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■ 論文要旨 ■ 

 本論文は、自らが受けた新入社員向けの情報セキュリティ教育と、配属後、目に触れる

ことになった一般社員向けの情報セキュリティ教育について、課題と解決策を提示するこ

とで、従業員に対して、情報セキュリティ意識の向上を目指すものである。 

 具体的な課題として、新入社員に対する教育は、入社間もない時期に行われるので、IT

知識差や業務経験がないことによる理解不足が見られる。そこで、新入社員には、情報セ

キュリティに関する基礎講座と、業務に習熟した後での分野別教育を追加することを提案

している。 

 また、一般社員に対する教育では、個人の意識差が見られるなどの課題があるため、当

社における情報セキュリティの現状を紹介し、認識してもらうことや、チーム単位での取

り組みの追加を実施することを提案している。 

 このような取り組みを通じて情報セキュリティに関する危機意識を喚起し、従業員とと

もに自社を守って行きたいと考えている。 



 

- 2 - 

 

  １．はじめに ･････････････････････････････････････････････････････《  3》 

  ２．新入社員教育における情報セキュリティ教育 ･･････････《  3》 

   ２．１ 現状 

   ２．１．１ 情報システムのセキュリティ全般 

   ２．１．２ ソーシャルメディアの使用に関する注意 

  ２．２ 課題 

   ２．２．１ 情報セキュリティ教育の理解度差 

   ２．２．２ 業務経験がない中での情報セキュリティ対策の理解 

  ２．３ 対策 

   ２．３．１ 情報セキュリティに関する基礎講座の追加 

   ２．３．２ フォローアップ教育において情報セキュリティ教育を実施 

  ３．一般社員教育における情報セキュリティ教育 ･･････････《  6》 

   ３．１ 現状 

   ３．１．１ eラーニングによる情報セキュリティ学習 

   ３．１．２ 標的型攻撃メール訓練 

   ３．１．３ グループウェアを用いた情報共有 

  ３．２ 課題 

   ３．２．１ サイバー攻撃に対する意識差 

   ３．２．２ 情報共有 

  ３．３ 対策 

   ３．３．１ 会社の現状を教材に取り入れる 

   ３．３．２ チームで情報セキュリティ教育の理解に取り組む 

  ４．まとめ･･････････････････････････････････････････････････････････《  9》 

 

 

 

図１ 新入社員教育のスケジュール ････････････････････････････････････《  3》 

図２ 対策後の新入社員教育スケジュール ･･････････････････････････････《  6》 

図３ eラーニングの内容(昨年度版)････････････････････････････････････《  7》 

 

表１ 新入社員向け情報セキュリティ教育の現状 ････････････････････････《  4》 

表２ 一般社員向けの情報セキュリティ教育の現状 ･･････････････････････《  8》 

表３ 現状と対策のまとめ ････････････････････････････････････････････《  9》 

 

 

■ 論文目次 ■ 

■ 図表一覧 ■ 



 

- 3 - 

１．はじめに 

 昨今、USBメモリのウイルス感染や標的型攻撃メールによるサイバー攻撃に端を発した個

人情報や業務情報の漏洩が大きな社会問題となっている。 

 当社は電力会社であり、お客さまに関する個人情報や、電力の安定供給に必要不可欠な

業務情報を取り扱っている。万一、これらの情報が流出するような事故が発生した場合、

社会的信用の低下を招き、企業経営に深刻な影響を及ぼしかねない。このため、システム

的な対策に加えて、全従業員を対象に情報セキュリティ教育を行うなどして、情報セキュ

リティに関する危機意識を喚起している。 

 しかしながら、私が2013年４月に受講した、新入社員向けの情報セキュリティ教育では、

どのようなものが業務情報に該当するのか、どういった場合に注意するべきかなどという

点について、具体的事例が少ないこともあり、新入社員の中でも理解度に差が見られるな

どの課題があるように見受けられた。また、新入社員教育終了後に配属された情報通信部

において、一般社員向けの情報セキュリティ教育の内容について見聞きする機会を得たが、

これにおいてもいくつか改善すべき点があるように感じられた。 

 このため、社内の情報セキュリティ教育について調査し、その課題と解決策を提案する

ことで、従業員の情報セキュリティに対する危機意識の向上を目指すこととした。本論文

ではこの取り組みについて述べる。 

 

２．新入社員教育における情報セキュリティ教育 

２．１ 現状  

新入社員向けの情報セキュリティ教育は、４月に全新入社員が受講するスタートアップ

教育内で半日程度の時間をかけて行っている（図１参照）。教育内容は、情報システムの

セキュリティ全般と、ソーシャルメディアの使用に関する注意が中心となっている。以下

に、その詳細を示す。 
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この中で、情報セキュリティ教育は 
半日程度実施 
・情報システムのセキュリティ全般 
・ソーシャルメディアの使用に関する注意など 

図 1 新入社員教育のスケジュール 
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２．１．１ 情報システムのセキュリティ全般 

 情報システムのセキュリティ全般を、講義形式で教育している。内容は、 

・なぜ情報システムのセキュリティを確保しなければならないのか 

・コンピュータウイルスや不正アクセス遮断などの一般的な対策 

・当社が独自に行っている情報セキュリティ対策 

・従業員として会社で使用する業務用パソコンや家庭での個人所有パソコンを使う

際に遵守すべきこと 

などである。 

 

２．１．２ ソーシャルメディアの使用に関する注意 

 ソーシャルメディアの使用に関する注意を、社外機関で作成されたDVD教材を活用するこ

とで学習している。内容はお客さまの情報をソーシャルメディアを通じて漏洩してしまっ

たケースや、業務時間中にブログを投稿してしまったケースなどを想定して作られたドラ

マ仕立てのものであり、同時にその問題点の解説も行っている。 

 

２．２ 課題 

 新入社員向けの情報セキュリティ教育は、 

・「ソーシャルメディアの使用に関する注意」は、一般的な内容であり、新入社員自

身もソーシャルメディアの使用者が多いため、理解しやすい一方で、 

・「情報システムのセキュリティ全般」は、社内のIT環境や業務に関する知識がない

新入社員にはわかりづらい 

と考えられる（表１参照）。以下で、その問題点を掘り下げたい。 

 

表１ 新入社員向け情報セキュリティ教育の現状 

 

 

 

新入社員向け情報セキュリティ教育 

情報システムのセキュリティ全般 ソーシャルメディアの使用に関する注意 

対象者 新入社員全員 新入社員全員 

目的 全般的な理解を得ること 全般的な理解を得ること 

教材 社内テキスト 外部機関で作成されたDVD 

方法 一律の講義 

課題あり→２．２．１項参照 

一律のDVD視聴 

タイミング 入社後1週間  

課題あり→２．２．２項参照 

入社後１週間 

場所 研修施設 研修施設 

 

２．２．１ 情報セキュリティ教育の理解度差 

 当社の新入社員は、高校卒から大学院卒まで学歴が幅広く、その専攻もさまざまである。

そこで問題点を探るべく、新入社員の一部を対象に調査した結果、新入社員は、 

  ・高校卒事務系：あまりIT知識がない 

  ・高校卒技術系：専攻によってIT知識に差がある 

  ・大学卒事務系：ある程度ITに関する知識や経験はある 

教育 

の概要 
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  ・高専卒・大学卒・大学院卒技術系： ITに関する知識や経験を持っている 

のように大別することができ、入社時のITの知識に差があることがわかった。 

 ITに関する知識が不足している状態で、情報セキュリティに関する詳しい対策を教えて

も、必ずしも十分な理解が得られない。例えば、コンピュータウイルスへの感染に関して、

外部記憶媒体の取り扱いを喚起した場合でも、ITの知識が不足していると、外部記憶媒体

への注意事項が、USBメモリ以外に、デジタルカメラやスマートフォンの接続にも適用され

ることが理解できない可能性がある。このように保有するITの知識によって、理解差が生

じかねないことが一つの課題である。 

 

２．２．２ 業務経験がない中での情報セキュリティ対策の理解 

 新入社員は、情報セキュリティ教育が行われる４月当初の時点では、自分がどのような

業務に就くかがまだわかっていない。このため、実際に業務を行ううえで、 

  ・どのような情報が業務情報になるのか、また個人情報になるのか 

  ・どのような場面で、情報セキュリティ面に気をつける必要があるのか 

  ・情報セキュリティを確保するため、どのように行動をするべきか 

などについて、実感を持って理解することが困難である。例えば、営業部門などは、お客

さまの個人情報の取り扱いには特に慎重を要するが、具体的に、どういった場面で、どう

注意すべきかなどは、限られた研修時間で言い尽くすことは不可能であり、現場に出てか

ら教わるべき事項も多い。このように、業務経験のない中では、情報セキュリティについ

て注意するべきことが概念的には理解できるとしても、実業務を行う際のイメージと結び

つけにくい。 

 

２．３ 対策 

２．３．１ 情報セキュリティに関する基礎講座の追加 

 情報セキュリティ対策を理解するためには、ある程度のITへの理解が必要となる。例え

ば、高校卒事務系はITに触れる機会が少なかった者が多く、大学卒でも、ITの知識がある

者とない者が混在している。このため、全新入社員に対して、事前にITの知識に関するテ

ストを実施し、十分でない者に対し、情報セキュリティに関する基礎講座を追加する。具

体的には、基礎講座にて、以下の教育を行い、知識を補うものとする。この基礎講座は、

現行の新入社員向けの情報セキュリティ教育後に、補習的に実施するのが効果的と考えら

れる。 

[情報セキュリティに関する基礎講座の内容] 

  ○コンピュータに関する基礎 

    ・外部記憶媒体とはどのようなものが含まれるのか 

    ・情報の管理･伝達がどのように行われているか 

  ○情報セキュリティの基礎 

    ・コンピュータウイルスとはいったい何か 

    ・ファイアウォールとは何か 

 

２．３．２ フォローアップ教育において情報セキュリティ教育を実施 

 新入社員が配属されてから取り組む業務は、 
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・営業部門：お客さまからの問い合わせ対応・相談や個別契約等を交渉 

・経理部門：会計や出納業務 

・発電部門：発電所を運営管理 

・電力輸送部門：送電線や市中の配電線、変電所を運営管理 

のようにさまざまであり、扱うシステムや守るべき情報も業務によって多少の差異がある

ため、新入社員にとって一律の教育では理解しにくい可能性がある。このため、新入社員

がそれぞれの配属先において、ある程度業務に就き、自身の業務を経験したうえで、情報

セキュリティ教育を受講することを提案する。なお、配属前の情報セキュリティ教育も一

般的な内容としては有意義であるため、配属後の教育は２度目の教育として分野別に実施

することが好ましい。 

 当社では、入社後半年以上が経過した１月に、全新入社員が集まって、自身の業務を振

り返るフォローアップ教育の機会が与えられている。その機会にいくつかの部門に分けて、

情報セキュリティ教育を行い、自身の業務を行う際に留意すべき情報セキュリティ対策を

理解してもらう。 

 

 以上のような対策を行うことにより、新入社員教育のスケジュールは図２のようになる。 

 

 

 

３．一般社員における情報セキュリティ教育  

 ３．１ 現状  

 当社では、全従業員を対象とする情報セキュリティ教育を毎年行っている。例えば、e

ラーニングを用いた学習や標的型攻撃メール訓練などがある。また、情報セキュリティに

関する情報や教材を、グループウェアのメールや掲示板を用いて、提供している。以下に、

その詳細を示す。 
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図２ 対策後の新入社員教育スケジュール 

従来の情報セキュリティ教育に以下を追加 
・ITへの理解度テスト 
・必要な者に対して、情報セキュリティに 
関する基礎講座 
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 ３．１．１ eラーニングによる情報セキュリティ学習 

 e ラーニングによる学習では、はじめに情報セキュリティに関する社会問題について

触れ、情報セキュリティ確保の必要性や関連する対策やルールを紹介している。そして、

最後にテストを交えながら学習した内容について確認している（図３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．２ 標的型攻撃メール訓練 

 標的型攻撃メールは、添付ファイルを開かせることで、コンピュータウイルスの感染を

引き起し、情報を流出させることを目的とするものである。当社では、擬似的な標的型攻

撃メールを従業員に対して送信し、対応力を養う訓練を行っている。 

 

３．１．３ グループウェアを用いた情報共有 

 情報セキュリティに関する情報は、グループウェアのメールや掲示板によって、全従業

員に共有されている。情報は、掲示板で常時確認できるが、緊急性のある情報は、メール

にて周知を行っている。 

 

３．２ 課題  

 一般社員向けの情報セキュリティ教育の課題は、 

・サイバー攻撃に対して各個人に意識差があり、油断している従業員もいることと 

・メールや掲示板はどれだけ読まれたかわからず、情報が確実に伝わっているかわか

らないこと 

である（表２参照）。以下で、その問題点を掘り下げたい。 
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情報セキュリティ確保 
の必要性 
■以下を解説 

・情報セキュリティ確保を怠っ
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・当社が行う物的・人的対策 
など 

■従業員として遵守すべきルール
周知 
・不審なメールの取り扱い 
・電子メール、FAXの誤送信 
・業務情報の持ち出し禁止 

など 

確認問題 
■テスト形式で出題 
以下を質問 
・パスワードの適正管理 
・インターネットの適正利用 
・業務情報の適正管理 
・外部記憶媒体の利用 
・標的型攻撃メールの脅威 
・ソーシャルメディアの取り扱

い 
など 

① ② ③ 

図３ eラーニングの内容（昨年度版） 
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表２ 一般社員向けの情報セキュリティ教育の現状 

 

３．２．１ サイバー攻撃に対する意識差 

 大半の従業員は自分のこととして情報セキュリティ教育を受講し、サイバー攻撃などに

ついて学習している。しかしながら、周囲にヒアリング調査をしてみたところ、サイバー

攻撃自体については学習しているものの、自身が標的になるかもしれないというリスクを

認識せず、油断している従業員もいるのではないかという意見が見られた。 

 サイバー攻撃は、いつ、誰に、どのような形で行われるか予測できない。すべての従業

員がこれに備えておく必要があるものの、現状では個人により意識差があるように見受け

られる。 

 

 ３．２．２ 情報共有 

 メールや掲示板によって共有されている情報はどれぐらいの従業員が見ているかわから

ない。実際、従業員に提供している情報を見ているかを質問をしたところ、多くの者はチ

ェックしていると回答したが、なかにはメールをあまり確認しないという者もいた。いく

ら有益な情報や活用できる教材を提供しても読まれていないのでは意味がない。全従業員

が情報セキュリティ上の危険性を抱えていることから、日常の業務を行ううえで注意すべ

き点や対処法について、その内容、あるいは最低でもその情報の所在について認識してお

いてもらう必要がある。 

 

３．３ 対策  

３．３．１ 会社の現状を教材に取り入れる 

 現在の教育内容は、一般的な対策が中心であり、情報セキュリティ確保が自分に関連し

た問題であると捉えにくい。そこで、情報セキュリティに関する当社の現状、例えば、 

・毎年、当社ではどれぐらいサイバー攻撃を受けているのか 

・どのようなサイバー攻撃であるのか 

 

 

一般社員向けの情報セキュリティ教育 

eラーニングによる情報 

セキュリティ学習 

標的型攻撃メール訓練 情報共有 

対象者 全従業員 全従業員 全従業員、関係する部門

の従業員 

目的 全般的な理解・注意喚起 

課題あり→３．２．１項

参照 

標的型攻撃メールへの

対応力強化 

情報共有、注意喚起 

教材 社内作成の 

eラーニング教材 

外部で作成された 

メール 

メール、掲示板 

方法 特定期間内のeラーニング

受講 

擬似メールの送信、 

対応に関するアンケー

ト調査 

掲示板への掲載、メール

送信 

課題あり→３．２．２項

参照 

タイミング 年１回 年１回 適時 

場所 勤務場所 勤務場所 勤務場所 

教育 

の概要 
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（当社に届いた標的型攻撃メールの事例、不正アクセスが試みられた事例） 

 などを e ラーニングの教材に織り込むことを提案する。これにより、自身が背負うリス

クが現実味を帯び、危機意識が芽生え、情報セキュリティ確保に対する意識が向上すると

考えられる。 

 

３．３．２ チームで情報セキュリティの理解に取り組む 

 現在、情報セキュリティに関する周知は、セキュリティ担当箇所からメールなどにより、

個人宛に送っているものの、十分に理解されなかったり、読み忘れてしまったりすること

が考えられ、情報が確実に伝わっていない可能性がある。 

 このため、個人の理解を促進する方法として、これらの方法に加えて、掲示板やメール

で共有している情報のうち主要なものを、職場の部、課などというチーム単位で議論して

もらうことを提案する。各職場で議論することで情報に漏れがなくなり、各自が考えるこ

とで記憶に留めることができる。具体的には、 

・セキュリティ担当箇所で、職場討議用のガイダンスなどを作成し、それを基に議論し

てもらう 

・情報処理推進機構で作成された情報セキュリティの教材が各職場に配布されているの

で、これを議論のテーマとして取り上げてもらう 

などの方法が考えられる。このように、個人の努力による理解に加え、チーム単位で取り

組むことで、情報を確実に伝え、共有することができ、情報セキュリティ対策が定着して

いくと思われる。 

 

４．まとめ 

 情報セキュリティ教育は、従業員に対して、情報セキュリティに対する適切な危機意識

を持たせるべきものである。危機意識を持たせるにあたり、本論文では、 

・新入社員には、情報セキュリティに関する基礎講座と、業務に習熟した段階での分野

別セキュリティ教育を実施すること 

・一般社員には、会社の現状を理解してもらい、自身の抱えるリスクを適切に認識して

もらうことと、確実な情報共有のためにチームで議論しながら取り組むこと 

を提案している（表３参照）。 

 

表３ 現状と対策のまとめ 

 現状 追加対策 

新入社員 ・４月に情報セキュリティ教育

（講義と DVD教材使用） 

・４月の情報セキュリティ教育で情報セキュリ

ティに関する基礎講座を追加する 

・１月の集合教育で分野別で情報セキュリティ

教育を行う 

一般社員 ・eラーニング用いた学習 

・情報セキュリティに関する全社

周知 

・標的型攻撃メール訓練 

・e ラーニングに当社の現状についてのコンテ

ンツを追加する 

・チーム単位で周知内容を議論してもらう 

 

 新入社員、一般社員に関わらず、情報セキュリティを自分の問題として捉え、自身がど
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れほどセキュリティ上のリスクを抱えているのかを正しく認識することができれば、情報

セキュリティ確保とリスクの低減につながるものと期待される。 

 今後は、こうした取り組みの実現に向け、情報セキュリティ担当箇所に対して、プレゼ

ンテーションや打ち合わせを行い、来年度以降の情報セキュリティ教育に活用してもらえ

るように働きかけていきたい。そして情報システム部門の一員として、従業員とともに自

社を守っていきたいと考えている。 

 なお、私自身が入社１年目の新入社員であるため、本論文で述べている内容については、

理解不足による誤解、誤謬や見落としがある可能性がある。今後の取り組みにあたっては、

更なる理解と上長・先輩社員の指導のもと、進めていきたい。 

 


