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ISMSをご存知ですね？ 

ISMS＝Information Security Management System 
 

• ISO27000シリーズ （日本ではJIS Q） 
• ISO/IEC 27001 マネジメントシステムの要求事項 
（付属書Aに管理策例） 

• ISO/IEC 27002 実践のための規範＝ISO27001の付属書A 

• 外部認証もある 
https://isms.jp/ 
https://isms.jp/lst/ind/index.html 

 
• 参考 

• ISO9000 品質のマネジメントシステム QMS 
• ISO14000 環境のマネジメントシステム EMS 
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桶の理論 はご存知ですか？ 
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情報は最も弱いところから漏えいする 
セキュリティは最も弱いところから崩れる 



情報セキュリティと「サイバーセキュリティ」 

• NISC 
• 2000年 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室 

• 2005年 内閣官房 情報セキュリティセンター 
    （NISC） 

• 2014年 サイバーセキュリティ基本法 

内閣官房 内閣サイバーセキュリティセ
ンター（NISC） 
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情報セキュリティと「サイバーセキュリティ」 
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情報の形態(媒体) 

電磁的 紙 
人の 
記憶 

物 
(情報が
化体) 

サイバー 
セキュリティ 

情報セキュリティ 



「マネジメント」と「ガバナンス」 
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2008年 情報セキュリティガバナンス導入ガイダンス (経済産業省） 

ガバナンス 

マネジメント 
PDCA 

ガバナンスを経営者層レベルのものとしてマネジメントと区別する考え
方もあるが、マネジメントシステムでは区別せず。本稿でも「組織全体
としての取組、徹底」という意味で、同義的に使用。 



情報セキュリティマネジメントは嫌い？ 

• 技術屋さんは、ISMSに批判的 

• IT投資が不要な、紙の鍵管理、人的セキュリティ
（ルール、教育、懲戒）に偏重してきたから？ 
• PC持出禁止？ 

• PCの外部での利用禁止？ 

 

• 「形から入って実質化」が形のまま形骸化？ 

• PDCAが１年に一度ではスピードについていかない 
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ISMSはツール。うまく使うこと。 

本質を踏まえて本来の回し方を。 
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「係長ｾｷｭﾘﾃｨから社長ｾｷｭﾘﾃｨへ」 

• 「係長クラスが情報セキュリティ対策を一生懸命やっ
ているが，その意図がトップには届いていない」状況 
（ 2000年代前半、情報ｾｷｭﾘﾃｨ大学院大学板倉征男教授が最初に命
名） 

 

• 情報システム部門の社内での発言力 
• 戦略的位置づけで発言力のある会社もあるが 
あまり発言権がなく、ライン部門の下請け的立場で、コストダ
ウンばかり要求されている会社も多い。 

• 予算がない、ライン部門に負担をかけたり、効率を下げること
は認められない、上司も理解がない、、、など。 
しかし、担当者はリスクには気づき、ジレンマに陥り、一人悩
んでいる・・・ 

• 「ライン部門は言うことを聞いてくれない」 
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情報システム部門だけでは守れない(1) 

• GW管理や会社貸与PCにマルウエア対策ソフト
を入れていても 
• 貸与PCに勝手にアプリをインストール、セキュリ
ティパッチの適用も不明 

• 私物PC、部門で勝手に購入したPC、ネットワーク
ストレージなど、無管理のデバイスのセキュリティ
は？ （いわゆるシャドウIT) 

• それがイントラNWに勝手につながれる 
• 部門独自にシステム導入（開発委託）、勝手にASP,
クラウドを利用（サービス、情報保存、Webなど） 

• 勝手に無線LANルータを設置、イントラNWに接続 
 

• 等々 
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情報システム部門だけでは守れない(2) 

•守るべき情報は現場にある 

•現場は便利さを優先し勝手に運用を変える 

•事故は現場で起こる 

 

 
 

•部門管理システムの把握と対応 

•アクセス管理の方針決定 
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例えば 

• 日本年金機構 
システム構築時：ネットワーク分離、個人情報を扱うシステ
ムはインターネットにはアクセスできない領域に。 

現場運用：不便なので、インターネットにアクセスできる領
域のサーバに保管 

 

• 佐賀県複数の高校への侵入事件 
システム構築時：校務サーバはイントラからのみアクセス可。
生徒がアクセスする教務システムとはネットワーク分離。 

現場運用：管理用セグメントで教務と校務はつながる。運用
者マニュアルにID/PWを記載して教務サーバに保管、等。 
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現場によってリスクが違う 

•現場のリスクの洗い出しと認識、自分化が重要 
対策も変わってくる 

 
• 一般の経営活動のIT 

• 個人情報取扱部門 

• 開発部門 

• 製造部門 

• サービス・製品のセキュリティ 
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全部門を同等に守るのが不合理なことも 

•絶対守らなければならないデータと同じセキュ
リティレベルを全社に実装？ 
過剰セキュリティ、過剰コストの場合も。 
• 重要なものは集約して重点的に守る、などが効率的
では？ 

• 絶対倒れてはいけないシステムはどれか、を重点的
に対策する 

 

→全社の保有情報、資産とその状況を把握しな
いでは難しい。 

 

16 



リスク判断は経営者しかできない 

•完全な情報セキュリティは難しい 

•発生したときのダメージと確率を踏まえて、ど
のくらいのコストをかけるか 
→会社としてのダメージを判断できるのは、社
会や株主に説明しなければならない経営者。 

•意識した、組織としてのリスクテイクとリスク
管理。 

 
「ISMSの採用は、組織の戦略的決定である」 

（ISO27001 序文） 
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成熟度モデル 
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図1 情報セキュリティ監査の実施により、情報セキュリティ対策のレベルが向上する
（経済産業省 2003年3月26日 情報セキュリティ監査研究会報告書より抜粋） 
 
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0304/24/news001.html 
 

https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0304/24/news001.html
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0304/24/news001.html
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0304/24/news001.html


ある、成熟度モデル 

レベル５ 最適化（Optimize) 

レベル４ 改善されている PDCAによりスパイラルアップして
いる 

レベル３ 管理されている ルールが順守されているかチェック
されている（PDCAが回り始める） 

レベル２ 限定的
（Opportunistic) 

ルールはあるが遵守されているかど
うかわからない 

レベル１ 個人依存（Ad Hoc) 必要と気づいた人が気付いたことに
対応 

レベル０ 全くやられていない 
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古いかもしれないが、組織を動かすためには有益だったことを実感 
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個人情報保護 

•会社として、どんな個人情報を持っているか、
それがどのように管理されているか、を把握し
なければ、管理できない。 
• Pマークの要求事項 
• GDPR（欧州データ保護規則 30条取扱活動の記
録） 

•全社への徹底 

• SCMガバナンスの必要性 
• 法22条 委託先の監督 
• 委託先の事故でも個人に対しては元請けの責任の可
能性大 

• レピュテーションリスクも。 
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会社法のｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ､ﾘｽｸ管理の要請 

• 大和銀行NY支店事件(1995年) 
• 担当者が簿外取引で11億ドルの損失。3億4千万ドルの罰金、米国
から完全撤退 

• 株主代表訴訟。会社損失の総額14億5,000万ドルの賠償を求めた。 

• 取締役は、「知らなかった」と主張 
• 当時は従業員の不正を知り放置した場合に責任、と考えられていた。 

• 判決：危険な取引についてのリスク管理(内部統制)の構築を取締
役は怠っていた。」判決では、当時の役員(12人)に対し7億7,500
万ドル(829億円)の支払いが命じられた 
（大阪地裁 平成12年(2000年)9月20日） 
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会社法のｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ､ﾘｽｸ管理の要請 

• グループ(企業集団)経営、連結ベースでの評価 

• 会社法  
• 企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整
備義務  →子会社での不祥事は株主代表訴訟に 
• 第362条第4項第6号等 取締役会の権限(委譲不可） 

• 施行規則 100条1項5号 グループ会社の 
• 取締役、執行役、業務を執行する社員の職務の執行に係る報
告に関する体制 

• 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
• 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制 

• 取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制 

• 体制や運用実態を事業報告書で開示（規則118条2号） 

• 「コーポレートガバナンス報告書」による開示 
(上場会社） 
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社長目線での必要性 

1. 外部からの要請 
企業価値向上の一環と考えている会社は投資している 
1. レピュテーションリスク 

1. 個人情報漏えい 
2. 世間、潜在顧客へのご迷惑 

2. 取引先との関係 
3. 各種報告書での開示 

 

2. 自社の損害防止 
1. 可用性確保 
2. 金銭目的攻撃の予防 
3. 営業秘密漏えい防止 
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1-1．個人情報漏えい防止 

•個人情報保護法 安全管理義務(20条～23条） 

•しかし、社長が心配するのは、お客様へのご迷
惑、お詫び、と、レピュテーションリスク 

•世間とお客様に謝らなければならないのは社長 
 

 

•日本の情報セキュリティ感覚が偏っている原因
でもある。 
「うちには個人情報はないから、やらなくてよい」 
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被害者か加害者か？ 

•サイバー攻撃の被害者でも、本人・お客様との
関係では加害者。 

•サイバー攻撃被害にあった組織への社会の目は
厳しい 

•貧弱なセキュリティ対策の状態で被害を受けた
場合や、適切な対応が取れず被害が拡大した場
合では、批判は集中。 
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事故を開示する理由：法律 

2002年 カリフォルニア州 
世界初の、侵害通知法。本人通知のみ。義務。 
対象：ID番号などともに漏えい 
   オンラインアカウントとパスワード 

2004年 日本：個人情報の保護に関する基本方針 
       推奨 
→2005年 経済産業省ガイドライン 

 

2009年 EU電子通信プライバシー指令改正 
伝送中の事故。官庁報告＋有害なら本人 

2016年 EU 一般データ保護規則（GDPR) 
発見後、72時間以内に官庁報告 

高リスク時は本人 
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事故発生時の通知(日本) 

• 個人情報の保護に関する基本方針(2004年4月2日） 

個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、 

二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能
な限り事実関係を公表することが重要 

 

• 経済産業省ガイドライン 
「事故又は違反への対処」を実践するために講じること
が望まれる手法の例示 

(エ)影響を受ける可能性のある本人への連絡 
事故又は違反について本人へ謝罪し、二次被害を防止するため
に、可能な限り本人へ連絡することが望ましい。 

(オ)主務大臣等への報告 

(カ)事実関係、再発防止策等の公表 
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個人情報保護委員会 

 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応
について （平成29年個人情報保護委員会告示第１号） 

 
1. 対象： 「漏えい等事案」 

• 保有する個人データ（特定個人情報に係るものを除く。）の
漏えい、滅失又は毀損 

• 保有する加工方法等情報 の漏えい 
• 上記のおそれ 

2. 義務(推奨)：(1)から(6) について必要な措置を講ず
ることが望ましい。 
⑴事業者内部における報告及び被害の拡大防止 
⑵事実関係の調査及び原因の究明 
⑶影響範囲の特定 
⑷再発防止策の検討及び実施 
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個人情報保護委員会 

（5）影響を受ける可能性のある本人への連絡等  
漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の
発生防止等の観点から、事実関係等について、速やかに本人へ
連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。 

 

（6）事実関係及び再発防止策等の公表  
漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の
発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、
速やかに公表する。 
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個人情報保護委員会 

３．個人情報保護委員会等への報告  
その事実関係及び再発防止策等について、個人情報
保護委員会等に対し、次のとおり速やかに報告する
よう努める。 
（1）報告の方法 

委員会、認定個人情報保護団体 

（2）報告を要しない場合  
①実質的に外部に漏えいしていないと判断される場合 

例：・高度な暗号化等 
  ・第三者に閲覧されないうちに全てを回収 
  ・第三者では特定の個人を識別不可 
  ・滅失又は毀損 

②FAX若しくはメールの誤送信、又は荷物の誤配等のうち
軽微なものの場合（宛名及び送信者名のみ） 
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マイナンバー法 

•初めて義務化 

 
「個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員
会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイ
ルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定
個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたと
きは、委員会に報告するものとする。」 
（第29条の4） 
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事故を開示する理由：社会 

• 90年代から、自己責任、透明性の確保 

•不祥事の隠蔽批判 
• 乳業、食肉、菓子メーカー、料亭、、、、 

•ネットの発達による一般人の発信力 

•万一、悪用されたときのお客様のご迷惑と隠蔽
とする厳しい批判 

 

•お客様・本人に自衛を促すためにも通知 
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日本の現実 

•両極端の反応 
• 生真面目に対応する事業者 

• 名前と住所だけでも。 

• 1通のFAX誤送信も 

• 謝罪  

（学校など） https://school-security.jp/leak/ 
 

• 何もしない事業者 
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個人情報保護法 「いわゆる3年ごとの見直し」で、
義務化検討中 

https://school-security.jp/leak/
https://school-security.jp/leak/
https://school-security.jp/leak/


1-2．世間、潜在顧客へのご迷惑 

• 脆弱なセキュリティにより、踏み台になり、操ら
れ、他の会社、官庁、個人、等々を攻撃。 

https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/07/27/4123
1.html 

• 自社サイトにマルウエアなどを埋め込まれ、アク
セスしたお客様に感染したり、セキュリティ事故
に巻き込む 

http://www.security-next.com/100665 

• 製品の品質問題、信用失墜 
• 例えばＬｅｎｏｖｏのＰＣにマルウエア 
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/689306.html 
 

グループ会社の不祥事も、レピュテーションリスク
に 
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https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/07/27/41231.html
https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/07/27/41231.html
http://www.security-next.com/100665
http://www.security-next.com/100665
http://www.security-next.com/100665
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/689306.html
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社長目線での必要性 

1. 外部からの要請 
企業価値向上の一環と考えている会社は投資している 
1. レピュテーションリスク 

1. 個人情報漏えい 
2. 世間、潜在顧客へのご迷惑 

2. 取引先との関係 
3. 各種報告書での開示 

 

2. 自社の損害防止 
1. 可用性確保 
2. 金銭目的攻撃の予防 
3. 営業秘密漏えい防止 
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２．取引先との関係 

１）取引先の情報が漏えいしてもよいか？ 

２）取引先とEDIなどネットでつながっている場
合 

３）納入するソフトやソフト入りデバイスにマ
ルウエアやバックドアが仕掛けられていた
らどうなるか？ 

 

「取引先からそんな要請は受けていない」 
→実際に発生したら、どうなるか、想像し
てください。どう説明しますか？ 
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取引先の情報 

•システム運用受託、B2B2Cで個人情報の取扱を伴
うビジネスは、わかりやすい 

•それ以外のB2Bや製造業でも、取引先の営業秘密
漏えい、窃取が問題となる。 
• 営業秘密＝いわゆる企業秘密、トレードシークレット 

• 競合他社に知られないことが競争優位になる情報。 
逆に、知りたい、競合他社の情報 

 

例えば、価格戦略、商品戦略、設計図、ソースコード、製造
ノウハウ、品質管理方法、コストダウン方法、顧客情報、対
応マニュアル、調達先情報、失敗の記録、等々。 
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 営業秘密保護とは(不正競争防止法)  

① 三要件：秘密管理性、有用性、非公知性 

 

機密に管理している（有用性、非公知性も満たす）情報

に対し、 

 

② 不正に取得、領得、使用、開示する行為を 

 

③ 禁止している 
（民事：差止、損害賠償  刑事） 

 

（結果として、知的財産権的な効果がある） 
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参考 



「インテリジェンス」 

• 昔聞いた話 
• 多くは、合法的に入手可能な小さな情報を地道に整理して、
ターゲットで何が起こっているかを推理し、証拠固めをしてい
く 

• スパイ映画のような、研究所に忍び込むようなことは、リスク
が大きすぎるのでやらない 

• 情報収集は、その情報やそれを示唆する情報が流れていると思
われる所のうち、最も守りが弱いと思われる所を狙う。 

• ゴミ箱漁りは合法 
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• 今は、ネット経由で小さなリスクで収集可能に 

• ブラックマーケットでの売買 

• 国家が背後にいると思われる集団が民間の企業秘密を狙う
時代 

• ソーシャルエンジニアリングも活用 

サイバーセキュリティの最も弱いところが狙われる 



営業秘密関連 秘密情報の保護ハンドブック 
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http://www.m
eti.go.jp/policy
/economy/chiz
ai/chiteki/pdf/
handbook/full.
pdf 
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EDIなどでつながっている場合 

•米国 ターゲット大規模漏えい事件 
• 2013年POSシステムから大量の個人情報（カード
情報含む）が漏えい 

• 犯人は侵入のため、ターゲットが各店舗の電力消費
と室内温度のモニターを委託している空調会社を利
用。(公表していた） 
同社は、ターゲットにリモートアクセスするための
ID,PWを保有していたが、脆弱なセキュリティのた
めそれが盗まれ、使われた。 
(常時接続されていたかは不明） 

• ターゲットは2014年CEO解任 
被害補償も含め損失2013年第4四半期だけで2600万
ドル、そのうち保険でカバーされたのは800万ドル。 
2017年、各州検察と1850万ドルで和解。 
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納入品のセキュリティ問題 

•脆弱な製品、部品、ソフトウエアモジュール 

•マルウエア、バックドアの入った製品、部品ソ
フトウエア 

•全体のセキュリティ対策をぬって、マルウエア
を送り込むこともあり得る 
開発用PC、製造・ソフト書込み用PCへの感染、
ボット化 

 

46 



SCMを通じた情報セキュリティの義務付けの動き 

•米国：アメリカ国防省（徐々に他の機関に拡
大？）との取引企業は、政府の重要情報を守る
ため、「NIST SP800-171」に準拠義務 
その取引先にも準拠させる義務＝サプライ
チェーン全体で守る 

 

•日本でも同様の動き 
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48 
https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf 

認証GL案ﾊﾟﾌﾞｺﾒ中 

https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf
https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf
https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf
https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf
https://www.jipdec.or.jp/sp/topics/event/u71kba000000losh-att/20180621-02.pdf


しかし実態は 
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取引先のサイバーセキュリティー／攻撃の状況につき「貴社の把握の現
状」【単数回答】とその理由【複数回答】 
②－Ａ システムや重要データの連携先 

大阪商工会議所「プライチェーンにおける取引先のサイバーセキュリティー対策
等に関する調査 結果」2019年5月10日 
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/190510sc.pdf 

http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/190510sc.pdf
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/190510sc.pdf


４社に１社が被害を受けているのに 
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取引先がサイバー攻撃被害を受け、それが貴社に及んだ経験がある場合（の
み）「内容・被害」を教えて下さい【複数回答】 



社長目線での必要性 

1. 外部からの要請 
企業価値向上の一環と考えている会社は投資している 
1. レピュテーションリスク 

1. 個人情報漏えい 
2. 世間、潜在顧客へのご迷惑 

2. 取引先との関係 
3. 各種報告書での開示 

 

2. 自社の損害防止 
1. 可用性確保 
2. 金銭目的攻撃の予防 
3. 営業秘密漏えい防止 
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可用性確保/ 金銭目的の攻撃 

•可用性確保 
• 業務が止まる、ビジネスが止まる、生産性が落ちる 

• サイバーフィジカルセキュリティでの影響 

• 工場の生産設備が止まる：工場のセキュリティ 

 

•金銭目的の攻撃 
• ランサムウエア 

• ワナクライ 

 

• 暗号通貨の窃取 
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金銭目的の攻撃 

•ビジネスメール詐欺（BEC) 
• 日本航空 3.8億円 

(サイバーセキュリティではないが、情報の入るセキュリ
ティ部門が全社や経理に注意を促す、業務プロセスに埋め
込む、等すれば防げたのでは？） 

 

• AIによる音声の偽造での指示も 

 

→セキュリティよりも社内プロセスの見直しが
重要 
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いわゆる企業秘密 

•判例は、顧客情報を持ち出してライバル会社に
転職する例が多い 

 

•「うちには盗られて困る情報はない」？  
• 競争力は何に寄っている？ 

• それを盗みに来たり、持って転職してよい？ 

 

(後述） 
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マネジメントシステムとは 

•情報は現場にある、事故は現場で起きている。 

•トップの意思、事業責任者の意思を具体的に現
場に落し込み、現実に具体的に定着させる手段
がマネジメントシステム 
(方針を唱えるだけでは現場に定着しない） 

•だからPlan, Do, Check, Action 

•情報セキュリティ(ISO/IEC27001)に限らない。
事業計画でも同じ。品質、環境、等々、なじみ
のない規範を現場に実現させ、全社に徹底して
いることを外部に説明するためにも使われる 
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セキュリティポリシー 

57 http://www.jnsa.org/ikusei/rule/14_01.html 
 

Why：なぜ情報セキュ
リティに取組むか？ 

What：何を実施するか？ 
(リスクレベル、管理策) 

How：どのように実施する
か？ 

部門ごとに作成 

統一の方針に基づく現場への落とし込みと、定着・継続のため。 
外部への説明にも有益。 

http://www.jnsa.org/ikusei/rule/14_01.html


普遍的フレームと「自分化」 

• 先人の知恵が抽象化されて整理されたもの。 
• 一から考えなくてよい、抜け漏れがない、もメリット。 

• 多様な組織で採用できるように抽象化されているため形式
的に合わせても定着しない。 

• その「心」、意図するところを理解し、自社に合った形で
規定化等で落とし込み、外部への説明時に規格との対応を
説明することで、規格に沿っていることを示せる。 

• 特に、海外子会社、買収した会社でも理解できるし説得し
やすい。親会社が勝手に作ったものを押し付けているわけ
ではない。 

• 必ずしも外部認証は必要ない。しかしあると、目標になる、
励みになる、客観的評価として社会に説明できる、経営者
と社内を動かし易い。 
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経営者のリーダーシップが重要 

•係長セキュリティ状態を脱するには組織全体と
しての対応が必要。 
＝経営者のリーダーシップが必要 

•実際、事が起これば経営者の責任が問われる 

 
• 2008年 情報セキュリティガバナンス導入ガイダ
ンス (経済産業省） 

• 2015年 サイバーセキュリティ経営ガイドライン
(経済産業省）→2017年改訂 

• 2018年 セキュリティマインドを持った企業経営
ワーキンググループ報告書 （NISC) 

 

 59 



関係職能を巻き込む 

• 情報システム部門だけでなく、法務、人事、物理
的セキュリティ担当部門は必須。 
技術的セキュリティ：情報システム 

物理的セキュリティ：総務など担当部門 

人的セキュリティ（入社時の誓約書、社内規定、懲戒、
教育、退職時の誓約書や措置など）：人事部門 

個人情報保護法、契約上の義務など、法的責任が伴う。 

• 会社・グループとしての内部統制体制： 
リスクマネジメント、内部統制部門があれば、その一環
としてもよい 

→ラインの巻き込みも含め、「情報セキュリティ委
員会」形成がやりやすい 
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経営理念、経営方針を基盤とする方がよい 

• 情報セキュリティのための情報セキュリティでは、組
織は動かない 

• 経営上の意味付けが重要→基本方針、リスク基準 
• 「お預かり情報」：お客様、社会からの信用 

• 競争力の強化（技術流出防止） 

• 可用性の確保 （これはわかりやすいが・・・） 

• 迷惑をかけない 

• 遵法、罰金 

• トップダウンでしか動かないが、トップが替わっても
変わらない価値観に基づかねば続かない。 

• 結局はリスクマネジメントなので、他の価値とのバラ
ンス、優先順位、になる。 
• 脅威の変化、事業の変化により、継続的取組（going 

concern)であることは認識してもらう必要。 
「もう投資したからいいだろう」 
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経営責任の一環 

•事業のガバナンスモデルと一致させるべき。 
事業と職能（特に情報システム） 

子会社管理、特に海外子会社 

 

•情報セキュリティは、一部の専門家の仕事では
なく、経営責任の一環、社員・会社のインフラ
を利用する全員の責任、であるべきでは？ 

•事業部長は事業部内のすべての事故に責任。投
資、統制、リスクマネジメント。 
しかし、インフラ部分との責任の切り分けは必
要かも。 
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経営とのリンク：営業秘密 

•個人情報以外、重要な情報を判断するのは難し
い。 

 

•本来は、事業責任者目線で窃取の影響を考えて
判断。 

•現場には機密情報の指定は難しい。 
• 管理に負担がかかる 
• いつも接しているからありがたみがわからない 
• 鳥瞰して競争力を考える機会があまりない 

•法務や知財と連携した、営業秘密の教育なども
効果的かも 
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しかし、経営者も気づかない 

•日本の経営者は鈍感 
GM 対 VW 

中小企業 

•制度に気づかせること 
「加害者」の例 差止、逮捕のリスク 

他社事例 

 

•真剣に闘ってきた幹部であればわかるはず 

 

•コンペティタの動き、他業界からの参入 
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インシデント、イベントの見える化が説得力 

• 現場のリスク把握、経営者の認識向上に、事故の見え
る化が効果的 
責めないこと。「よく、報告してくれた。ありがとう。」 
小さな事故も上げる風土 は、セキュリティ以外の現場のリ
スクを把握する良い風土づくりに 

トップにも歓迎されるはず。（歓迎しないトップは危うい） 

• サイバーセキュリティを示唆するイベント（事象）も、
気楽に上げてもらえるよう訓練 

• 検知した脅威、防いだ脅威も含めて定期的にトップに
上げる 

• サイバーセキュリティやシステムの脆弱性関連を上げ
ないと、現場の過失事故にばかり目につき、重点を誤
る。 
• ITの予算確保より現場の締め付け になってしまう 
• 脅威は変化しているのだから、システム部門は恥ずかしがら
ず、報告すべき。 
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(参考)事象と事故 
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「事象」（イベント）： 
 事故を示唆するかもしれない様々な変化、事柄 

例えば、 
・足跡がみつかった、窓が開いている 
・ポートスキャン 
・不審なログ 
・いつもと違う場所からのログイン 
・システムのおかしな動き 

 
 事故に至らなかったが、未遂、ヒヤリハット 
 
 

「事故」（インシデント）： 
 発生してしまった情報セキュリティ事故 

機密性、完全性、可用性 のいずれか１つ以上が損なわれた状
態 



他社のセキュリティ事故の活用 

•経営者には他山の石。 

•ただ、多くはそれほど経営インパクトがないも
のもあり、選択と説明に工夫必要。 
• でないと、結局、個人情報だけ守ることに。 

 

•黙っていればわからない、の怖さを認識しても
らう 難しいが・・・ 
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現場の見える化と情報資産の洗出し 

• 面倒だが賢い粒度で 

• 機密区分表などで、どんな情報を把握すべきかのイ
メージを共有するのが実質につながる 

• 情報機器、NW関連機器、NWにつながる機器(複合機、
NWカメラなど）はすべて把握。その管理状況も。 

• 外注、クラウド利用も含め、把握 

• その「備え」状況を経営者が理解できるレベルに単純
化して見える化 
客観的チェックポイントを決めそれを見える化。評価は後 

• 情報システム部門の管理下のものも見える化に入れる
こと 
でないと、現場セキュリティだけになってしまう 

• グループガバナンスも、まずは現状把握から。 
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リスク分析と管理策の決定 導入時 

•ベースラインアプローチを基本にした組合せア
プローチがわかりやすい 

•規定： 
基本的な考え方はリスクに応じた管理策の実施。
しかし、勝手な判断はさせない（スキルのある本部
が実施） 

ベースラインのリスク基準・管理策の提示 

ギャップについて、リスク分析 

リスク受容プロセス (勝手にさせない） 

 
 

70 



組合せアプローチ 

71 
ルール 

＝ベースライン 
部署A 部署B 部署C 

達成 
リスクを 
受容可能？ 

管理 

要改善 

ベースラインアプローチ＋ギャップの受容可能性を詳細分析 
工場など、環境の違う職場も追加リスク分析 



ベースラインアプローチ 
定性的なリスクレベルの例 
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社内情報 

機密情報 

お客様情報 

業務上知る必要のある人
のみアクセス可。 
アクセスコントロール 
(営業秘密要件レベル） 

機密情報レベルに加え、 
アクセス権者による 
内部犯行対策も付加 
(絶対漏らさないレベ
ル） 

万一、 
内部犯行があれば

諦める 
(リスク受容) 

みんなで活用 
社員教育で守る 

情報区分と到達すべきリスクレベルを定める 



リスク分析と管理策の決定 導入時 

• 管理策は、To Beレベルで。(できるレベルではない） 
リスクをどこまで下げるのか 
できない間は、リスクを管理しながら受容する 

• ベースラインアプローチは、制定者によるリスク受容、と
も言える。 
必要に応じ、レベルを分けた管理策を制定。 

• 各管理策が何の脅威への対策かの理解が重要 
でないと、リスク分析はできない 
対策が固定化 
代替手段や合わせ技による守りも、提案・判断できなくなる 

• 禁止的管理だけでなく、発見的管理、ログと監視 

• NW,GWなど、情報システム部門だけが扱うものについても、
当然対象とする。 

• リスク分析により、セキュリティ製品購入時の吟味ができ
やすくなるのでは？ 
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リスク受容 

• リスク受容は、実質的には経営者しかできない。 
事故が起きて謝るのは経営者。リスクと投資と現場負担のバ
ランスを最終的に判断するのは経営者。 

だから理解できる言葉でのインプットが必要 

その中で、暫定的受容か、実はあまりリスクがないのか、が
見えてくるはず。 

 

• リスクは「管理」しながら受容 
最低、1年に一度は見直し（本来は変化点管理） 

着々と予算化しながら継続的改善 

投資できない間は人的により注意しながら、など。 

より内外の変化点に注意しながら、など。 

そのままでよい、と忘れないこと 
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Do 

•実装、運用 

•教育・訓練：情報資産に触るすべての人に教育
が必要 
• 千里の堤も蟻の一穴 

• ITガバナンス 

• ルール順守、就業規則化、懲戒 

• サイバーインシデントの発現確率低減、早期発見 
• 標的型訓練 

• 不審なメール、不審な動きの報告 

• 警戒呼びかけ 

 

•委託先・取引先管理(監査)、脆弱性検査 

 
 

 

75 



Do 

•事故対応と事象の検知と報告、対応 
• 事故対応体制整備 （CSIRTなど） 

• OODAループ 
Observe (観察） 

Orient （状況判断） 

Decide （意思決定） 

Act   （実行） 

• 恒久的再発防止 ＝PDCAのAction に 

 

 

76 



情報に触るすべての人に教育が必要 

•千里の堤も蟻の一穴 
• ITガバナンス 

• ルール順守、就業規則化、懲戒 

 

•サイバーインシデントの発現確率低減、早期発
見 

• 標的型訓練 

• 不審なメール、不審な動きの報告 

• 警戒呼びかけ 
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継続と定着 

• 導入したらプロジェクト解散、ではない。 
• 定着や変化への対応のため、セキュリティをミッションの一
部とする部署が必要。 

• 継続した教育、監査、リスク分析、見直し 
• 人は忘れる、替わる 
• 意味を理解してもらう 

• 継続したリスク分析 
脅威の変化、事業の変化、持っている資産の変化、運用の変
化等に合わせ、継続的に（変化点管理的）リスク分析やベー
スラインの見直しが必要。 

でないと、形骸化 

合理化のチャンス 
スパイラルアップ（継続的改善） 
分析によりシステムや情報の持ち方を見直し、コストダウン
の契機に。 

他の要請も含めた最適化に 
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制度改革 ＋ 風土改革 
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・結局、人。 
  不正発生の確立？ 
  多段外注先の人の管理 
    
・ITだけではない。人事、総務、法務も含め、連携重要 
 難しければ、ITに投資 
 
・制度設計が重要 

• 例えば、資料のダウンロード、翌日、上司から呼び出
し 

• NDA, 退職後の競業避止 
 
・人を動かす、コミュニケーション、「べた」なことが重要 
・懲戒 か？ 



ITセキュリティ力の重要性 

•ベースライン目標の設定 
• リスクの大きさ 

• 考えられるソリューションの有無、実現可能性 

•リスク評価とリスク受容の承認 
• リスクの大きさ 

• 発生確率、世の中で何が起こっているか 

• それを受容して大丈夫か 

• 代替策の提案 

•脅威動向、技術動向からの方針への提案、課題
提起 
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Check・監査こそITスキルの出番 

•素人でもわかるチェックリストによるチェック
に陥りがち 

•「できている」が本当にできているのか、現場
現物で見ることができているか？ 

•特に、システムの設定、状況など。 

•ログの確認、システムの設定、などを確認でき
る監査スキルが必要ではないか。 
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目次 

０自己紹介 

1. はじめに 

2. マネジメントの必要性 

3. マネジメントのコツ 

１）経営リスクの一つとしての対応 

２）導入・運用上のコツ 

4. まとめ 
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ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの必要性 

1. ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨは社会・取引先からの要請 
企業価値向上の一環と考えている会社は投資している 

• レピュテーションリスク 
個人情報漏えい 

踏み台、マルウエア拡散等、世間、潜在顧客へのご迷惑 

• 取引先への損害、信用失墜 

• 自社の競争力や業務を守る事にもつながる 

2. 経営リスク対策としてのマネジメントシステ
ムを通じ、現場定着と継続を。 
• 脅威は変化する。脅威の変化、事業の変化、持って
いる資産の変化、現場運用の変化等に合わせ、継続
的にリスクを分析し見直しが必要。 
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経営者の理解を得て、全社で合理的なサイバー
セキュリティ、情報セキュリティを維持・向上
させ、企業価値の向上に貢献されることを期待
します。 
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ご清聴 
ありがとうございました 
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