと認める。  

 

判例１８ 東京地判平成１８年６月３０日判例時報１９５９号７３頁  

【事案概要】  

 原告である宗教団体が、システム開発業者である被告にデータベース

システムの作成を依頼したが、被告がメールデータを消失させた事案。 

【判決要旨】  

 被告の管理下に置かれたメールデータが消失したところ、これにより、

献金及び販売物の購入の申込情報が失われ、献金及び原告販売物の販売

の機会が失われ収入が減少したものと推認することができるが、原告の

決算によれば、当期では損失が計上されていることから、収入の減少が

損失の増大にどのように影響したのか、したがって損害がどの程度であ
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ったか算定することができない、献金については会員との信頼関係がす

べてであるとしても、メールデータの消失が直ちに献金の減少に結びつ

くものとは評価することができないとして損害を否定した。  

 

判例１９ 東京地判平成１８年９月１２日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６１３３６４６）  

【事案概要】  

原告がマンションでの漏水事故によりパソコン内のデータ喪失等の被

害を被ったとして、部屋の所有者らの被告に損害賠償を求めた事案。  

【判決要旨】  

パソコン内に保存していた仕事上のデータを失ったことについての慰

謝料請求については、居住用のマンションについて、仕事上のデータが

他の場所にバックアップされていない状態で保存されているとは予測

し難いとして相当因果関係を否定した。  

 

判例２０ 東京地判平成１８年９月２８日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６１３３９１７）  

【事案概要】  

 インターネット系業者の原告が、保険会社の被告に対し、ハードディ

スク内のデータが消失したとして、コンピューター総合保険に基づく保

険金支払いを請求した事案。  

【判決要旨】  

ハードディスクの不具合により会計データが読み取れなくなり、原告に

て会計データを再入力したものの、ハードディスク内のデータは消失し

てしまっていたわけではなく通常は３万６０００円～２７万円で復旧

可能であることが認定された。  

その上で、消失していないデータは、これを記憶しているハードディス

クの障害によって読みとれなくなったとしても、通常は復旧できるので

あるから、当該復旧費用が再製作費用を下回る場合には、同復旧費用を

もって当該情報メディア等に生じた損害とみるのが相当として、復旧費

用は２０万円とした。  

 

判例２１ 大阪地判平成１９年３月２７日交通事故民事裁判例集４０

巻２号４１７頁  
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【事案概要】  

 業務用車両の追突事故にあった原告が、任意保険会社である被告に対

し、損害賠償を求めた事案。  

【判決要旨】  

毀損によりフロッピーディスクに記録されたデータが使用できなくな

ったことから、そのデータを変換して現在使用できるようにするための

費用として１３万４４００円を要したとして、これが本件事故と相当因

果関係のある損害として認められた。  

 

判例２２ 東京地判平成 20 年  2 月 28 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2008WLJPCA02289019）  

【事案概要】  

 電気販売店である原告が被告に対してコンピュータを提供した後、当

該契約が解除されたが、被告がコンピュータを廃棄したとしてコンピュ

ータを返還しないので、原告が被告に対し損害賠償を請求したところ、

被告が、原告従業員によってコンピュータに記録されていた被告のデー

タが消去されたと主張した。  

【判決要旨】  

 被告の主張するデータが、原告の作業時に記録されていたかについて

検討したところ、そもそも、作業前の段階でコンピュータは起動しなか

ったのだからデータが存在したか明らかではないとした。そして、被告

自身がデータを抽出しようと作業をした際にデータが消去された可能

性もあり、原告がデータを消去したという立証はないとした。  

 

判例２３ 東京地判平成 20 年  4 月  4 日ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載

（判例 IDＬ０６３３１１９３）  

【事案概要】  

 システム開発業者の被告から、顧客管理システムを購入した原告が、

バックアップ機能が作動せず、データが消失したと主張した事案。  

【判決要旨】  

障害が原因不明であるところ、納品当初は、バックアップが正常に機能

していたと推測され、電子機器に原因不明の障害が生じることはそれほ

ど珍しいことではなく、一般に、この種のシステム運用上、そうした事

態に対する予防策を講じることが重要な課題とされていること、新シス
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テムは、納品後、原告の支配領域内に存したのであり、本件バックアッ

プ障害に何らかのヒューマン・エラーが介在している可能性を全く否定

しうるとする根拠はないこと等から、バックアップ障害を被告に帰責で

きないとした。  

また、バックアップ機能の使い方についての説明義務違反の主張につい

ては、コンピュータシステムは、ハードウェア・ソフトウェア（アプリ

ケーション）の故障・不具合のほか、設定ミス・操作ミスなどにより、

いったん保存したデータが毀損・消失してしまう場合も少なくないので

あるから、原告としては、バックアップデータの重要性を認識していた

のであれば、本件バックアップシステムが作動しているかどうか確認す

る方法、本件バックアップシステムで生じうるリスクの程度、あるいは、

より手厚いバックアップシステムに改良する方法について、積極的に被

告に対し質問したり、操作説明書等で調べたりすることもできたはずで

あり、また、そうすべきであったというべきである。そして、被告とし

ては、操作説明書等から容易に知り得ることで、かつ、質問もされてい

ないことについて、積極的に原告に対し説明・教示すべき義務があった

と言えないことは明らかであるとした。  

 

判例２４ 東京地判平成 20 年  ５月  ２日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2008WLJPCA05028002）  

【事案概要】  

 システム開発会社である原告が、インターネットによる広告事業を営

む被告に対しシステム開発報酬等の支払いを求めたところ、被告は、原

告が被告の顧客データを破損させたとして、その損害賠償請求権と報酬

請求権を対当額で相殺すると主張した事案。  

【判決要旨】  

被告が主張している損害は、何ら客観的な証拠に基づくものではなく、

サーバが壊れていたということ自体、立証がなされているとは言い難い

とした上で、もし、被告が主張するように、何百万円もの被害が生じた

というのであれば、後日の請求に役立てるため、何らかの資料を残そう

とするはずであるところ、被告は、何の資料も残していないのであるか

ら、仮に、何らかの損害があったとしても、その時点においては、原告

に対して改めて請求するほどのものとは考えていなかったと推認する

のが相当であるとした。  
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判例２５ 東京地判平成 20 年  9 月  8 日ウエストロー・ジャパン（判例

ID 2008WLJPCA09088002）  

【事案概要】  

原告の元取締役であった被告がパソコン内のメール等のデータを削除

した事案。  

【判決要旨】  

 被告は、原告にパソコンを返却する際、純粋にプライベートなもの以

外のメール等も削除したため、復元を業者に依頼し、合計３１万８１５

０円を支払ったことが認められるとして、損害賠償を認めた。  

 

判例２６ 東京地判平成 21 年  1 月 23 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2009WLJPCA01238016）  

【事案概要】  

アパートの大家である原告が、借主である被告に対し、賃料不払いを理

由に明け渡しを求めた事案。被告が、天井板崩落によりハードディスク

及びデータが破損したとして、損害賠償請求権と賃料請求権を対当額で

相殺すると主張した。  

【判決要旨】  

 天井が落ちてくる可能性を認識していながら、システムを移動させる

ことなく、かつ、プロセッサーを冷却する必要があるからといって、カ

バーをはずしたまま作業を続けたことはいずれも不自然・不合理とした

上で、事故直後の様子を撮影した写真はなく、また、破損状況や損害額

について主張が変遷しており、被告の主張は信用できないとされた。  

 

判例２７ 東京地判平成 21 年  1 月 23 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2009WLJPCA01238008）  

【事案概要】  

 原告の契約社員であった被告が、原告の事務所にあった書類約２００

枚をシュレッダーにより裁断した事案。  

【判決要旨】  

 被告は復元のため、机の上にシュレッダーにより裁断された帯状の紙

片を広げ、同じような模様のものに分け、Ａ４判の紙の上にセロハンテ

ープを貼り付け、その紙片につながる紙片を探していくという作業を７

日間かけて行ったとして、人件費５０万９９６８円を損害と認めた。  
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判例２８ 東京地判平成 21 年  4 月 13 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2009WLJPCA04138013）  

【事案概要】  

 原告がビデオカメラを購入したところ、ハードディスクが故障し、デ

ータが再生できなくなったとして、製造業者等の被告に対して損害賠償

を求めた事案。  

【判決要旨】  

 原告がビデオカメラの欠陥の存在を証明できなかったことから、損害

賠償請求が否定された。  

 

判例２９ 東京地判平成 21 年  5 月 20 日判例タイムズ１３０８号２６

０頁  

【事案概要】  

 健康食品等を販売する原告が、被告のホスティングサービスを利用し

て、ウェブサイトを運営していたところ、サーバー障害によりデータが

消失したとして損害賠償を請求した事案。  

【判決要旨】  

免責規定を元にデータの消失を防止する義務を負わないとした上で、実

質的に考えても、被告は本件利用規約に責任制限規定や免責規定を設け、

これを前提として料金を設定して契約者から料金の支払を受けて共用

サーバホスティングサービスを提供しているところ、サーバは完全無欠

ではなく障害が生じて保存されているプログラム等が消失することが

あり得るが、プログラム等はデジタル情報であって、容易に複製するこ

とができ、利用者はプログラム等が消失したとしても、これを記録・保

存していれば、プログラム等を再稼働させることができるのであり、そ

のことは広く知られている（弁論の全趣旨）から、原告らは本件プログ

ラムや本件データの消失防止策を容易に講ずることができたのである。

このような原告ら及び被告双方の利益状況に照らせば、本件サーバを設

置及び管理する被告に対し、原告らの上記記録を保護するためにその消

失防止義務まで負わせる理由も必要もないとした。  

 

判例３０ 東京地判平成２１年８月７日判例タイムズ１３４６号２２

５頁  

【事案概要】  
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変圧器製造工場を運営する原告が、被告の熱風循環式乾燥装置から出火

したとして、損害賠償を求めた事案。  

【判決要旨】  

原告は、本件火災により、本件工場内に設置されていたコンピューター

が焼損し、コンピューターに保存されていた変圧器の設計図、管理デー

タ、測定データ、実験データなどが滅失した旨主張するが、上記データ

が財産的価値を有すると認めるに足りる証拠はない。また、重要なデー

タであれば、バックアップするのは常識であるとしてこれを否定した。 

 

判例３１ 東京地判平成 21 年  9 月 30 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2009WLJPCA09308009）  

【事案概要】  

 ブロードバンド接続サービスを提供している被告とリモートサポー

トサービス契約を締結した原告が、被告の電話サポートに従って、パソ

コンを操作していたところ、パソコンが故障したとしてデータ復旧費用

等を請求した事案。  

【判決要旨】  

被告オペレータの原告に対する指示どおりの操作を原告が行ったこと

が原因で原告のパソコンが故障し、パソコンに保存されていたデータが

消失したとは認め難いとした上で、バックアップ指導をする義務はなか

ったとした。  

 

判例３２ 東京地判平成２２年１月２２日ＬＬＩ／ＤＢ  判例秘書登

載（判例 IDＬ０６５３００９３）  

【事案概要】  

 システム開発プロジェクトの下請けである原告は、元請けである被告

に対し報酬等を請求した。被告は、原告に対し、原告がデータベースを

消去したとして、損害賠償を求めた。  

【判決要旨】  

原告は、テスト用のデータを消去するつもりで誤って本番環境のデータ

ベースを消去してしまったことから、再入力により復旧を行ったとした

上で、被告はユーザーに６億２１７２万０３９８円を支払っているとこ

ろ、データ消去等により、被告はユーザーに対する信頼を喪失し、その

結果かかる損害賠償を行うことになったものと認められるとして損害
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賠償を認めた。  

 

判例３３ 東京地判平成２３年２月２３日労働経済判例速報２１０３

号２８頁  

【事案概要】  

 被告の元従業員である原告が、被告が原告に貸与していたパソコンの

データを初期化したとして損害賠償を請求した事案。  

【判決要旨】  

被告が退職する従業員に貸与していたパソコンを初期化してデータを

消去すること自体は、特に問題のある行動であるとは考えられないとし

た上で、自分の重要な情報を、勤務先のパソコンに、バックアップしな

いままに保存することは被告にとって予見不能として相当因果関係を

欠くとした。  

 

判例３４ 東京地判平成 23 年  4 月 15 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2011WLJPCA04158001）  

【事案概要】  

 広告看板設置会社である原告が、その従業員であった被告に対し、被

告が業務用のパソコンデータを抹消した等として損害賠償を請求した

事案。  

【判決要旨】  

被告は、提案書、業務に対するメールデータ、広告看板データ等を抹消

したとした上で、専門業者への復旧作業費用として４４万３１００及び

４７万９８５０円を要し、広告看板データが削除された分について、必

要なデータを同画面上に復旧し、再度掲示するには、専門業者に依頼し

てシステム・プログラム等の調査をした上で具体的な復旧作業を依頼し

なければならなくなり、これに１７３万２５００円を要したとして、損

害賠償を認めた。  

広告看板の宣伝活動が阻害されたことが認められるが、具体的得べかり

し利益の証拠が不足しているが、原告は契約成立の機会を失って何らか

の損害を被ったこと自体は容易に推認することができるとして、損害の

最小認定の観点からみても５０万円を下らないと認めた。  
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判例３５ 東京地判平成２３年９月２１日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2011WLJPCA09218019）  

【事案概要】  

 原告が、原告の元役職員であった被告が、原告のパソコン内のソフト

及び分析データを削除したと主張した事案。  

【判決要旨】  

被告が原告のパソコン内のソフト及び分析データを削除したとは認め

るだけの証拠はないとした。  

 

判例３６ 東京地判平成２４年３月２７日労働判例１０５３号６４頁  

【事案概要】  

 被告の元従業員である原告が懲戒解雇をされたとして被告に対し、解

雇無効等を主張したところ、被告が原告がＵＳＢメモリを紛失したとし

て損害賠償を求めた。  

【判決要旨】  

紛失時ＵＳＢメモリに記録されていたデータの内容は証拠上不明であ

る上、それが流出したか否かも不明であるが、このことをもって、被告

会社が損害額の立証を尽くしていないと評価するのは相当ではない。こ

のような点からすれば、現時点においては、将来的な流出の危険性にさ

らされるという被告会社のリスクを無形の損害として評価する他はな

いところ、諸般の事情を考慮すれば、上記紛失による被告の損害は、Ｕ

ＳＢメモリ自体の価額も含めて、30 万円と認めるのが相当であるとした。 

 

判例３７ 東京地判平成 25 年  3 月 13 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2013WLJPCA03138008）  

【事案概要】  

ウェブコンテンツ作成等を請け負った被告が、Google Analytics（伏せ

字であるが、そのように推測される）のアカウントを削除し、過去のア

クセス情報が消滅したとして、原告が損害賠償を求めた事案。  

【判決要旨】  

本件アカウントに蓄積されていた過去のデータをどのように分析し、商

品仕入れの予測に活用していたのかを裏付けるに足りる具体的な証拠

はない等とした。  

在庫保管費用については Google Analytics のアカウントを再稼働すれ
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ば、直近の本件サイトへのアクセス数、アクセスの経路、検索した際の

キーワード、ページごとの閲覧数、閲覧者の動向は把握可能なのであっ

て、本件アカウントに蓄積されていた過去２年間の上記のデータがなけ

れば、予測が立てられないということは考え難いとして否定した。  

売り上げ減少は検索エンジン最適化対策がとられなかったことに起因

する可能性が高い（後記のとおり、過去２年分のデータが蓄積されない

と、効率的な検索エンジン最適化対策がとれないことを認めるに足りる

的確な証拠はない。）と推認されるのであって、Google  Analytics に蓄

積されていた２年分のデータが消失したこと自体に起因するものとは

認められない。  

そして、Google Analytics 再稼働のためにはウェブサイトにコードを書

き込む費用として６万７２００円が必要としてこれだけを認めた。  

免責規定の適用は否定された。  

 

判例３８ 東京地判平成 25 年 11 月 14 日ウエストロー・ジャパン（判

例 ID 2013WLJPCA11148002）  

【事案概要】  

建物建築の配管配線などの集計データを作成する会社である原告が、原

告に勤務していた被告が、退職に際して被告に貸与されていたパソコン

内等のデータを消去するなどしたため損害を被ったと主張して損害賠

償を求めた事案。  

【判決要旨】  

データがなくなり、追加変更業務の依頼がなくなったという点はこれら

のデータがなければ、設計変更、仕様変更等のあった場合に対応できな

いとまでは認められず、データの消去によって、原告が、得べかりし利

益を失ったと認めることはできないとして否定した。  

復元のために従業員が費やした人件費は、被告が消去したデータが原告

の業務にとって有用であることは認められるから、これに関する調査や

復元のための費用は、被告の行為と相当因果関係のある費用と認めた。 

データ復元のためのソフト代金は結果的に失敗しても損害と認めた。  

 

判例３９ 東京地判平成２５年１１月２６日ウエストロー・ジャパン

（判例 ID 2013WLJPCA11268014）  

【事案概要】  
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原告である社団法人が、元理事である被告に対し、返還されるべきサー

バーを破壊し、使用することができない状態にしたとして損害賠償を請

求した。  

【判決要旨】  

破壊されたサーバーの復旧に要する費用は、メインサーバーにつき２７

０万９０００円、バックアップサーバーにつき８６万７３００円である

と認められ、これが被告が被った損害であると認められるとした。  

原告は、サーバーを復旧してもデータが回復される可能性は低いから、

サーバーの復旧費用は損害に当たらない旨主張するが、データの回復が

どの程度可能かは復旧を試みなければ明らかではないことからすると、

サーバーを復旧する必要はあると認められるから、原告の上記主張は採

用することができないとした。  

被告は、サーバー内のデータ、情報の消失により５００万円の損害を被

ったと主張するが、データ、情報の内容は明らかではないし、データ、

情報の消失による損害が５００万円に上ることを認めるに足りる証拠

もないとした  

 

判例４０ 東京地判平成２５年１１月２６日ウエストロー・ジャパン

（判例 ID 2013WLJPCA11268010）  

【事案概要】  

被告の元代表取締役である原告が、被告に対し報酬等の請求をしたのに

対し、被告が、原告がデータを消去したと主張した事案。  

【判決要旨】  

原告は、バックアップが存在するとの理解を前提に、退社時にパソコン

内の機密情報を消去したと主張した。そして、被告からはバックアップ

が存在したか否かについて、積極的な反論や客観的な証拠は何ら提出さ

れていないことから、原告が、バックアップを講じていないことを知り

ながら機密情報を消去したと認めることはできないとした。  
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はじめに 

情報化社会の進展に伴い，標的型攻撃のような高度な攻撃の増加が問

題になっている．標的型攻撃とは特定の組織を狙ったサイバー攻撃であ

り，攻撃の発見を困難にするための様々な工夫が施されている特徴があ

る．そのため，標的型攻撃は他のサイバー攻撃よりも脅威とされており，

この攻撃への対策を検討する必要性が高まっている． 

昨今，標的型攻撃に特化した対策が開発されているが，対策の種類が

増えすぎたため，全ての対策を導入することは困難である．そのため，

対策を絞って導入する必要があるが，闇雲に対策を導入したところでそ

れらが生み出す効果が全体として大きいとは言い難い．さらに，セキュ

リティへのリスク対処が運用の負担の増大などの新たなリスクを生み

出す派生リスクの問題が存在する．そのため，コストやリスク低減効果

や派生リスクを考慮しつつ対策を検討する必要があると考える． 

この問題に対し筆者らは，イベントツリー分析を利用して標的型攻撃

の分析を行い，最適な対策案を算出するツールの開発を行った [1]．し

かしイベントツリー分析だけでは標的型攻撃の分析は不十分であった

ため，本稿では新たなアプローチとしてイベントツリー分析とフォルト

ツリー分析を組み合わせた手法を分析ツールに実装した． 

また，先行研究では対策のコストと効果のみに着目し，対策の利用者

や運用者の負担（以下，派生リスク）を考慮していなかった．対策の負

担は各個人や導入する環境によって変わるため，派生リスクを考慮しつ

つ最適解を算出するのは困難なためである．そこで本稿では，佐々木良

一らにより考案された多重リスクコミュニケータの構想 [2][3]を基に，

最適解を算出した後に対策の導入に関わる関与者の間でコストと派生

リスクを考慮したリスクコミュニケーションを行い．関与者間の合意を

図ることでより良い最適解を導く手法を提案する．  

本論文では，標的型攻撃分析ツールの概要および適用方法について述

べた後，算出された最適解を検討することでツールの有効性を評価する．

また，ツールを用いてリスクコミュニケーションを行い，その適用結果

について報告する． 
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1. 最適な対策案を求める手順 

標的型攻撃への最適な対策案の組み合わせを求める分析ツールとし

て，APT Analyzer を開発した．ツールの概要を図 1 に示す． 

 

図 1．APT Analyzer の概要図 

 

 事前準備部 

(1) 対象の決定 

最適な対策案を求めるにあたり，組織の人数や，PC・サーバ台数等の

分析の前提を考慮する必要がある．そのため，どのような組織に対し

て標的型攻撃の対策を導入するのかを決定する．  

(2) 標的型攻撃の分析 

標的型攻撃は公開サーバへの不正アクセスや，メールを利用した成り

すまし攻撃等の標的を絞った攻撃手法の総称であり，様々な攻撃シー

ケンスが存在するが、侵入後は共通性が高い。そこで、実際に起きた

標的型攻撃の事例を基に分析をすることで，攻撃の流れを具体的に把

握し，詳細な分析を行う． 

(3) リスク分析 

(2)の分析結果にイベントツリー分析とフォルトツリー分析を適用

し，標的型攻撃によって被るリスクを推定する．  

(4) 各種対策案の決定 

標的型攻撃への対策は様々なものが存在するため，(1) ～ (3)まで
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の分析結果を基に導入する対策案のリストを作成する．また，対策案

の効果やコスト，派生リスクの値付けを行う． 

(5) 目的関数・制約条件の決定 

最適な対策案の組合せを求めるのに必要な目的関数と制約条件を決

定する．  

 最適解演算部 

(6) 最適解の求解 

事前準備で設定した値を基に，最適な対策案の組み合わせを算出す

る．また，制約条件を設定し，最適解を算出する． 

(7) 最適解についての話し合い 

(6)で算出された最適解に対しリスクコミュニケーションを行い，関

与者間で合意形成を図る．合意形成が取れるまで，制約条件や設定し

た値を変更し，繰り返し最適解を算出する． 

 

APT Analyzer の構成を表 1 に示す． 

 

表 1．APT Analyzer の構成 

 

本ツールは，Excel をベースにマクロ言語を用いて機能を追加したも

のであるため，インストールや外部のサーバを必要としないスタンドア

ローンなツールとなっている．また，事前準備の標的型攻撃の分析及び

リスク分析さえ終わっていれば，利用者のみで運用が可能となっている． 

 

2. 最適解演算のための事前準備 

 

2.1. 対象の決定 

分析対象は，EC サイトを運営している中小規模の企業を想定した．中

小規模の企業であっても踏み台として攻撃されることがあることが知

られている．この企業を想定した理由は 3 つあり，1 つ目は中小規模の

企業はセキュリティ対策があまり取られていないだろうということ， 2

つ目はこの事業規模で重要な顧客情報を扱っているサービスは EC サイ

トが適切であること，また 3 つ目はインターネットが普及してきた昨今
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ではこのような企業が今後増えるだろうと予想したためである．企業の

構成を表 2 に示す．  

表 2.企業内構成 

 

2.2. 標的型攻撃の分析 

標的型攻撃の事例として，2011 年 7 月に行われた衆議院への標的型攻

撃[4]を対象とする．この事件では，3 台の端末に対しマルウェアが添付

されたメールが送信され，そのうち１台が添付ファイルを開封したこと

により，マルウェアに感染したことが発端となっている． 

事件の流れとして，まず感染した端末に対して，情報の窃取を目的と

した新たなツール群をダウンロードさせた．そのツールにより端末の不

正操作が可能になり，端末内の情報や組織内ネットワークの情報を窃取

した． 

次に攻撃者は，取得した情報を基に運用管理端末と Active Directory

サーバ(以下，AD サーバとする)に不正アクセスし，端末および AD サー

バ内の情報の窃取とマルウェアを埋め込んだ． AD サーバに埋め込まれ

たマルウェアにより，AD サーバと不正サイトの通信が可能になった． 

更に，AD サーバにログオンした他の端末にマルウェアがコピーされ，

組織全体に感染が広がることとなった． 

 

2.3. リスク分析 

衆議院への標的型攻撃事件に対して，イベントツリー分析を適用した．

(図 2)  
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図 2．標的型攻撃のイベントツリー  

 

本イベントツリーの適用手順は以下のとおりである． 

(ア)  イベントツリー分析は，事件 / 事故の引き金となる事象を初

期事象と呼び，これをリストアップする．本事件は，攻撃者の目

線から考えると，図１の左上に示すように「攻撃者が標的型攻撃

のメールを送信した」ことが発端であると言える．  

(イ)  初期事象が決定すると，次にイベントツリーの構造を決定する．

一般的なイベントツリーの適用方法は，例えば火災が発生した事

象を初期事象に置き，それを保証する安全対策を各事象とする．

しかし，本イベントツリーは攻撃者の目線から考えているため，

3.2 節での調査結果を基に，事件の中で行われたと思われる攻撃方

法を各事象とした．(表 3) 
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表 3．イベントツリーの事象 

 

(ウ)  フォルトツリー分析を利用して，各事象の成功確率を計算する．

フォルトツリー分析を利用した計算方法については後述する．続

いて各事象の成否の組み合わせをシーケンスとして表現し，各事

象の成功確率を用いてシーケンス別の攻撃の成否確率を計算する．  

(エ)  イベントツリーのシーケンスごとに影響の大きさの推定を行

う．影響としては，マルウェアに感染した PC の復旧費用や，PC の

停止に伴う売上の損失，情報漏えいに伴う顧客へのお詫びおよび

顧客からの信頼の低下，の 4 項目が考えられる．  

(オ)  最後に(エ)，(オ)の結果より，シーケンスごとに両者の積をと

りリスクを計算する．そして，各リスクを合計することで，全体

のリスクを算出する． 

 

イベントツリーの適用手順(エ)において，各事象の発生確率を求める

に当たり，標的型攻撃は各事象が単一の原因で発生することは希である

ため，それぞれの事象の発生原因を詳細に分析する必要があると考えた． 

そこでイベントツリーの各事象にフォルトツリー分析を適用し，各事

象の発生に至る攻撃方法とその攻撃が発生する確率について分析を行

った． 

イベントツリー②の事象を例にとると(以下，フォルトツリー②とす

る)，図 3 のようになる． 
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図 3．フォルトツリー② 

 

本フォルトツリーの適用手順を以下に示す． 

A)  フォルトツリー分析は，最も起こって欲しくない事象を頂上事

象と呼び，これが起こる原因をリストアップする．図 3 において

は「一人の PC をマルウェアに感染させる」を頂上事象としており，

イベントツリー②の事象と少し異なっているが，理由は後述する． 

B)  頂上事象が決定したら，次にフォルトツリーの構造を決定する．

まず，頂上事象の発生原因である下位事象（図 3 では P2.1，P2.2，

P2.3)を推定し，AND もしくは OR ゲートを設定する．また，下位事

象の発生原因が複数有るならば，その事象を中間事象とし，同じ

ように下位事象の推定（図 3 では P2.3.1，P2.3.2)と，ゲートの設

定を行う． 

C)  統計データや有識者の意見等を用いて，各下位事象の発生確率

を推定する．頂上事象および中間事象の発生確率は，下位事象の

発生確率から計算する． 

D)  対策は下位事象にのみ効果があり，対策事象としてフォルトツ

リーに記述する．対策の効果は，効果の数値分だけ下位事象の発

生確率を下げることが出来る． 

 

フォルトツリーの適用手順(A)において，頂上事象を「だれか一人の

PC をマルウェアに感染させる」としなかった理由は，「一人の PC をマ

ルウェアに感染させる」確率を算出した後に，「だれか一人」の部分の

確率を計算しなければならないためである．  

このような計算は，k out of n として表現することができ(例：n 人

のうち k 人をマルウェアに感染させる等)，例外的にフォルトツリー②

に対してのみ適用される．理由は，他のフォルトツリーに k out of n

として表現できるものが存在しないためである．  
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計算式は付録にて記す．また，その他のフォルトツリーの図も付録に

て記す． 

 

2.4. 対策案の作成 

標的型攻撃の分析において用いられる対策は，IPA が推奨している対

策[5]や有識者の意見の中から判断し，前節までの分析結果において関

係が深いと思われる対策を 14 個抜粋した．(表 4，表 5) 

 

表 4. 対策案一覧 

 

表 5．対策案のパラメータ 
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各表についての説明を以下に示す． 

 表 4 

表 4 は対策の番号，対策の名称，対策がどこに適用されるのか，同一

関係の対策または排他関係の対策が存在するかを表している． 

適用範囲はフォルトツリーの各下位事象に対応している．ただし，フ

ォルトツリー②に対してのみ適用範囲が P'となっているものがあり，こ

の対策は適用対象の下位事象と計算した後に，「だれか一人の PC にマル

ウェアを感染させる」に計算結果を適用する．理由は，該当する対策 J1，

J3，J4 はツールを用いた対策なので組織全体一律に効果があると言え，

「だれか一人」の部分に適用される．それに対し，該当しない対策 J2

は教育対策なので個人に留まった効果しかない．つまり，対策 J2 は「一

人の PC をマルウェアに感染させる」までの部分が対象であると言える． 

同一関係とは，導入する対策が同一のツールまたは手法であるにも関

わらず，適用範囲と効果が異なるため，別の対策として切り分けられた

対策同士の関係を言う．例えば，対策 J3，J4 は同じアンチウィルスソ

フトを指しているが，未知ウィルスに対しての効果と既知ウィルスに対

しての効果が異なるため，別の対策として切り分けを行った．また，同

一関係の対策のコストや負担度は，片方が導入されたらもう片方も自動

的に導入されるため，片方分のパラメータしか加算されないことにして

いる． 

排他関係とは，一方の対策を導入すると，もう一方の対策を導入でき

ない対策同士の関係を言う．  

 

 表 5 

表 5 は対策の番号と対策の効果，導入する際のコスト，運用する際の

コスト，対策を利用する際の従業員の利便性の負担度，または運用者の

運用性の負担度を表している． 

対策の効果は 3.3 節フォルトツリーの適用手順(C)で示したとおりで

ある． 

対策の導入コスト，運用コストの算出方法は以下のとおりである． 
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導入コスト： 

・ハードウェア購入・設置費用 

・ソフトウェア購入費用 

・社内人件費用 

・外部委託費用 

・作業時間に伴う売上の損失 

 

運用コスト： 

・社内人件費用 

・保守・サポート費用 

・ライセンス費用 

・設定ミス等による，サービス停止に伴う復旧時間分の売上の損失 

 

対策の導入は 1 回分の費用，運用は年間の費用を考慮し，導入コストは

１年分の費用，運用コストは 3 年分の費用を設定した． 

対策の導入に伴う従業員や運用者の派生リスクとして，従業員の利便

性負担度と運用者の運用性負担度を設定した．値の算出方法は，負担度

に 6 段階のレベルを設定して，有識者の意見を基に対策に応じた負担の

レベルを決定する．(表 6) 

 

表 6．利便性負担度・運用性負担度の指標 

 

2.5. 目的関数・制約条件の決定 

様々な対策案の組合せが存在する中で，制約条件を満たしつつ，トー

タルコストを最小にする最適解を導出する必要がある． 

3.3 節のイベントツリー適用手順(オ)で示した全体のリスクの和と対

策コストを加算したものをトータルコストとし，トータルコストが最小

になるものを目的関数とする．目的感数の値が最も小さい対策案の組み
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合わせが最適解となる．  

対策コストは，年間でどれくらい掛かるのかを分かりやすくするため

に，1 年分の導入コストと 3 年分の運用コストを加算し，3 年で除算し

た値とした．  

制約条件は標的型攻撃のリスクと対策コスト，または派生リスクを設

定し，それぞれの値より小さい最適解を算出する． 

それぞれの定式は付録にて記す． 

 

3. 最適解の算出と分析 

3.3 節のフォルトツリー分析において対策案を何も採用しなかった場

合，イベントツリー分析の各事象の成功確率は表 7 のようになる． 

 

表 7．イベントツリーの各事象の成功確率 

 

表 7 の初期事象は，衆議院への標的型攻撃の事例を参考にし，想定組

織に年 3 回の攻撃があると設定した．また，イベントツリーの各シーケ

ンスにおける影響の大きさは表 8 のようになった． 

 

表 8．イベントツリーの各シーケンスにおける影響の大きさ 

 

上記の値を基に，目的関数と攻撃の成功確率を計算すると表 9 となる． 
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表 9．何も対策をしていない状態の目的関数と攻撃の成功確率 

 

次に，制約条件を設定せずに最適解を算出すると分析ツール上では図

4 のように算出される．この表から表 10 のような結果であることが分か

る． 

 

図 4．APT Analyzer による最適解の算出結果の一例 

 

表 10. 制約条件無し最適解の算出 

 

表 9 と比べると目的関数と攻撃成功確率共に大幅に減少していること

が分かる．つまり，作成した対策案は有効であり，対策の掛け合わせも

より効果が期待できることが言えるが，全ての対策が取られているわけ

でない．その理由として，J9 の対策においては，J8 の対策と排他関係

にあるからである．また，J14 の対策が取られない理由は，最終事象へ
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の対策であるため，他の対策が選択されていれば取る必要がないためだ

と思われる． 

続いて，制約条件の対策コストを 100 万円から 1200 万円まで 100 万

円刻みに設定してそれぞれ最適解の算出を行った。この結果、コストと

目的関数値，算出された対策案の関係は表 11 に示すようになる。また、

対策毎に最適解に算出された回数を比較すると図 5 となる． 

 

表 11．対策コスト，目的関数，算出された対策案の関係 

 

 
図 5．対策毎の最適解算出回数の比較 

 

図 5 から， J2，J5，J6，J10，J12 が多く算出されたことが分かる．

それぞれの対策が多く算出された理由を考察すると，J2 の対策は入口に

おける教育対策であり，日々のメールに対し標的型攻撃の意識を持つこ

とで，攻撃の発生回数を抑えられるためだと思われる．また J5，J6 の

対策は出口対策であり，入口対策で防げないマルウェアの感染を阻止す
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る新しい対策として有効であると判断されたためだと思われる．さらに

J10，J12 の対策は感染拡大を防止する対策であり，たとえ 1 台が感染し

てもさらなる感染拡大を抑えることで最終的なリスクは低くなると判

断されたためだと思われる． 

以上の分析結果から，入口対策だけでなく，出口対策や感染拡大防止

対策などを相互に組み合わせて実施することが望ましいと言える．この

結果は，セキュリティ専門機関の見解と矛盾したものとなっておらず，

しかも様々な条件で望ましい対策案の組み合わせが求められることか

ら，本手法は有用性があると考えられる． 

  

4. リスクコミュニケーションの実施 

提案手法の有用性が確認できたため，分析ツールを用いて関与者間で

リスクコミュニケーションを行い，対策計画時における円滑なコミュニ

ケーションの提供と，組織にとってより良い最適解の算出を行うことと

した． 

リスクコミュニケーションは実際の関与者に参加してもらって行う

ことが望ましいが，今回はロールプレイによって実施することとし，関

与者のロールプレイヤーを以下のように設定した． 

 

関与者のロールプレイヤー 

・経営者 : 教授 

・運用管理者 : 筆者 

・従業員 : 研究室の学生 

 

経営者からは対策のコストあるいは攻撃のリスクについての意見，運

用管理者からは対策の運用負担度についての意見，従業員からは対策の

利便性負担度の意見があるという前提でリスクコミュニケーションに

関するロールプレイを実施してもらった． 

リスクコミュニケーションの流れを図 6 に示す． 
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図 6．リスクコミュニケーションの流れ 

 

以下に，今回行われたリスクコミュニケーションの過程を報告する．  

イ) 表 9，表 10 結果を基に，制約条件の設定を行っていく．まず，経

営者から対策コストが高すぎるという意見があったので，対策コス

トは全ての対策を採用した際の値の半分の値に設定した．また，運

用性負担度が全ての対策を採用した際の値の 90%だったため，運用

者から負担度を下げて欲しいという意見があったので，対策コスト

と同様に値を設定した．設定した制約条件が表 12 となり，最適解

は表 13 のようになった． 

 

表 12．制約条件 A 

 

表 13．最適解 A 
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ロ) これらの結果を関与者に提示した．経営者は最適解 A を見て，リス

クが高すぎるため，対策コストはもう少し掛けてもいいから，2 億

までに抑えて欲しいと提案した．そこで，リスクを２億円，対策コ

ストを 1000 万円，運用性負担度はそのままで制約条件を設定し，

最適解を求解した．その結果，制約条件が厳しすぎるため最適解は

算出されなかった． 

そのため経営者は運用者に，運用性負担度ももう少し負担して欲し

いと提案し，運用者は了承した．制約条件を表 14 のように設定し，

最適解の求解結果は表 15 となった． 

 

表 14．制約条件 B 

 

表 15．最適解 B 

 

ハ) 経営者は，最適解 B のリスクと対策コストに満足したが，運用者は

「サーバに自動アップデートを設定する」対策が導入されているこ

とに不満の声が挙がった．自動アップデートは，サービスの停止等

の問題が起こりやすく，復旧のリスクが高いため採用しないで欲し

いという要望である．そこで，制約条件を表 16 のように設定し，

最適解を求解した結果が表 17 となった． 

 

表 16．制約条件 C 
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表 17．最適解 C 

 

ニ) 従業員は，負担になるような対策が取られていないため，最適解 C

に満足した．運用者は，運用性負担度が少し高い気もしているが，

一番負担が掛かる対策は取られていないため，最適解 C で良いとし

た．経営者は，リスクが 2 億円を超えておらず，初期状態と比べて

攻撃の成功確率も大幅に下げることが出来ることに満足し，最適解

C を採用することにした．この結果，関与者間で合意を形成するこ

とに成功した． 

 

今回の実験は，ロールプレイヤーによるものであるが，様々な要因を

考えつつよりよい対策の組み合わせを求めるのに有用である見通しが

得られた．他の実験参加者も同じ意見であった． 

 

5. おわりに 

本稿では，標的型攻撃のリスク分析ツールを開発し対策計画時におけ

る円滑なリスクコミュニケーションの提供および最適な対策案の組み

合わせの算出について報告した． 

今後は，本稿の内容をさらに発展させ，サイバー攻撃全般の対策計画

時における円滑なコミュニケーションを支援するツールの開発を目指

していきたいと考えている． 
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付録 

 k out of n の計算式 

今回は「組織内のだれか一人を…」ということなので，k を 1 として

考える． 

だれか一人を感染させる確率は，n 人の内 1 人でも感染させる確率と

同じ意味なので，計算式は以下のとおりである． 

 

計算式：  

P : 一人の PC がマルウェアに感染する確率 

n : 標的型メールが送られる人数 

 

 フォルトツリー 

フォルトツリー①～⑨を図 7～14 にて示す． 

 

図 7．フォルトツリー① 

 

 

図 8．フォルトツリー③ 

 

 



68 

 

図 9．フォルトツリー④ 

図 10．フォルトツリー⑤ 

 

 

図 11．フォルトツリー⑥ 

 

 

図 12．フォルトツリー⑦ 

 

 

図 13．フォルトツリー⑧ 

 

 

図 14．フォルトツリー⑨ 



69 

 

 

 目的関数・制約条件の定式化 

目的関数を定式化すると(1)のようになる． 

Minimize: 

 

(  

はイベントツリー分析における l 番目のシーケンスのリ

スク 

L はイベントツリー分析のシーケンス数 

は対策案数 

は i 番目の対策コスト 

 

対策案の採用には 0-1 変数を用いて表現する．対策案を採用する場

合は変数 X に 1 を代入し，採用しない場合は X に 0 を代入する．(1)

では がこれに当たる． 

 

制約条件はイベントツリー全体のリスク，対策コスト，利便性負担

度，運用性負担度であり，定式化すると(2)～(5)となる． 

Subject to: 
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ここで は，それぞれ制約条件として設定した，リス

ク，対策コスト，利便性負担度，運用性負担度とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

佳作（インターネットモラル向上対策賞） 

 

デジタルネイティブから見た 

インターネットモラル 

～道徳、倫理から責任へ～ 

 

 

 

 

 

 

東京理科大学   工学研究科  

機械工学専攻   修士 1 年  

保福 優樹  
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１．はじめに デジタルネイティブと呼ばれた世代 

 

 「デジタルネイティブ」「ネット世代」－自分達の世代は、しばしば

そのような言葉で呼ばれることがある。 

小学生の頃、学校にコンピュータルームが設置されパソコンの授業が

始まった。小学校高学年、2000 年頃には自分の周りではほぼ全ての家に

「一家に一台」のパソコンが当たり前となりつつあった。時をほぼ同じ

くして、携帯電話があっという間に普及し、ADSL 等の実用的な高速回線

も広まった。これは統計データとしても、自分の感じ方でも、まさに「爆

発的普及」であった。現在一般に言う「情報化社会」の始まりは（学術

的な言葉の定義は置いておいて）この時期であったのではないか、自分

はそう感じている。 

そんな 2000 年代を目の当たりにしてきた平成生まれの自分は、ちょ

うど「デジタルネイティブ第一世代」とされる。インターネットの存在

自体はごく当たり前の存在のように感じているし、現在周りを見渡せば

同級生のスマートフォンの普及率はほぼ 100％、そして大半の知り合い

が何かしらの SNS－ソーシャル・ネットワーキング・サービスや LINE な

どの連絡ツールを利用しているという状況だ。自分たちの世代でそれら

を何も利用していないと言うと、驚かれるほどである。 

 そんな環境の中、最近報道ではインターネット上での不適切投稿等が

しばしば取り上げられる。2013 年にはアルバイトスタッフが食品や設備

を不衛生に扱い、その写真を SNS 上に投稿したという問題が多数報道さ

れ、企業が対応に追われたり関連語が流行語大賞の候補となったりする

など社会問題ともなった。 

インターネット黎明期からこのように個人や組織のインターネット

上での発言が問題となる、いわゆる「炎上」と呼ばれる事態や、安易な

情報管理に対する認識から個人情報や企業の秘密情報が流出してしま

うという問題が起こっており、以前からこの問題の議論は存在した。か

つてはそれをネット上のエチケット、「ネチケット」と呼んでいたのだ

が、近年では「インターネットモラル」という言葉を主に目にするよう

になった。自分は「エチケット」より「モラル」という言葉の方がより

強く、守られなければならないという印象を受けるが、そのような言葉

に変化したのはここ数年でインターネット上の問題が広く一般に周知

されるようになったからではないだろうか。 
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このようにネット上の問題が現実の社会問題化する中で、特に若者の

インターネットモラルや、年少者の携帯端末の利用はどうあるべきかと

いう議論も頻繁に見かけるようになってきた。「エチケット」が「モラ

ル」に変わり、以前から続く議論が「ようやく」本格化する中、デジタ

ルネイティブ世代、もっと上の「途中からデジタルが流入した世代」そ

して「これからの世代」には何を、どのような機会に伝えていけば良い

だろうか。インターネットの一般への普及とそれを取り巻く環境の変化

を見てきたデジタルネイティブ第一世代としての自分の視点を交えな

がら、検討してみたい。 

 

 

２．現在発生している問題とは 

 

まずは現在、しばしば報道されるような問題にはどのようなものがあ

るか、見ていこう。 

最初に、先程も挙げたようにアルバイトスタッフが食品や設備を不衛

生に扱った写真の投稿がある。過去の投稿から不適切な写真が発見され

た例もあったし、報道にも関わらず、新たに真似をするような事態も発

生していた。ニュースで大きく報道され、企業が公式に謝罪、スタッフ

を処分する事態となった後もそのような投稿の発覚は後を絶たず、企業

は本格的に対策に追われることとなった。連日の報道は、アルバイトを

雇う企業の人にも、広く一般の人にも、インターネットが抱える問題を

考えさせる要因としては十分であったかもしれない。 

 他の例としては、未成年飲酒やいじめなどの反社会的行為、更には万

引きや無銭飲食といった犯罪行為をしたことを公開してしまうという

事例もあった。所属が判明して学校や企業から処分を受けることも多発

したため、高校や大学でも、不用意な発信をしないように、と学校の掲

示で注意を呼びかける事態である。 

 さらに、情報の管理が不適切であったという事例も存在する。本来機

密であるべき顧客情報を扱う人間が、例えば芸能人が利用していたとか

で、その情報を発信してしまったり、まだ情報が解禁されていない商品、

イベント等に関わったスタッフが情報を漏らしてしまったりなどの例

がある。この問題が表面化して大きく取り上げられるようになった後、

企業は情報保持にも神経質になる必要に迫られた。 
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３．なぜインターネットモラルは失われたか 

 

 これらの問題はインターネットモラルの欠如が原因であると言われ

るが、原因追求をここで終わらせてしまうのではなく、一歩先に踏み込

んでインターネットモラルが失われた原因まで考えを進めたい。それは、

自分が見てきた近年のインターネット、特に SNS の発展の歴史の中に答

えがあるように思われる。 

SNS－ソーシャル・ネットワーキング・サービスと呼ばれるものは現

在では多数存在するが、自分が初めて身近に感じた、あるいは SNS とい

う言葉自体を知ったのは、日記型投稿サービスである mixi であったと

思う。当初から「炎上」や、「mixi 疲れ」などと呼ばれる一種のテクノ

ストレスが話題になることはあったが、今ほど問題が表面化することは

無かった。当時の SNS は既にある程度ネットに慣れた人が参加する割合

が多く、そういう人達はなんとなくインターネットモラル（ネチケット）

を肌で学んでいたことが理由ではないだろうか。自分も当時既にある程

度インターネットに慣れていたが、多少なりとも体感で学ぶということ

はあったのだと思う。2000 年代半ば、当時高校生であった自分の周りで

SNS は確かに流行していたが、現在のように誰もがというレベルでは無

く、それまでにも数多く存在したインターネットコミュニティの間口が

少し広くなったという程度であった。その間も沢山のコミュニティが登

場し、消えていって、そのような状況が数年は続いていたようだった。 

しかし 2010 年頃、インターネットの利用環境に大きな変化があった。

スマートフォンの爆発的普及である。スマートフォンは携帯電話とパソ

コンの境界線を曖昧にし、携帯電話と同等の大きさでありながらパソコ

ン並みの性能を備え、インターネットの表示もそれまでの携帯電話のよ

うな簡略化したものではなく、まさにパソコンと大差無いものであった。

また、SNS 閲覧の専用アプリケーションの存在もあって、これまであま

りインターネットを利用してこなかった人達への間口が非常に広がる

ことになった。そこからは利用者の拡大と、それに伴う更なる SNS の利

便性と面白さ、楽しみ方の拡大によって SNS の利用が急速に広がること

になる。今や誰もが暇さえあればスマートフォンに向かう、という状況

はしばしば風刺的に言われるほどである。 
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さて、先ほど「自分はインターネットモラルを体感で学んできた」と

書いたが、ここで重要なのは、実は「正式な教育を受ける過程はどこに

もなかった」ということである。議論の煮詰まりや対策、教育の機会の

提供が間に合わないほどに、その時代を経験してきた自分でさえ把握で

きないほどに、あっという間の普及であった。自分は比較的インターネ

ットモラルに対する関心度は高いと思うが、それでも体感ではなく、正

しく勉強するためには自分で能動的に調べる必要があった。つまり、こ

れまでさほどインターネットを利用していなかった人にとってみれば、

インターネットモラルという概念すら馴染みの薄いものである。そうい

う人の大量参入から生じる結果が、昨今のような様々な問題の発生なの

であろう。インターネットモラルは何らかの原因によって失われたので

はなく、そもそも最初から学ぶ機会がほとんど無かったのだ。 

 

 

４．インターネット活用の落とし穴 

 

 ここで、問題を起こしてしまう場合どのような心理が働いているのか

を考えてみよう。インターネットモラルと言っても、根底は実生活にお

いて守るべきモラル、つまり道徳や倫理と同じである。しっかりとした

モラルを持っていれば起こらなかったと思われる件も多いのだが、それ

に加えインターネット独特の性質を知ることも重要である。 

多くの問題の副次的な原因としてインターネットの情報拡散力の認

識の甘さがある。問題の後に当事者が「まさかここまで拡散するとは思

わなかった」と言う場合が多いことからもそれは分かる。 

SNS の形式にもよるが、例えば Twitter では基本的に誰でも投稿を閲

覧することが可能だ。友達同士のみでフォロー、つまり相手の投稿の購

読、をし合っている場合「この投稿は友達しか見ていないだろう」とい

う心理が働いてしまい、安易な投稿に繋がってしまう。しかし実際には

書き込みは誰でも見られるうえに、基本的に永久に閲覧可能である。そ

して一度広まってしまえば歯止めが効かなくなり、その後収拾すること

は不可能に近い。これこそがインターネットの持つ情報の拡散力である。

あるいは「匿名だから大丈夫だろう」と考えることもあるかもしれない

が、過去の発言や友達の繋がりから個人が特定されてしまうこともあり、

SNS の落とし穴ともなっている。 
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SNS には閲覧者を制限する機能も多くの場合備わっているものの、情

報閲覧申し込みそのものは誰でも可能であるし、正式に投稿を見ている

ユーザーが悪意の有無は別に情報を広めてしまう可能性もある。「友達

同士でしか見ていないから」とか「閲覧を制限しているから」と安易に

考えてしまうのではなく、まずはインターネットの持つ情報拡散力を適

切に認識することがインターネットモラル向上の第一歩であると言え

る。 

 

 

５．「道徳、倫理」から「責任」へ変化するインターネットモラル 

 

ここまで、インターネットモラルという言葉から一般に連想する、実

生活同様のモラルを持つとか、不容易に情報を発信しないとか、マナー、

道徳、倫理といった精神論的な内容を見てきた。しかし本当に精神論だ

けで済ませて良いのだろうか。モラル（moral）という言葉の辞書的な

意味は確かに「道徳や倫理」なのだが、より現代的に「インターネット

の正しい使い方」という意味で捉えるなら、精神論のみに留まらずもっ

と技術的な、情報セキュリティ上の安全に関する知識なども大切になっ

てくるのではないだろうか。道徳、倫理的には間違ったことをしていな

くても、危険に巻き込まれる状況は沢山ある。ここではもっと広く「イ

ンターネットの正しい使い方」という意味でのインターネットモラルを

考えていきたい。 

 フィッシング詐欺やコンピュータウィルス感染など、個人の資産や情

報が狙われるサイバー犯罪が近年多発しているが、恐ろしいのは、セキ

ュリティに対する認識の甘さから、図らずも加害者になってしまうケー

スが存在することだ。ネットのサービスはどんどん便利になり、サービ

スのアカウントが抱える情報は、かなり巨大なものになっている。そこ

で多発している事態が、アカウントの乗っ取りで行為ある。例えば Web

メールのアカウントが乗っ取られてしまった場合、そこに登録していた

自分の個人情報が盗まれてしまうだけではなく、登録していた知り合い

のメールアドレスまで盗まれてしまうほか、自分の名前を騙ってウィル

スが添付されたメールやフィッシング詐欺のメールが送信されてしま

うかもしれない。受信側は知り合いからのメールなので信頼して開いて

しまいさらに被害が広がっていくことになる。 
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アカウントの乗っ取りそのものは悪意あるクラッカーが行うもので

あって、利用者の道徳や倫理観とは関係ない。しかしもし必要なセキュ

リティ上の措置を取ることを怠りクラックが行われやすい状況を作り

出してしまったのだとすれば、その人は単純に被害者と言えるだろうか。

道徳や倫理だけではなく、必要な技術的な知識を学び、安全に運用して

いくことが、インターネットに限らず、何かを扱う際の「責任」である。

つまり現代的な意味でのインターネット「モラル」とは「道徳、倫理」

だけではなく、それらを含んだ「責任」という意味で捉えられるべきで

あると考えられる。 

 

 

６．「責任」のために知るべきこと 

 

 知らないうちに加害者にならないためにも、自分たちはどのような対

策を知っておくべきだろうか。まず先の乗っ取りの例で言えば、単純に

パスワードを複雑にすることが重要だ。連番やゾロ目、電話番号、誕生

日といった要素は絶対使ってはならない。さらに「辞書に存在する単語」

も推測を容易にしてしまう。パスワードは意味の無い英数字の羅列で、

長いほうが望ましい。また、別のサービス間で同じパスワードを使用し

ないことも重要だ。近年ではサービスが大規模なクラッキングを受け、

ユーザー情報が流出するケースがある。そういう場合、パスワードが共

通であると他のサービスに不正にログインされてしまう危険があるの

だ。 

他にもパソコンに適切なセキュリティソフトを導入し、ウィルス等の

感染を防ぐことも大切だ。ウィルスやトロイの木馬といった不正プログ

ラムによってパスワードの入力情報を読み取られることもあるからだ。

2012 年に発生したパソコン遠隔操作事件は記憶に新しいが、それも不正

プログラムであるトロイの木馬によるものであった。複数名が誤認逮捕

され、一時的にではあるが加害者として扱われてしまった。 

実を言えば、自分も過去に一度アカウントの乗っ取りの被害を受けた

ことがある。推測ではあるが、あまり複雑ではないパスワードを利用し

ていたことが原因だった可能性が高い。まさか自分が、と思ったのだが、

その「自分は大丈夫だろう」という油断こそがクラッカー達の狙いなの

だ。どんなに注意しても連番やゾロ目のパスワードを使う人はいるだろ
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うし、クラッカー達はそういう人達を狙う。自分は一度被害に遭ってか

らセキュリティについて高い関心を持ったが、そうなる前の対策が大切

だ。起こってからではなく、今から適切な管理をすることで被害を防ぐ

ことが可能だ。 

 乗っ取りの少し意外な例では、無線 LAN の乗っ取りというケースもあ

る。近年スマートフォンの普及で無線 LAN は増えつつあるが、無線 LAN

はデータの送受信を電波で行っているため、原理的には電波が届く範囲

にいる人に通信内容が傍受されたり、勝手にインターネット回線に接続

されたりということが起こりうる。当然、通常無線 LAN 通信には暗号化

が施され、傍受や勝手な接続が出来ないようにされているし、近年の無

線 LAN 機器は煩雑な暗号化設定作業を自動で行ってくれる製品が殆どで

ある。多くの場合その自動設定そのままでも問題無いのだが、注意しな

ければならない状況も存在する。 

暗号化の理論、方法についてはかねてから様々な研究が行われており、

安全な通信のためにより解けにくい暗号が開発され続けているが、裏を

返せば古い暗号は最新の暗号に比べて解かれやすいということになる。

例えば WEP という暗号方式は、現在では暗号通信を傍受してから僅か数

秒～数十秒のうちに解かれてしまうとされ、現在ではこの暗号の利用は

推奨されない。だがこの暗号は 2000 年代半ば頃まで危険性を指摘され

つつも携帯ゲーム機の無線接続規格や市販の無線 LAN 機器の暗号化方式

として普通に使われていた。製品の使われていた年代を考えると、未だ

に現役で利用されているところも多いのが現状だ。特に古い携帯ゲーム

機では WEP しか利用できない場合もあり、さらに無線 LAN 親機の仕様に

よっては WEP を利用してゲーム機を接続すると、同じネットワーク内で

パソコン等の他の通信をもっと高度な暗号化を使いたいと思ってもで

きなくなってしまう事がある。このような状況では容易に通信の暗号化

が破られ、自分の通信情報が流出する被害だけではなく、不正にネット

に接続され加害者となってしまう可能性があるのは、先ほどのアカウン

トハッキングの例と同じである。対策としてはそもそも WEP を使わない

ことや、WEP と同時により強固な暗号化が同時利用できる親機を利用す

ることである。 

 このように、技術的に知っておくべきことは多数ある。モラルを「責

任」と捉えるのであればこのようなセキュリティの知識を得ることは必

須である。 
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７．おわりに 今後のモラル周知を考える 

 

実生活と同じ「道徳、倫理」を持つことや「ネットの情報拡散力を把

握する」ということを「狭義のインターネットモラル」と表現するので

あれば、自分の考えるインターネットモラルとは「広義のインターネッ

トモラル」であり、総合的な「責任」を持つことであると言える。「責

任」とは、技術を知る必要性のことであるのだが、「道徳、倫理」とい

う概念も結局は「責任を持って行動する」ということに繋がっているの

で、最終的に「責任」という言葉 1 つにまとめられる。 

結局のところ、インターネットを利用するのは各個人であり、特に SNS

では投稿内容は個人が考える以上、インターネットモラル向上のために

は「教育」による周知以外の方法が無い。現在起こっている種々の問題

を食い止めるだけなら、インターネットの法的な利用制限や、投稿内容

を検閲したりする「規制」も一つの方法かもしれない。しかし「規制」

は本来の SNS の利用方法、つまり自由に情報交換をし、人と交流し楽し

むというものとはかけ離れてしまう。同じように、小さい子供にインタ

ーネットを利用させるべきか。という議論についても、適切な教育を行

わずに「～歳から利用させる」というような区切りを設けるのは全く意

味のないものに思える。「規制」により問題を避けるのではなく便利な

ツールとして利用できるよう「教育」を行うことこそ大切である。時折

インターネットはいかにも「悪」であるような扱われ方をするのだが、

あくまでインターネットは一つの手段であり、適切な利用が出来ればこ

れほど有益なものはない。自分の場合、現在では情報を集める手段とし

て、あるいは発信する手段として、コミュニケーションを取る手段とし

て、積極的に利用していて、もはや無くてはならないものとなっている。 

「これからの人達」にとって教育の機会として一番大切になるのはや

はり学校であろう。学校には主要科目のみならず、様々な授業の機会が

ある。情報科目も含め、様々な状況で積極的に教育を行い、過去の問題

も紹介しながら「責任」について教えていく必要がある。 

そしてもう一つ大切なのが親の指導である。今後ますますネットへの

参加の低年齢化が進むと予想されるため、親が教えていくことが必須と

なっていく。そのためにも、大人もこの問題を「知らない」では済まさ

れない。技術的な要素に関しては難しいと敬遠されがちかもしれないが、

実は多くの対策が本質的には似通っていたりする。それをいかに分かり
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やすく伝えていくかが、今後の若者・大人も含めた教育のカギとなって

いくだろう。 

では「今の世代」には何が必要だろうか。様々なメディアを通じたモ

ラル周知の呼びかけも必要だが、それ以上に大切なのは自分たちが議論

に参加することではないだろうか。ただ問題を外から眺め、受動的に学

ぶだけではなく、能動的に考え、発言していくのだ。そして恐らくこの

議論の本質を捉えるには、自分達のようなデジタルネイティブの参加が

不可欠である。しかし今のところ自分はそのような機会に出会えていな

い。「これからの世代」の教育のためにも、自分たちデジタルネイティ

ブ世代が積極的に議論に参加していくこと、その機会を作ることが解決

の糸口となるに違いない。自分たちデジタルネイティブ世代はステレオ

タイプ的に批判されることも多い。だが今後の情報化社会の新たな道を

切り開いていけるのは、自分たちだけなのかもしれない。そう考えれば

自分たち世代のするべきことは自然に見えてくる。 
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平成２６年度情報セキュリティに関する懸賞論文募集要項 

 

 

１ 目的 

  公益財団法人 防衛基盤整備協会は、公益目的事業として、広く国

民の皆様に対し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解

を深めていただくために各種の事業を行っております。 

このうち情報セキュリティに関する懸賞論文を募集するという事業

は、多くの方から論文を応募していただくことを通して情報セキュリ

ティ意識を高めるとともに、情報セキュリティ技術の発展を促し、優

秀な作品を表彰し発表することにより、多くの皆様に情報セキュリテ

ィに対する知識と技術を広め、情報セキュリティに関する理解を深め

ていただくことを目的に実施いたしております。 

 

２ 懸賞論文のテーマ 

  インターネットが私たちの身近なものになり、今では多くの人がそ

の多彩なサービスを日常的に利用しています。さらに、情報通信技術

の急激な発展に伴い、経済活動や社会活動を行う上でインターネット

は必要不可欠なものとなっています。 

  しかし、年を追うごとにセキュリティ上の脅威も増大し、脅威を受

ける対象は攻撃者の意図や狙いによって異なり、攻撃手法も巧妙化、

高度化、そして多様化してきています。 

  最近広く知られるようになってきたのが、政府機関や民間企業への

国家機密や知的財産情報の窃取や重要インフラシステムの破壊など

を目的とする標的型メール攻撃、及び標的とする企業のユーザーが頻

繁に訪れるウェブサイトにマルウェアを仕込んで感染させ、標的とす

る企業のシステムへの侵入を目的とする水飲み場攻撃、フィッシング

詐欺やウィルスにより窃取したパスワードを悪用したオンラインバ

ンキングからの不正送金等、ウィルス・ハッキングによるサイバー攻

撃による犯罪です。 

  さらに、携帯やスマートフォンの普及に伴い、ブログやＳＮＳはコ

ミュニケーションメディアとして親しまれている一方で、不用意な情

報発信によって人に不快感を与えたり、ときには人権の侵害に当たる

ような事例も多くみられるようになってきました。軽い気持ちの投稿
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が、思わぬところで加害者や被害者になってしまう恐れもあり、イン

ターネットモラルが問われています。 

  このような情報セキュリティ上の脅威に対して、今年度の懸賞論文

のテーマを次の三つとしました。それぞれのテーマにつきまして、事

例や取り組みの手法、提案、考察又は創造性に富んだアイデア・提言

を論文にまとめてください。 

  なお、読み手が、それぞれのテーマについての理解を深められるよ

う、具体的かつ分かり易い内容の論文を期待しております。 

 

（１） テーマ１ 

    「中小企業における情報セキュリティ対策について」 

 近年は中小企業においても企業活動を行う上で、インターネッ 

トは重要な手段となっています。しかしながら、中小企業の情報 

セキュリティ対策の取り組みは大規模な企業・組織に比べ、対策 

要員の確保や設備の面からも十分とは言えません。サイバー攻撃 

者は、企業固有の営業秘密や顧客から預かった重要な情報を窃取 

したり、大規模な企業・組織の情報の窃取を目的に、サプライチ 

ェーンを構成する情報セキュリティ対策の比較的弱い中小企業 

を攻撃し、大規模な企業・組織の情報システムに侵入するために 

必要な情報の入手を行うことが危惧されます。 

このような脅威に対し、情報セキュリティ対策に投入できる人 

と資金に限りのある中小企業の情報キュリティ対策をどう進め 

るべきか、どのように考えていくべきなのか、について事例や取 

り組みの手法、提案、考察又は創造性に富んだアイデア・提言を 

論文にまとめてください。 

 

（２） テーマ２ 

    「インターネットモラルについて」 

    インターネットによるブログやＳＮＳは老若男女を問わず、コ  

ミュニケーションのツールとして利用されています。しかしその 

反面、個人ユーザーの安易な書き込みにより個人情報を漏えいし 

てしまったり、従業員や職員が、職務に関係した情報を不用意に 

投稿して、企業・組織が被害を受けた事例や、不適切な発言が新 

聞に報道された事例が起きています。インターネットの利用にお 
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いて守るべきルールやマナーについて個人ユーザーや従業員、職 

員に対して周知することが必要であり、どう対応すべきか、どの 

ように考えていくべきか、について事例や取り組みの手法、提案、 

考察又は創造性に富んだアイデア・提言を論文にまとめてくださ 

い。 

 

（３） テーマ３ 

    「自由課題」 

    情報セキュリティにおいて、皆様が日ごろ重要だと考えておら 

れる視点からの、取り組みの事例や提案、創造性に富んだアイデ 

ア・提言を論文にまとめてください。 

 

３ 応募資格 

情報セキュリティに関心のある方で、この「情報セキュリティに関 

する懸賞論文募集要項」に同意される方です。 

 

４ 応募規定 

（１） 応募作品は本人のもので、日本語の論文とし、６，０００～８， 

０００字以内とします。（ただし、表紙、目次、添付資料、デー 

タ・図表、参考資料、ページ番号は文字数に含みません。） 

 図表や写真はカラーでも構いませんが、印刷の関係上、白黒と 

なります。 

（２） 表彰の対象は、募集要項により応募のあった懸賞論文 

    ただし、論文は未発表、未提出のものであり、既発表論文、既 

提出論文の応募はできません。平成２６年１２月１１日（木）当 

日まで発表予定の無いものとします。 

発表済みの論文に著しく似ている論文は、審査対象外となるこ 

とがあります。 

 

（３） 応募期間は、平成２６年５月１２日（月）～８月３１日（日） 

です。（当日の消印有効） 

（４） 図表等を他の文献から転用した場合は、その出典元を明記して 

ください。 

    引用・転載の明記がなく引用・転載された論文は、審査対象外 
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となる場合があります。 

（５） 応募作品の様式等 

   ・ 論文はワープロソフト（ＭＳ－ＷＯＲＤ）で作成してくださ 

い。 

     手書き原稿は、審査対象外となります。 

   ・ Ａ４版 横書き ３４行×３６字を標準とし、ＭＳ明朝１２ 

ポイント。 

   ・ 論文提出方法は、メール、ＦＡＸ又は郵送とします。 

      ・ 論文の提出に当たっては、応募原稿の表紙に、「ご自分の書 

かれた内容にふさわしい具体的なタイトル」を表示して下さい。 

なお、氏名、連絡先、連絡手段を必ず記載して下さい。 

   ・ 論文本文には必ずページ番号を打って下さい。 

 

５ 報奨の内容 

  入賞者（個人又はグループ）には、次の賞状等を贈呈 

（１） 賞状 

（２） 賞金（最優秀賞１名：５０万円、佳作３名以内：各１０万円） 

（３） 最優秀賞を受賞された論文は、平成２７年２月開催予定の情報 

セキュリティ技術セミナーで講演していただく予定です。 

 

６ 選考等 

（１） 論文は部外及び部内の専門家で構成する「情報セキュリティ論 

文選考等委員会」において公平、適正に審査し、入賞者は、平成 

２６年１１月上旬に本人へ通知します。 

（２） 表彰式は１２月１１日（木）開催を予定しています。入賞者は 

表彰式に出席頂きます。 

（３） 委員から、提出された論文の内容についてお尋ねする場合があ 

りますので、予めご了承願います。 

 

７ 作品の取扱い 

（１） 応募された作品は返却いたしません。 

（２） 入賞論文の著作権は当協会に帰属するものとします。入賞論文 

の無断転載・複製は禁じます。 

（３） 入賞論文のホームページ掲載 



87 

 

入賞論文は、１２月の表彰式終了後、当協会のホームページに 

掲載します。 

（４） 入賞論文を掲載した小冊子の作成、配布 

    入賞論文を掲載した小冊子を作成し、当協会主催の情報セキュ 

リティ講演会等の参加者に配布します。 

 

８ その他 

（１） 表彰式参加にあたり、肖像権は主催者に帰属いたします。 

（２） 応募にあたり記入頂いた個人情報は、審査結果通知に付随する 

事項を行うためのみに使用いたします。 

（３） 入賞者の所属組織名（企業名、学校名など）及び氏名は公表さ 

せていただきます。 

 

９ 応募及び問い合わせ先 

  公益財団法人 防衛基盤整備協会 防衛基盤研究センター  

業務部業務第１課  担当：杉田課長補佐 

  ℡：０３－３３５８－８７５４ fax：０３－３３５８－８７３５ 

  E-mail:koueki@bsk-z.or.jp    www.bsk-z.or.jp 

    〒160-0003 東京都新宿区本塩町２１－３－２ 
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公益財団法人防衛基盤整備協会は、情報セキュリティに関

する正しい知識・技術の普及と情報セキュリティ意識の向上

を図るための事業を行っています。  

今年度で３回目となる「情報セキュリティに関する川柳」

の募集を行いました。  

今年度は 5 月１２日から 6 月３０日までの募集期間内に１，

９４６点のご応募をいただきました。  

入選作品は、当協会ホームページの他、新聞などに掲載し

て、情報セキュリティの意識の向上等のために活用させてい

ただきます。  
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本論文集は、当協会のホームページ h t t p s : / / w w w . b s k - z . o r . j p)でもご
覧いただくことができます。このホームページには、皆様のお役に立
つ情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。  
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