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■ 論文要旨 ■ 

情報漏洩を完全に防ぐ手立ては無い。ISMS やプライバシーマークはどちらかといえ

ば表面的な面では機能するが、情報漏洩してしまった時点では機能しないと考えてよ

い。そういった認証取得を行わない選択をすることによるメリットを考え、仮に情報

漏洩をしたとシミュレーションすることから発想した、企業の情報セキュリティ実装

のあるべき姿を述べる。また、それを継続的に機能させるための教育とチェック機能

について、当社の事例を紹介する。 
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１．はじめに 

  Facebookや Twitter、ブログなど、個人が世界に対して気軽に情報発信できる環境は素

晴らしくもある反面、企業のセキュリティの見地から見ると厄介でもある。政治家の

Twitter 利用が失言として時にやり玉に挙がる原因の一つとして、思いつきをすぐに発信

できる手軽さが仇となっているとも言え、社員にしても一瞬の怒りが仇となって、企業の

重要情報が漏洩するといった危険性も増してきているといえる。 

 また、昨今のアルバイトや若者の非常識な写真公開が問題となるニュースを引用するま

でもなく、SNS という一見閉鎖的に見える世界も厄介だ。一部の友人に対して発信したつ

もりの社外秘情報が、知られてほしくない人々に知られる事態にも簡単になりえる世界と

なってきている。 

 こうした状況の中、企業はどうセキュリティに対して取り組んでいくべきか。コストを

かけ、漏洩させないあらゆる手立てを講じればそれで良いのだろうか？ 否、セキュリテ

ィに対してそれほど潤沢に資金をつぎ込める企業はそう多くないであろう。本論では、弊

社の事例を基に、今求められる必要十分な情報セキュリティとは何かを考察し、その実装

とチェック機能について述べる。 

 

２．情報漏洩 

２．１ 故意による情報漏洩は防げない  

 もし、社員の中にその企業にとって悪しき感情を持った者がいて、その者が匿名でイン

ターネットに情報を流そうとした場合、果たしてそれを完璧に防ぐ手立てはあるだろうか。

恐らく現状の技術で防ぐとした場合、下記のような手立てが考えられるだろう。 

 

［故意による情報漏洩を防止する手立て］ 

 メールや添付ファイルの中に「社外秘」等、機密文書を匂わせる文字列があった場合

は送信を止めることができる。 

 業務用 PCからのあらゆる SNSサイトへの接続を禁止する。 

 PC自体の持ち出しを禁止する、もしくは、シンクライアント化する。 

 USBメモリや外付け HDDの使用をシステム的に禁止する。 

 社内へのカバンや携帯電話の持ち込みを禁止する。 

 紙ベースの資料の持ち出しを禁止する。 

 

 しかし、上記の事項を全て実装したとして、果たしてこのような人の行動を阻止するこ

とができるだろうか？ 答えは否である。上記の事項は行動をしにくくしているだけであ

り、その人がその気になれば抜け穴はいくらでもあるといえる。世界トップレベルのセキ

ュリティを誇る CIA ですら、告発を決心した部員によって簡単に漏洩してしまっているの

である。特に、BYOD（Bring Your Own Device）を採用している企業であればそのリスクは

さらに高まるといえる。 

 このように、故意による情報漏洩を防ぐ手立ては「無い」と言えよう。 
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２．２ ミスによる情報漏洩  

 それでは、ちょっとしたミスによる情報漏洩を防ぐことはできるだろうか。手立てとし

ては先述の事項に加えて、以下の手段が考えられる。 

 

［ミスによる情報漏洩を防止する手立て］ 

 メールの誤送信防止機能の実装。 

 メール添付ファイルの自動暗号化。 

 FAXの誤送信防止のため、完全にメール等に移行する。 

 

 その社員に漏洩の意思が無いことから、完全ではなくとも、こういった手立ては比較的

有効に機能するといえる。 

 

２．３ 当社の危険な過去 

 幸いなことに当社での重要情報の漏洩事故は今のところ起こっていない。ただ、過去を

振り返ると情報漏洩してもおかしくは無い事件・事故は多く発生している。その内容は以

下のようなものである。 

 

［情報漏洩につながる危険性のあった事件・事故］ 

 現場事務所に泥棒が入り、パソコンが盗まれた。 

 車での移動中、車上荒らしに遭い、パソコンが盗まれた。 

 電車での移動中、網棚にパソコンを置き忘れた。 

 所在管理が曖昧で、いつの間にか紛失していた。 

 

 いずれもパソコンの盗難・紛失であり、盗難者がその気になれば重要情報を取り出すこ

とも不可能ではなく、非常に危険な事件、事故であったといえる。 

 ただ、興味深いのは現場事務所の盗難において、セキュリティワイヤーが設置されてい

たパソコンは盗まれなかったことである。たとえ簡単に切れそうな細いワイヤーであって

も、一刻を争う場面では抑止力として大きく機能することが証明されている。 

 

 

３．ISMS、プライバシーマークは取得しない、という選択 

３．１ ISMSとプライバシーマーク  

 企業のセキュリティ強度を表す指標として、ISMS やプライバシーマークが一般的である

といえる。対外的には好印象を与える仕組みであり、受注にも好影響を与えるため、多く

の企業で取得が進んでいる。これらの認証について、以下に簡単にまとめる。 

 

 ISMS（Information Security Management System） 

企業や組織が自身の情報セキュリティを確保・維持するために、ルール（セキュリテ

ィポリシー）に基づいたセキュリティレベルの設定やリスクアセスメントの実施など

を継続的に運用する枠組みのこと。ISMSに求められる範囲は、ISO/IEC15408などが定
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めるような技術的な情報セキュリティ対策のレベルではなく、組織全体に渡ってセキ

ュリティ管理体制を構築・監査し、リスクマネジメントを実施することである。 

（出典：http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/isms.html） 

 

 プライバシーマーク 

日本情報処理開発協会（JIPDEC）により付与される評価認定制度の１つ。事業者単位

で付与され、JISQ15001 に準拠した個人情報の取り扱いに関するコンプライアンスプ

ログラム（個人情報保護措置）に基づいて、従業員への教育と運用実績があることが

認定の最低条件となっている。認定後も消費者からの苦情に基づいて、運用改善命令

が出されるなど制度の実効性を保証する仕組みがなされている。 

（出典：http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/pmark.html） 

 

 いずれの認証も取得すれば終わりではなく、定期監査の実施等、継続的、組織的な取り

組みを必要とする。 

 

 

３．２ 取得の意義とデメリット  

 それでは、企業がこれらの認証を取得する意義、実質的メリットについて考えてみよう。

ISMS やプライバシーマーク等の情報セキュリティ認証を取得した場合のメリットは、概ね

以下のような事項が挙げられる。 

 

［取得した場合のメリット］ 

 監査や継続的な改善を実施しやすくなる。 

 セキュリティ対策チームを組織化しやすくなる。 

 社内のセキュリティ意識の向上につながる。 

 対外的印象を高めることができる。 

 高セキュリティを求められる案件の受注に結び付く可能性が高まる。 

 

 一方、取得することのデメリットについては、以下のような事項が挙げられる。 

 

［取得した場合のデメリット］ 

 取得時のコンサルタント等、準備等に係る費用が多く発生する。 

 維持するための作業が業務を圧迫する。 

 監査をクリアすることに目的がすり替わりがちになる。 

 内部監査員の育成等にコスト、パワーがかかる。 

 取得しているから安心という妄信が生まれやすい。 

 

 もちろん、ISMS やプライバシーマークが必須アイテムとなっている業種もあるが、総じ

ていえることは、こういった認証を取得する意義というのは、どちらかと言うと、実利的

な部分よりも、表面的な部分にウェイトが高いと考えられる。殊に時を経て、取り組みが

形骸化してきた場合、本質的な意味が失われがちになり、後には煩わしさだけが残される

http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/isms.html
http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/pmark.html
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という本末転倒な事態にもなりかねないであろう。 

 また、取得した企業が個人情報を漏洩した例も多くある。その際、漏洩後に認証してい

ることが奏功している事実は皆無と言ってよい。つまり、このような認証が情報漏洩を起

こした企業を守ってくれはしないのである。 

 

 

３．３ 取得しないという選択が与えるもの  

 業種的にこういったお墨付きをさほど必要としないのであれば、企業はより機能的、実

利的な情報セキュリティの実装を追求するべきであろう。認証を取得しないことで、パワ

ー、コストとも取得に係る不要な部分をそぎ落とすことができるようになり、より本質的

な情報セキュリティ対策を講じやすくなるといえる。 

こういった観点から、当社ではこういった認証を取得することはさておき、機能的、実

効的な仕組みを構築することを主眼に情報セキュリティ対策に取り組んでいる。 

 

 

４．ステークホルダーに対しどう担保していくか 

４．１ ステークホルダーが蒙る被害 

当然のことながら、万一、重要情報が漏れた際に企業そのものが蒙る被害の他に、ステ

ークホルダーへの影響についても考慮する必要がある。ステークホルダー別の情報漏洩に

よる被害について以下にまとめる。 

 

［顧客、取引業者、協力会社］ 

 個人情報、機密情報が漏洩し、悪用される可能性がある。 

 その先のステークホルダーから損害賠償を請求される可能性がある。 

 

［株主］ 

 マスコミに取り上げられる等により、株価が下落する。 

 

［社員］ 

 社員個人も告発され、実名報道がなされる可能性がある。 

 個人情報が漏洩し、悪用される可能性がある。 

 故意、または、過失によって被害をもたらした場合、懲戒免職や損害賠償を請求され

る可能性がある。 

 

 情報漏洩した企業も含めて、漏洩した情報を悪用される危険性もさることながら、マス

コミ等に取り上げられることによる風評被害的な損害が多大であるといえる。 

 

 

４．２ まず漏れたらどうするかから考える 

 先に述べたように、いかに高セキュリティな仕組みを実装していようが、ISMS やプライ
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バシーマークを取得していようが、情報が漏洩する危険性を皆無にはできない。その中で

ステークホルダーに対してどう担保していくか。情報セキュリティの仕組みを構築する前

に、まず、この部分を明確に定義する必要がある。つまり、漏れた場合を想定し、その際

の対策を講じるところから検討をスタートさせ、それに応じた必要十分な仕組みやルール

を取得、実装していく方がよりてっとり早く、実利的機能的であり、かつ、過剰投資を抑

えることができるといえるだろう。 

 とはいえ、当社もそういった視点から情報セキュリティを考えていったわけではない。

が、ISMS 等の情報セキュリティ認証を取得しない方針とした結果、ある程度必要性を優先

させた実装内容となっている。そこで、次章からは当社のモデルを下敷きにして、その反

省点を考慮した実利性のある必要十分な情報セキュリティ実装を考えてみたいと思う。 

 

 

５．漏れた場合の対処事項と必要な事前準備 

 それでは、何らかの形で個人情報が漏洩し、被害を受けた個人から漏洩元として訴訟を

受けた場合に必要とされるであろう対処事項を考えてみよう。 

 

［情報漏洩事件を起こした場合の対処］ 

① 漏洩経路、漏洩先の特定 

② 可能な限りの回収、拡散の防止努力 

③ 裁判への対処 

④ 損害賠償への対処 

⑤ 罰金、処罰への対処 

⑥ マスコミ対応 

⑦ 漏洩者への処罰 

⑧ ステークホルダーへの説明 

⑨ 営業活動の自粛等 

 

 これらの対処を行うために、最低限必要となる準備は以下の事項が考えられる。括弧内

は係る上記対処事項を表す。 

 

［情報漏洩した場合の対処を行うための事前準備］ 

(ア)情報セキュリティポリシー等の規程類や、一般的なレベルのウィルス対策、多層防御

等のツールの実装（⑥⑦⑧） 

(イ)漏洩経路の特定を行うための履歴の取得、管理（①⑦⑧） 

(ウ)漏洩者の処罰方法の確立（⑦） 

(エ)漏洩後の対策チームの選任、教育、マニュアル化（③④⑤⑥⑦⑧⑨） 

 

 （ア）（イ）については実利的機能的な部分はもちろん、ここに掲げた事件後の説明時

にも機能すると考えられる。逆に言えば、「説明がつく」レベルの機能、環境の実装が

「最低限」の目安になるとも言え、ここからルールやツールを選択、策定していくことこ
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そ無駄のない情報セキュリティ実装に繋がっていくと考えられる。 

 また、係る対処事項の数から言っても、最も重要となるのは（エ）であろう。しかしな

がら、当社を始め、多くの企業で実質的になされているとは言えないものではないだろう

か。 

 

 

６．無駄のない情報セキュリティの実装 

６．１ ポリシー、規程類、各種環境、ツールの実装  

 万一漏洩したときにステークホルダーや社会に対して「説明がつく」レベルとは具体的

にどの程度のものが必要となるのか。 

まず会社としてのスタンスを記した情報セキュリティポリシーや基本的な規程類は、形

式的であるとは言え、対外的なアピールの意味も含めて最低限必要なルールであるといえ

る。特に重要となるのは、電子的か紙ベースかを問わず、データの取り扱いを細かに記し

た「重要情報取り扱い規程」であろう。どんな情報が重要であり、どのように保管し、持

ち運び、持ち出しについての取り決めを記したものは、情報漏洩事件の説明責任を果たす

上でも最も重要であるといえる。 

また、漏らさないための環境、ツールの実装も一般的なレベルの実装は必須であるとい

える。上述のように完璧な防御環境の構築が不可能であるとするならば、ウィルス対策や

侵入防御等の実利的、かつ、一般的なレベルの環境構築は「説明がつく」レベルであると

いえる。当社では、インターネット出入り口の集約化、FireWall による通信制御

（IPS/IDS）、ウィルス・スパム対策製品での多層防御環境（サーバ、ネットワーク、クラ

イアント）、および、メール誤送信防止、添付ファイル自動暗号化の構築を行っている。 

また、今後は BYODへの対応も重要となるだろう。当社では、個人端末を使用する際の取り

決めを行うとともに、メールやファイルサーバへのセキュアなリモートアクセス方法（ク

ラウドサービス）の利用を義務付けている。 

さらに、漏れた際、真っ先に求められるのは漏洩経路、漏洩元の特定である。これに有

効な手立てとしてはやはり、データのアクセス権をしっかりと管理し、持ち出し（アクセ

ス）履歴を保管しておくことであろう。 

 

６．２ 教育と誓約  

 形式的な情報セキュリティポリシーや規程類の策定、環境構築とともに、とても重要な

のは社員の教育であるといえる。 

 策定したポリシーや規程類についてはもちろん、特に社員が認知すべきなのは、上述し

たような情報漏洩した場合のリスクと波及効果である。これらについては、認知と意識付

けが重要であり、そのためには定期的な教育の実施とテストが有効であるといえる。E-

Learning等のツールを用いるとより効率的効果的であろう。 

 またこういった教育が浸透しているかどうかは、実地でのチェックも重要となる。７章

で詳しく述べるが、一般的な認証を取得せずとも、実利のある定期的なパトロールや監査

は意識の徹底を図る意味でも疎かにはできない。 

 教育とともに重要なのは、それらを認知したうえで情報漏洩事故、事件を起こした際に
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社員がどういう責任を負わなければならないかについて社員と誓約を取り交わすことであ

ろう。万一、情報漏洩事故、事件が起きた時、この制約に基づいて上述の「漏洩者の処罰」

を行うことができる。また、この誓約を度々意識させることによって漏洩事故、事件を起

こしにくくする効果もある。当社における誓約書の例を図１に示す。 

 

図１ 誓約書例 

 

 

６．５ 漏洩後のアクションの確立、訓練の実施  

 当社を含め、特に情報漏洩の経験の無い企業においては、漏洩後どのようなアクション

をすべきか、また、その対策チームについて実効性のある仕組みが確立されていないのが

現状ではないだろうか。特に重要顧客情報の漏洩となれば、企業のトップがその対策に当

たる必要も出てくる。具体的には 5 章で述べた事項の実施が必要となるため、一般的に企

業トップや広報部門、情報システム部門が中心となる対策チームとなるであろう。 

特に重要なのは災害対策と同じような、定期的な訓練、シミュレーションの実施である。

万一、重要情報が洩れ、顧客等に多大な損害をもたらした場合に、俊敏かつ適切な事後処

理を行うために、誰が何をし、どう動くかを日ごろから準備しておくことが肝要であろう。 

 

 

７．実効性のある教育とチェックの仕組み 

 実装後に重要となってくるのが、実のある教育とチェックの仕組みである。本章では当

社が実施している事例を紹介する。 

 

７．１ 実態把握と是正 

 当社では 5 年ほど前から情報システム部門による「情報セキュリティ実施状況調査」と

いう監査的なチェックを年に数回実施している。数年で全部署を網羅しており、各部署は
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数年に一度は実地でのチェックを受けることになる。 

調査の流れを図２に、チェックシートを図３に、調査結果報告例を図４に示す。このよ

うに、独自のチェックシートに基づいてポリシーや規程類の認知度や管理状況のチェック

を行い、実際に事務所内のパソコン等の使用状況を調査する。調査後は部門のトップを含

めた関係者を集めて結果と是正事項の説明を行い、他部署との比較も含めて点数評価する。

評価の方式は、チェックシートの各項目を 4 点満点でポイント化し、それらをカテゴリ毎

に加算して 10 段階評価する、当社オリジナルの仕組みである。このように ISMS 等の認証

を取得しないことで、逆にその会社に合った実効的なチェックの仕組みを構築できるとも

いえる。 

その年々チェック内容をカスタマイズしていくことで、情報セキュリティを取り巻く環

境やリスクの変化にも柔軟に対応できている。 

 
図２ 調査の流れ 

図３ チェックシート                図４ 調査結果報告例 

 

７．２ 実地教育  

 元来、情報セキュリティの教育というものを、積極的に受けようと思う人は少ないだろ

う。それゆえ E-Learningという形態での教育は手軽であり、時間の融通も利くので適して

いる手段ではあるが、実効性や浸透という意味では集合教育に敵うものとは言いにくい。

そういった意味で、情報セキュリティのチェックのタイミングでの実地教育は有効である

といえる。各部署の上層部に必要性を認識させる場としても適している。当社では、情報
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セキュリティ実施状況調査の場を利用して、調査結果の説明とともにトレンドや危険性の

周知、教育の場を設けている。 

 

 

７．３ 調査結果と実績  

 5 年ほど前から取り組んでいる「情報セキュリティ実施状況調査」は昨年より 2 クール

目に突入し、確実に実を結んできている。特に当社のような建設会社においては、現場事

務所が最大のセキュリティホールとなる危険性が高く、そこに勤務する社員の意識がセキ

ュリティ・リスクに対して大きく作用するといえる。当初、パソコンのセキュリティワイ

ヤーの設置など、その有効性を疑う気持ちから配付されても設置していない現場が多く見

られたが、実際に起こった盗難の事例を実地で説明することで意識が高まり、現在ではほ

とんどの現場で実装されていくようになっている。また、その場の状況に対して具体的に

リスクを説明していくことで、より実感を伴った教育を行うことができている。 

 また、全部署を対象に定期的に実施することで、部署を問わず全体的に見られる問題も

浮かび上がってくる。その主な事項は以下のとおりである。 

 

 パスワードが脆弱 

 ID、パスワードがパソコン本体に貼られている。 

 共有 NASにセキュリティワイヤーが設置されていない。 

 

 これらの結果から、パスワードの強化は個人任せにしても徹底されないことが分かり、

システム的な措置を施すに至っている。また、共有 NAS については、中身（データ）の重

要性の認識が薄いことが読み取れ、教育へのフィードバックやハードウェアや設定の標準

化、セキュリティワイヤーの添付等の対策を講じることに繋がっている。 

 

 

８．今後の課題 

 当社では特に情報漏洩後のアクションが実効的な形として確立されておらず、これは早

急に手を打つべき課題であるといえる。転ばぬ先の杖になるとともに、企業トップへの意

識付けとしても事が起こる前に早急に取り組むべき課題であろう。 

 また、ビッグデータ時代の例に漏れず、当社でも個人の過去の業務データをどう扱って

いくかが今後大きな問題となってくるであろう。セキュリティを保った適切な保全と廃棄

のルールや環境の整備が望まれる。クラウドはこういった環境を実現するための手段とし

ては最も期待したい分野ではあるが、バックアップ領域としての利用と考えると、いまだ

コストに見合わない現状がある。今後この分野での発展、低価格化が望まれる。 

 

 

９．おわりに 

 ISMS 等の各種情報セキュリティ認証について否定的な論調となってしまったが、それは
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本意ではなく、要はいかに実効性を失わずに運用を継続するか、が鍵であると思われる。

特に情報漏洩してしまった際には多大な現場力が必要とされ、制度や制約に拘っている場

合ではなくなる。ディザスタリカバリにもそのまま当てはまるが、そういった際、現実的

に機能する仕組みの実装が求められることを忘れてはならないだろう。 


