
実務研修会

地方公共団体情報システム機構　情報化支援
戦略部リスク管理課の小島です。本日は、「情
報セキュリティについて」と題して、情報セキュ
リティとは何かを改めて振り返り、リスクへの
対応、過年度の個人情報漏えいインシデントに
係る統計情報や最近の情報セキュリティに関す
る話題に触れ、普段からの心構えについてご説
明いたします。

なお、本研修内容は、公開情報又は公開情報
に基づく個人的な見解であり、当機構の保有す
る秘密情報や見解は含まれていないことを申し
添えます。

資料 1 をご覧ください。情報セキュリティと
は、組織の情報資産を機密性（情報にアクセス
することを認められた者だけが、情報にアクセス
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できる状態を確保すること。）、完全性（情報が
破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保
すること。）、可用性（情報にアクセスすることを
認められた者が、必要なときに中断されることな
く、情報にアクセスできる状態を確保すること。）
に関する脅威から保護することになります。機密
性（Confidentiality）、完全性（Integrity）及び
可用性（Availability）の英語の頭文字を取って、
情報セキュリティのCIAと呼ぶこともあります。

資料 2 をご覧ください。情報セキュリティの
位置付けになります。皆様の組織におかれまし
ては、平時から、組織が定める情報セキュリティ
ポリシー等により、業務を実施されていると思
います。当該ポリシーは、情報漏えいやデータ
改ざん等のリスクが発現しないようにするため
の予防策が中心であり、その活動はリスク管理
の一つとして位置付けられます。一方、災害や
システム障害、情報セキュリティ事故などのリ
スクが発現した場合は、業務継続計画（BCP：
Business Continuity Plan）等により対応するこ
とになり、その活動は危機管理の範囲になりま
す。例を挙げると、「雨に濡れる」というリスク

に対して、折り畳み傘を常に持ち歩くことが前
者（リスク管理）であり、急に雨が降ってきた
場合に、コンビニでビニール傘を買って濡れな
いようにすることが後者（危機管理）になりま
す。リスクが発現した後の対応である危機管理
も含めて、広義のリスク管理に入るといわれて
います。

資料 3 をご覧ください。情報セキュリティの
目的について、改めて考えてみましょう。情報
セキュリティは一体何のためにあるのでしょう
か。行政機関の関係者であれば、第一義的には
住民の個人情報を守ることであり、その活動は
住民の生命や権利を守ることにも繋がります。
何事も目的を意識することが重要ですが、情報
セキュリティについても同様です。

さて、組織で作成する情報セキュリティポリ
シーは、そのルールさえ守れば情報セキュリティ
を確保できるものではありません。また、新し
い脅威等に対してルールが規定されていない場
合はどうしたらよいのでしょうか。解決策とし
ては、情報セキュリティは何のためにあるのか
を常に意識することが重要です。日常業務にお
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いて情報を取り扱う際、判断に迷うことがあっ
たとしても、情報セキュリティの目的を意識し
ていれば、おのずと対応策が見えてくるものと
思います。

1 つ例示をいたします。平成23年 3 月11日に
未曾有の被害をもたらした東日本大震災。その

日、東京ディズニーリゾートでは、園内にいた
約 7 万人の来場者の誘導を、安全を第一に従業
員が冷静かつ主体的に対応したそうです。園内
で販売されているお菓子の配付やぬいぐるみを
防災頭巾がわり使うように配付した判断も、本
部からの指示ではなく、多くのアルバイトを含
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む従業員個々の判断であったとのこと。自身も
被災しながら円滑に対応できたのは、日々の訓
練のたまものでもありますが、「来場者にハピネ
ス（幸福感）を提供すること」といった組織の
理念が全従業員に浸透していたからこそ生まれ
たものと理解しています。目的を意識すること
の重要性に気づかせてくれるエピソードです。

資料 4 をご覧ください。情報セキュリティ対
策の特性についてご説明いたします。情報セキュ
リティポリシー等のルールは、一度策定すれば
終わりというものではありません。OS（オペレー
ティングシステムの略称。コンピュータを動か
すためのソフトウェアのこと。）やアプリケー
ションプログラムに新たな脆弱性が発見された
り、新たなマルウェア（コンピューター・ウイル
ス）が流行したりします。また、法改正があった
り、キャッシュレス決済などの新技術、新サービ
スが日々生み出されています。このような外部環
境の変化を意識せず放っておくと、情報セキュリ
ティの水準はどんどん低下してしまいます。その
ため、情報セキュリティ対策の特性を意識したポ

リシーの改定等、継続的な実施が必要になります。

資料 5 をご覧ください。サイバー攻撃の動向
と変遷になります。2000年頃は、サイバー攻撃
の目的は、技術自慢や面白半分のものが多く、
攻撃対象も不特定多数、技術も初歩的なものが
多数でした。しかしながら、2010年以降は明ら
かに状況が変わりました。攻撃目的が金銭目的
や破壊目的、主義主張など明確になり、攻撃者
も従来のハッカー、クラッカーに加えて、テロ
リストやスパイなども含まれるようになりまし
た。また、攻撃対象として政府機関や重要イン
フラなどが狙われるようになり、高度な技術が
使用されるようになりました。これらの状況か
ら、セキュリティ対策は、ウイルス対策ソフト
を導入していれば安心ではなく、様々な対策を
組み合わせ、攻撃者に侵入されるリスクを低減
することが重視されるようになりました。さら
に、CSIRT（Computer Security Incident 
Response Teamの略称。シーサートという。コ
ンピュータやネットワーク上で何らかの問題が
発生した場合に、その原因解析や影響範囲の調
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査等を行う組織の総称のこと。）を設置するな
ど、組織内部のシステム等に攻撃者に侵入され
る前提で、被害を最小限とするための体制や対
策が重要になってきています。

続いてリスクへの対応についてご説明いたし
ます。資料 6 をご覧ください。自組織が保有す
る情報資産について、どのようなリスクが存在
するのかを洗い出し、そのリスクについて分析
し、発生頻度や損害の大きさを踏まえ、当該リ
スクを評価することをリスクアセスメントとい
います。リスクアセスメントには、代表的な手
法として、現状と何らかの基準（あるべき姿）
とのギャップを分析・評価するベースラインア
プローチや、関係者との討議等により、リスク
を詳細に分析・評価する非形式アプローチが挙
げられます。組織の特性や取り扱う情報など、
その組織に合った手法を選択することが重要に
なります。ちなみに、組織の責任者が「わが組
織で最も心配なところは〇〇〇である」と職員
に周知することもリスクアセスメントの一種と
いえると思います。

資料 7 をご覧ください。リスクへの対応につ
いてご説明いたします。リスクアセスメントに
より特定、分析及び評価したリスクについて、
対応することをリスク対応といいます。金銭的、
時間的な制約がなければ、リスクが発生しない
よう、お金と時間をふんだんに使ってリスクを
低減していけばよいですが、現実はそうはいき
ません。例えば、隕石が落ちることもリスクで
はありますが、隕石落下のための対策をしてい
る事業者はまずないと思います。限られたリソー
スをどのように使って、リスクに対応していく
のかが重要になります。

リスクが発生した際の損害が大きく、その発
生可能性が高い場合は、リスクの回避を行いま
す。リスク回避は、リスクを生じさせる要因そ
のものを取り除くことであり、リスク破棄とも
呼ばれます。リスクが発生した際の損害は大き
いですが、その発生可能性が低い場合は、リス
クの移転（転嫁）を行います。リスク移転は、
リスクを自組織外へ移転することであり、リス
ク共有とも呼ばれます。リスクが発生した際の
損害が小さく、その発生可能性も低い場合には、
リスクの保有（受容）を行います。リスク保有は、
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リスクが発生しても許容範囲内ということで、
特に対策をとらず、その状態を受け入れること
になります。最後に、リスクが発生した際の損
害が大きくない一方で、その発生可能性が低く
ないものは、リスクの低減（軽減）を行います。
リスク低減は、リスクの発生可能性を下げる、

もしくはリスクが顕在化した際の影響の大きさ
を小さくする、又は、それらの両方の対策をと
ることになります。

続いて、個人情報漏えいインシデントの統計
情報から、昨今の事故発生状況を確認したいと
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思います。資料 8 をご覧ください。このデータ
は、特定非営利活動法人日本ネットワークセ
キュリティ協会が、インターネットニュースな
どで報道されたインシデント記事、組織からリ
リースされたインシデントの公表記事などを基
に、毎年集計している統計情報になります。昨
年度のデータは、一昨年度と比較し、漏えい人
数は微増であったものの、その件数や想定損害
賠償総額は大きく増加しています。

次に資料 9 ですが、インシデントが発生した
事業者の業種は、ほとんどが情報通信業であり、
漏えいの原因は不正アクセスが大半を占めてい
ます。不正アクセスは、平成25年以降、漏えい
の原因として目立つようになりました。一旦、
不正アクセスされると、大量の個人情報が流出
してしまうことになります。

続いて、資料10をご覧ください。原因別の漏
えい件数になります。原因として多いのは、紛
失・置忘れ（116件、26.2％）、誤操作（109件、
24.6％）であり、不正アクセス（90件、20.3％）
を上回ってます。管理ミス（54件、12.2％）や

設定ミス（16件、3.6％）を加えると、情報漏
えいの大半が不注意により発生していることが
分かります。情報セキュリティ対策は、技術的
な要素もありますが、実は、日常業務で注意を
払うことで防げる人為的なミスが大半というこ
とがお分かりになると思います。

いざ、個人情報漏えいインシデントが発生す
ると、被害者に対して精神的な苦痛や経済的な
損失を与えてしまいます。一時的な影響として
は、被害者に対するフォローアップとして、お
詫び状、見舞い金品の送付、謝罪広報費用が必
要になり、プライバシー侵害に対する損害賠償
に係る対応が必要になります。また、苦情対応、
原因究明、法的対応等の時間的な損失も発生し
ます。長期的な影響としては、信用（ブランド
イメージ）の失墜、事業中断などが考えられ、
利害関係者からは、期待を裏切られたことによ
る不信感が高まることになります。

続いて、インシデントの兆候とその対応につ
いてご説明いたします。資料11をご覧ください。

「ハインリッヒの法則」という法則があります。
労働災害の分野でよく使われる事故発生に係る
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経験則で、アメリカの損害保険会社で働いてい
たハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ氏が、
ある工場で発生した数千件の労働災害を統計学
的に調査した結果、導き出したものになります。
1 件の重大事故の背後には、重大事故に至らな
かった29件の軽微な事故が隠れており、さらに

その背後には事故寸前であった300件の異常（い
わゆるヒヤリ・ハット）が隠れているというも
のです。「1:29:300の法則」とも呼ばれています。
大事故を未然に防ぐためには「小さな事故は大
事故の予兆」として、不注意等による小さなミ
ス、ヒヤリ・ハットをできる限り発生させない

資料11
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よう日頃から注意することが重要であり、仮に
発生した場合もできるだけ早く内容を把握し、
的確な対策を講じることが必要になります。

続いて、情報セキュリティの最新の動向をみ
てみましょう。資料12をご覧ください。独立行
政法人情報処理推進機構（IPA）が毎年公表し
ている「情報セキュリティ10大脅威」の2019年
版になります。この10大脅威は、2018年に発生
した社会的に影響が大きかったと考えられる情
報セキュリティにおける事案から、IPAが脅威
候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、
企業の実務担当者などから構成される「10大脅
威選考会」が脅威候補に対して審議・投票を行
い、決定したものになります。ちなみに、当機
構の職員も当該選考会にメンバーとして参加し
ています。10大脅威は個人と組織ごとに分けて、
その脅威がランキング形式で決定されています。
本研修では、組織に対する脅威の上位5位につ
いてご説明いたします。

資料13をご覧ください。組織に対する脅威の
第 1 位は「標的型攻撃による被害」になります。

標的型攻撃とは、企業、民間団体及び官公庁等、
ある特定の組織から重要情報を窃取することを
目的とした攻撃です。

一般的な標的型攻撃の手順としては、攻撃対
象の組織が利用する情報システムなどの環境調
査を入念に行い、その調査結果を踏まえた侵入
を試みます。例えば、メールの添付ファイルや
悪意のあるウェブサイトなどを利用し、対象組
織のPC等をウイルスに感染させます。感染後は、
PC等に実行指示を送り込む攻撃者が用意した
サーバとの通信を確立させ、管理者権限を奪取
した上で機密情報にアクセスし、情報を窃取し
ます。最終的にはアクセスログを消去し、情報
を窃取した痕跡を消します。また、持続的に情
報窃取を行うために、バックドアとよばれる容
易に侵入可能な裏口が作られることもあります。

標的型攻撃を防止するための万能薬はないの
が現状です。例えば、メールを使った攻撃は、
受信者が興味を持つような件名で、かつ送信者
のメールアドレスが普段やり取りのある組織や
個人に詐称されていることがあります。受信者
が不信感を抱かないように、様々なだましのテ
クニックを駆使して感染させます。また、ウイ
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ルス対策ソフトでは検出できないウイルスがほ
とんどであり、ウイルスに感染しても発症しな
いことも多々あります。

不審なメールは開封しない、怪しいウェブサ
イトにはアクセスしないといった対策が基本に
はなりますが、技術的な対策も重要です。対象
システムのインターネットからの入口や経路上
での防御として、ファイアウォール、侵入検知
システムなどの導入はもちろん、重要な情報を
管理するサーバをインターネットから隔離する
対策も考えられます。また、脆弱性への対策と
して、情報システムの定期的な脆弱性診断、OS
やソフトウェアの脆弱性情報の収集とセキュリ
ティ パッ チの適 用、 ウェ ブアプリケー ショ ン
ファイアウォール（WAF）の導入も必要と考え
ます。また、組織内部への侵入を想定し、ウイ
ルスの組織内蔓延を抑止するために、端末間・
他部門間のネットワーク通信を制限する、PCか
らの外部通信はプロキシ（代理サーバ）を経由
させる、通信異常を早期に検知するために組織
内のネットワーク量を監視することが挙げられ
ます。その他、アクセス制御として、ユーザ認証、
アクセスするプログラムの特定（ホワイトリス

ト化）、情報の暗号化として、通信経路の暗号
化やファイルの暗号化などが挙げられます。

資料14をご覧ください。第 2 位は「ビジネス
メール詐欺による被害」になります。ビジネス
メール詐欺（Business E-mail Compromise:BEC）
は、取引先や経営者とやり取りするようなメー
ルを装い、巧妙に細工されたメールのやり取り
で、組織の金銭を取り扱う担当者をだまし、攻
撃者の用意した口座へ送金させる詐欺の手口に
なります。これまでは海外の組織が被害に遭っ
てきましたが、ここ数年、日本国内でも被害が
確認されはじめ、平成30年には日本語のビジネ
スメール詐欺の事例が確認されています。ビジ
ネスメール詐欺の手口としては、犯罪者が取引
先の担当者等になりすまし、「財務調査が入っ
ており、従来の口座が使用できない。」「従来の
口座が不正取引に使用され、凍結されてしまっ
た。」「技術的な問題が発生しており、従来の口
座が使用できない。」など、様々な理由をつけ、
メールで振込先口座の変更を指示してくる例が
確認されています。また、犯罪者が経営者層等
になりすまして、「極秘の買収案件で、資金が
至急必要になった。」などの理由で、指定する
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口座への入金を指示した上で、さらに「緊急か
つ内密に送金してほしい。」などと付け加え、担
当者のみに判断させ、詐欺であることが発覚す
るのを防ごうとする例も確認されています。こ
の他、弁護士等を騙って、送金を要求する例も
確認されています。

被害防止対策としては、電話など、メール以
外の方法で相手を確認する、メールの内容をよく
確認する、添付ファイルやリンクを不用意に開か
ない、ウイルス対策ソフトやOSを最新の状態に
更新する、不正アクセス対策を徹底する、組織
内外で情報共有を行うことなどが挙げられます。

資料15
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資料15をご覧ください。第 3 位は「ランサム
ウェアによる被害」になります。ランサムウェ
アとは、攻撃者が、PC（サーバを含む。）やスマー
トフォンなどに保存されているファイルの暗号
化や画面ロックを行い、復旧するためには金銭
を支払うよう脅迫するためのマルウェアになり
ます。業務を遂行する上で必要な情報が暗号化
された場合、業務継続に支障が出るおそれがあ
り、一から復旧するためには多額の費用が必要
になります。また、組織が攻撃者からの脅迫に
従い、金銭を支払うことは考えにくいですが、
仮に従った場合は、金銭的な被害が発生するほ
か、犯罪組織等にお金が流れることになります。

ランサムウェアは、広告画像の閲覧や改ざん
されたwebサイトからの偽プログラムのダウン
ロード、メールの添付ファイルを実行すること
以外でも、最新のセキュリティパッチをOS等に
適用していない場合は、ネットワークに接続し
ているだけで感染してしまう例もあります。文
書ファイル、圧縮ファイル、音声データ、画像
データなど、個人のPCのデータだけではなく、
ファイルサーバ上のデータも暗号化され、甚大
な被害となります。

一度暗号化されたファイルを、攻撃者に金銭
を支払うことなく元に戻すことは困難であるこ
とから、（ネットワークに常時接続していない）
外付けハードディスクドライブやクラウド上な
ど、複数の場所に、重要な情報のバックアップ
を取ることが重要です。その他の対策としては、
OSやソフトウェアの脆弱性をなくすよう、開発
元から更新プログラムが提供された際には、速
やかに適用することが挙げられます。標的型攻
撃の対策と同様に、メールの内容をよく確認し
たり、添付ファイルやリンクを不用意に開かな
いことが重要です。

資料16をご覧ください。第4位は「サプライ
チェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり」にな
ります。この脅威は本年度に初めてエントリー
されたものになります。原材料や部品の調達、
製造、在庫管理、物流、販売までの一連の商材、
及びこの商流に関わる複数の組織群をサプライ
チェーンと呼びますが、組織が特定の業務を外
部組織に委託している場合、この外部組織もサ
プライチェーンの一環となります。委託先がセ
キュリティ対策を適切に実施していないと、委
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託元への足がかりとして狙われます。昨今、委
託先が攻撃され、預けていた個人情報が漏えい
する等の被害が散見されています。サプライ
チェーンリスクについて適切に管理するために
は、自組織だけを守っているのでは不十分であ
り、業務上つながっている全ての人やシステム
についてもリスク管理の対象とする必要があり
ます。また、ライフサイクル全般でのセキュリ
ティ対策も必要です。

調 達 の 際 に は、 委 託 先 に お け る サプライ
チェーンリスクに係る情報セキュリティ対策の
実施内容や管理体制等を委託先の選定条件とし、
調達仕様の内容にも含めることが考えられます。
また、製造段階で意図しないものを作り込ませ
ない仕組みや輸送中や運用中、保守時等に意図
しないものが混入等されない仕組みの検討、そ
の他廃棄時の消去確認も必要です。

資料17をご覧ください。第 5 位は「内部不正
による情報漏えい」になります。組織の従業員
や元従業員等、組織関係者による機密情報の漏
えい・悪用等の不正行為が発生すると、組織の
社会的信用は失墜し、損害賠償等により多大な

損害を受けることになります。「不正のトライア
ングル」という理論があります。アメリカの組
織犯罪研究者であるドナルド・R・クレッシ―
氏が提唱したもので、不正が行われるには「動
機（不正を働く動機がある）」「機会（不正を起
こせる機会がある）」「正当化（正当な行為と考
える）」という3つの要因がそろったときに発生
するとした理論です。例として「信号無視」と
いう不正に当てはめると、「動機」は急いでいる、

「機会」は誰も見ていない、「正当化」はみんな
無視しているということが言えると思います。
なお、組織が能動的に対策できるのは「動機」
と「機会」の低減といわれています。

内部不正防止の対策としては、重要な情報で
あることを明確にし、適切なアクセス権限を付
与すること、重要な情報に対するアクセス権限
をもつ操作員を最小とすること、アクセス権限
は定期的に見直すこと、退職者や委託先操作員
などアクセス権限保持者の異動時には速やかに
そのIDとアクセス権は削除することが挙げられ
ます。また、重要情報の持出し、可搬媒体等の
持込みの監視、情報機器や記録媒体の管理を厳
格にすることも挙げられます。これは、職場教
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育などにより、ルールそのものやルールに違反
すると組織の規定で罰せられることを周知徹底
することにより、職員による悪意のない不正行
為も防止できると考えられます。その他、内部
不正の早期発見のために、監査等による重要情
報へのアクセス履歴、利用者の操作履歴等のロ
グの確認が挙げられます。また、監視している
ことを利用者に周知することは、不正行為の抑
止効果にもつながります。

最後に資料18をご覧ください。ここまでの説
明を踏まえて、情報セキュリティに係る普段か
らの心構えについて申し上げます。まず、皆様
の組織における情報セキュリティポリシーを改
めて読み返してみましょう。新たな気付きが得
られるはずです。また、情報セキュリティに係
るインシデントは、情報部門だけで防げるもの
ではありません。情報部門だけでなく、利用部
門や広報担当と協力し合い、リスクに対応する
組織力が重要です。また、セキュリティ対策は、
標的型攻撃メールだけ気を付ければよいという
ものではありませんし、ウイルス対策ソフトで
防げる時代でもありません。個人情報漏えいイ

ンシデントの統計情報にもあったとおり、多く
の事故は日常のうっかりミスやちょっとした誤
操作により大きな事故につながっています。自
分を過信することなく、自分だけは大丈夫だと
思わないようにしましょう。また、情報の取扱
いに当たっては、情報セキュリティの目的を常
に意識した対応が欠かせません。

最後に、常日頃から事件・事故が発生した場
合を想定し、緊急時の対応手順の整備や記者会
見を含めた実地訓練を定期的に実施することが
望まれます。情報セキュリティ事故は組織的な
対応が求められます。小さなインシデントを大
きな事件にしないために、役員や部門間で対応
をよく相談し、連携して対処する必要があると
考えます。

そろそろお時間となりましたので、私の話は
ここまでとさせていただきます。市町村振興協
会の皆様におかれましては、当機構の事業運営
に当たり多大なご支援を賜り誠にありがとうご
ざいます。今後も、地方公共団体のニーズに即
した事業の充実を図り、地方公共団体の皆様の
期待に応えるよう尽力してまいります。
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