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2014.04 

支部報告 【 北信越支部 2014年度 北信越支部総会・研究会 報告 】 

会員 No.1281 北信越支部 宮本 茂明 

以下のとおり2014年度 北信越支部総会・研究報告会を開催しました． 

・日時：2014年 3月 15日（土） 13:00-17:00    参加者：10名 

・会場：富山国際会議場（富山市） 

・議題： 

 年度支部総会 

・ 2013年度活動/会計報告 

・ 2014年度活動/会計計画  

 本部総会報告 

 研究報告： 

「金融サービスを巡る不正事案について －外部委託管理に何が不足していたか－」 

        長谷部 久夫 氏 

「プロジェクトマネジメントの今後について」 

        森 広志 氏 

「ビッグデータ時代のプライバシー保護 -現状の課題-」 

        宮本 茂明 氏 

◇研究報告 1 

「金融サービスを巡る不正事案について －外部委託管理に何が不足していたか－」 

                                              報告者（会員 No.1766 長谷部 久夫） 

平成２５年以降、金融機関が提供する利便性が高く、 広く活用されているサービスで以下の２つの重大な不正事

案が発生している。 

（１）インターネットバンキングによる不正送金事案 

（２）ＡＴＭ運用管理業務におけるお客さまカード情報の不正取得、預金の不正引出し事案 

上記の２つの事案については、非対面で行われる取引チャネルで発生したこと、およびシステム運用管理業務を

外部委託（インターネットバンキングは自営行有り）しているという共通点がある。これらの事案について発生状況、

発生原因、および想定される対策を報告した。報告終了後、参加者とは根本的な発生原因等について意見交換さ

せていただいた。 

１．金融機関における外部委託管理態勢 

議論を深めるため、報告者が関与した金融機関の外部委託管理態勢について以下のとおり説明した。 

（１）外部委託管理態勢 

ア．規程・基準 

顧客保護等管理方針に基づき、業務を外部委託する場合における顧客情報や顧客への対応の管理に

関する組織体制、役割、方法等を定め、外部委託管理の適切性を確保することを目的として規程・基準を

整備している。 

イ．管理体制 

上記の規程において外部委託管理責任者、外部委託管理部署、および外部委託担当部署を規定し、

役割・責任を明確にしている。 
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（２）外部委託先の管理プロセス 

ア．外部委託先の選定・契約  

イ．外部委託先に対する日常的な管理・監督 

ウ．外部委託先の定期評価 

エ．外部委託先に対する監査 

重要な外部委託業務においては、個人情報保護、およびセキュリティにかかる管理要件を規定する管理

要件書等を整備し、契約上も義務づけている。管理要件書については、当局監督方針等に基づく現行プロ

セスの評価やトラブル再発防止策から不足項目を洗い上げ、継続的に整備に取り組んでいる。    また、

管理要件の遵守状況等につき、再委託先以下を含め、立入り監査を実施し経営へ報告している。 

 

２．金融サービスを巡る不正事案 

（１）インターネットバンキングによる不正送金事案 

ア．発生状況 

利用者になりすましてインターネットバンキングで不正送金するといった犯罪による被害額は、平成 25 年

は 14億 600百万円になり、平成 23年の 3億 800万円、平成 24年の 4,800万円を大きく上回る。被害者の

居住地は 47都道府県に広がり、金融機関は 32銀行にのぼっている。 

攻撃手法は、利用者端末をウィルス感染させた上でログイン情報を盗んだり、正常に処理されているように

見せかける「Man in the Browser」、更に「Man in the Middle」など、巧妙化している。 

イ．発生原因 

（ア）セキュリティ対策の不足 

インターネットバンキングに関するリスクの分析、セキュリティ対策の策定・実施、 効果検証、対策の評

価・見直しといったＰＤＣＡが機能していなかった。利用者端末のウィルス等の不正プログラム対策は外部

委託先・金融機関ともに管理不能とし、管理要件書上の役割があいまいだった。 

（イ）利用者ヘの説明、注意喚起の不足 

インターネット上での暗証番号等の個人情報の詐取の危険性、および被害拡大の可能性など、様々な

リスクについて利用者に対する説明、注意喚起が不足していた。 

（ウ）外部機関との連携不足 

不正事案の情報収集において、金融関係団体や金融情報システムセンター（FISC)の調査のほか、金

融庁・日銀・警察当局からの情報を活用すべきだったが、取組みが不足し対応が後手に回った。 

ウ．想定される対策 

（ア）セキュリティ対策の強化 

利用者端末がウィルス感染した場合にも不正送金が行われないよう、①ワンタイムパスワード、②取引用

ブラウザとは別の携帯電話等の機器を用いる取引認証の導入、③ウィルス感染状況を検知、警告を発す

るソフトの導入と、取引を遮断する対処、④セキュリティ対策ソフトの無償配布など、個人・法人等の利用者

属性を勘案し、セキュリティ対策の強化に努める。 

（イ）利用者への注意喚起 

利用者に対して、①セキュリティ対策ソフトの導入、②パソコン OS 等を最新状態に更新、③各金融機関

が導入し、推奨するセキュリティ対策の積極的な利用、④被害を最小限度に抑えるため、払戻し等の限度

額をできるだけ低く設定すること等について注意喚起する。 
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（ウ）業界内での情報共有 

不正な預金の払戻しにかかる被害内容や犯罪手口等を業界内で共有し、同様の手口による被害の未

然防止・拡大防止に努める。 

（２）ＡＴＭ運用管理業務におけるお客さまカード情報の不正取得、預金の不正引出し事案 

ア．発生状況 

某金融機関は、平成 26 年 2 月にカード偽造事件で逮捕された ATM システム委託先の元社員が昨年、

キャッシュカード 80 口座、クレジットカード 52 口座の合計 132 口座の情報を不正取得し、カードを偽造したう

えで数千万円（48口座、合計約 2,400万円）を引き出したと発表した。 

上記の金融機関は、ATM 保守管理業務を外部委託し、委託先は保守管理業務を再委託していた。再委

託先は関連会社に保守を再々委託しており、容疑者は再々委託先の元社員。 

元社員はATM保守管理業務における解析作業を通じ、ATMを利用した顧客のカード情報を取得。その情

報を元にキャッシュカード等を偽造し、顧客の口座から現金を引き出していた。 

イ．発生原因 

（ア）口座番号、暗証番号のログ保存 

ATM に蓄積された「解析用ログ」は口座番号と暗証番号を含んでいた。委託先が解析用ログをＡＴＭか

らサーバへ取込む際、および再々委託先へ MO ディスクで渡す際は暗号化していたが、再々委託先は復

号しログ解析しており、口座番号と暗証番号を平文で参照可能だった。 

（イ）業務権限の集中 

容疑者一人にＡＴＭ障害解析に関わる以下の業務権限が集中し、相互牽制が働かない体制だった。 

ａ．ＡＴＭ障害発生時の取引履歴の入手 

ｂ．取引履歴の解析 

ｃ．ソフトウエア保守業務で使用する機器の管理 （＋カード発行） 

ウ．想定される対策 

（ア）外部委託先における次のような業務の実施内容について、委託元としての点検を強化する。 

(例） ①データの授受、②データの保管、③データの廃棄、④作業時間、作業場所の管理、 

⑤鍵、カードの管理、⑥アクセス管理、⑦職務分離の実施、⑧ファイル管理、等 

（イ）外部委託先の監査結果の報告を受けた場合、監査結果を分析・評価してフォローする。 

（ウ）外部委託先が再委託（再々委託以下を含む）を行う場合は、契約書等の取決めに従って手続を行うとともに、

委託元として再委託先以下の業務実施状況を把握する。 

（エ）上記（ア）～（ウ）を適切に行うため、外部委託契約書、セキュリティ管理要件書、および個人情報管理要件

書等を必要に応じて制改定する。また、ハードウエア保守業務等、形式上では外部委託契約が結ばれて

いなくとも、その実態において外部委託と同視しうるものを管理対象とする。 

 

３．不正事案の根本原因と今後の取組み 

経営の非対面チャネルに対するリスク認識が甘く、最優先の経営課題と位置づけて取締役会等で必要な検討

を行うなどの取組みが不足していた。このため、外部委託先との役割分担、監査権限、提供サービス水準等の取

決めが不足し、顧客データの管理を監視、追跡できる態勢になっていなかった。また、リスク分析、セキュリティ対

策の実施、効果検証、対策見直しのＰＤＣＡが機能していなかった。 

今後、両事案を通じて認識した不備を改善し、外部委託管理態勢の強化に取り組む所存である。 
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◇研究報告 2 

「プロジェクトマネジメントの今後について」 

                                              報告者（会員 No. 848 森 広志） 

システム監査の効果を高めるため、日々進化を遂げるプロジェクトマネジメントを理解しておくことは重要と考えます。

何より情報システムは、プロジェクトマネジメントの工程を経て生み出されるからです。 

自分の認識しているプロジェクトマネジメントは、ＰＭＢＯＫを中心としたプロジェクトマネジメントプロセスと、企業体の

システム開発標準や、共通フレームの開発プロセス等のプロダクトプロセスをミックスさせたものですが、実際のシステ

ム開発プロジェクトでは、納期や予算が重視されて、品質やリスク管理が後手に廻る事で、運用開始時に予期せぬエ

ラーの出現など、対応に追われることもあると考えます。 

システム開発プロジェクトの成功率（納期、予算、品質をベース）は約３割と言われます。この解決策に決まって登場

するのがプロジェクトマネージャの早期育成です。重要テーマであり、他の模範となる優れた組織体の事例も多数あり

ますが、一般的な企業では、優秀なプロジェクトマネージャ（ＩＴスキル標準４以上）の育成は早期とはいかず、多少とも

時間を要すると考えます。(参考：全国台のプロジェクトマネージャ平均スキルレベル、３．４（出所：2011 年度調査レ

ポート(ｉSFR)）また、プロジェクト要員やステークホルダーに加えて、組織体としてもプロジェクトマネジメントの理解に努

めるのは、更に時間を要すると考えます。 

情報サービス企業には、プロジェクト管理基準を整備されているところが多いと思いますが一般企業に於いても、プ

ロジェクトマネージャ育成と共に、プロジェクト管理基準を策定する事がシステム開発プロジェクトの推進に重要であると

考えます。今回は、プロジェクト管理基準を初めて作成する、あるいは改定する場合、プロジェクトマネジメントとしてＰ

ＭＢＯＫ、プロダクトプロセスとして共通フレーム２０１３の活用を考えてみました。共通フレーム２０１３をプロジェクトマネ

ジメントに活用という観点で考えると、プロジェクトプロセスとして、プロジェクト計画プロセスから測定プロセスまで８項目

が整備され、組織のイネーブリングプロセスとして、プロジェクトポートフォリオ管理プロセス、人的資源管理プロセス、

品質管理プロセスなど、８項目が整備されています。これらを活用する事でプロジェクトマネジメントプロセスの品質向

上に繋がり、プロジェクトの成功に役立つと考えます。又、システム開発自体の付加価値創出の観点から、企画、要件

定義に於ける要求品質の確保や、運用、保守を充実させ情報システムを育成する事で、使えるシステムを実現してゆく

観点が盛り込まれており、今後は従来のプロジェクトマネジメント加え、システム開発の価値創造を考慮した、プロジェク

トの推進を行ってゆく必要があると心得ました。 

 

 

◇研究報告 3 

「ビッグデータ時代のプライバシー保護 -現状の課題-」 

                                              報告者（会員 No. 1281 宮本 茂明） 

2013 年 9 月新潟県例会で梶川明美様よりビッグデータの現状と方向性について報告をいただいた。今回は、報告

の中にあったプライバシー保護の課題について、JR 東日本 Suica 乗降履歴データ外販の事例と、政府の「パーソナル

データに関する検討会」技術検討ワーキンググループの公開資料をもとに、技術面、制度面から課題詳細を確認して

みた。 

１．JR東日本 Suica乗降履歴データ外販事例 

2013年 7月 JR東日本はビッグデータ利活用ビジネスとして、Suica乗降履歴データを外販したが、利用者に事前に

周知しなかったことへの苦情や批判が寄せられたため、継続的なデータ提供を 7 月末に中止し、当面外販を見送るこ

とになったとの報道があった。 
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このケースを見てみると、乗降履歴データ外販にあたっては、氏名や連絡先を除いており、個人を特定できない情

報として販売していて、個人情報保護法に照らせば、個人情報に当たらないものであった。ただし、性別、生年月、乗

降駅名、利用日時、鉄道利用額は販売されており、利用者への説明責任を果たすべきだったというものであった。 

現在、JR東日本では、除外要望のある顧客のデータについては社外販売のデータから除外する対応をとっている。 

<参考情報> 

・JR 東日本 「Suica に関するデータの社外への提供について」 2013年 7月 25日 

http://www.jreast.co.jp/press/2013/20130716.pdf 

ビッグデータ利活用ビジネスのプライバシー保護においては、事前説明だけの問題でなく、技術的、制度的問題も

ある。この乗降履歴データ外販の課題が取り上げられた時期を同じくして、政府でもビッグデータ利活用に向けた

「パーソナルデータに関する検討会」が開催され、乗降履歴の考察も含め、技術面、制度面から課題が検討された。 

 

２．「パーソナルデータに関する検討会」技術検討ワーキンググループによる課題検討 

2013 年 9 月から政府の IT 総合戦略本部にて、ビッグデータ利活用に向けた「パーソナルデータに関する検討会」

が開催され、その技術検討ワーキンググループで匿名化技術に関する議論が行われている。 

<参考情報> 

・IT総合戦略本部 「パーソナルデータに関する検討会」技術検討ワーキンググループ 2013年 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/index.html 

このワーキンググループの公開資料から匿名化技術に関するポイントを整理した。 

 

・「非個人情報」が高度な情報通信技術の活用により個人を識別することができる情報となる可能性 

現行法の一般的な解釈では、個人情報取扱事業者がその保有する個人情報を、匿名化により特定の個人が識別さ

れる可能性が無い状態へ加工した場合「非個人情報」となり、現行法の規制の外で第三者への提供等が自由に行え

る。しかし、現行法制定時よりも照合対象の入手可能な情報が多く存在し、技術が進展したことにより、「容易照合性」

の範囲が拡大し、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができる可能性が高まっている。 

技術検討ワーキンググループでの検討に当たって、「個人情報」等の用語について、下記のように整理して議論され

ている。 

・「匿名化」：無名化、仮名化、属性削除、一般化、k-匿名化（同じレコードが複数存在し一意に個人（A さん）である

ことをも識別できないような状態にすること） 

・「特定」：ある情報が誰の情報であるかが分かること 

・「識別」：ある情報が誰か一人の情報であることが分かること 

 

「特定」「識別」の定義を踏まえ、個人情報を加工することにより作成される情報を 3つのカテゴリーに分類 

 識別特定情報（「個人情報」）：個人が（識別されかつ）特定される状態の情報 

（それが誰か一人の情報であることがわかり、さらに、その一人が誰であるかがわかる情報） 

 識別非特定情報：一人ひとりは識別されるが、個人が特定されない状態の情報 

（それが誰か一人の情報であることがわかるが、その一人が誰であるかまではわからない情報） 

 非識別非特定情報：一人ひとりが識別されない（かつ個人が特定されない）状態の情報 

（それが誰の情報であるかがわからず、さらに、それが誰か一人の情報であることが分からない情報） 
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・乗降履歴による考察 

鉄道の乗降履歴をサンプルデータとして、乗降履歴が個人と結びつけられる条件について検討されている。 

 氏名の削除を行い、個人を特定しうる属性情報を削除する一方で、仮名化により個人を識別できるようにし、

その利用者の移動経路実績や他のサービスの利用履歴と照合可能な場合は、誰かは分からないにしてもそ

の利用者の行動を捕捉できる恐れが残る。 

 直接個人を特定しうる情報を削除し、仮名化を行わない場合でも、利用者が一人しかいない経路がある場合、

乗降記録からその利用者は識別される。 

 識別化の可能性を低減する方法として、乗降者数が少ない駅や乗降者数が少ない経路の情報を捨てること

が考えられる。しかし一方で、経路情報を削除するなど識別化の困難性を高める措置を行うと、情報としての

有用性が低下することとなる。 

 

・個人が識別された事例 

公開された「非個人情報」から、他の情報と照合して特定の個人を特定された米国の事例が報告されている。 

 マサチューセッツ州が公開した医療データから州知事の情報が特定された。（1997年米国） 

 米国インターネットサービス企業 AOL が研究目的で公表した検索履歴データからユーザが識別された。（2006

年米国） 

 映画レンタル・サービスの Netflix は映画推薦アルゴリズムコンテストのために匿名化したユーザの視聴履歴

データをコンテスト参加者に提供したが、映画情報サイト IMDb（Internet Movie Database）で公開されている

ユーザレビューとを結びつけることで、一部の個人が特定された。（2006年米国） 

 

・インターネットに存在するアクセス可能な大量データと削除不可能な大量のコピーの存在 

非特定化・非識別化技術を施された情報であっても、ある属性値から、インターネットに公開されている情報等を

突き合わせることで個人が特定化されることがある。 

 インターネットに公開されたデータを常時高速で巡回して複製を作っている。この結果、一度、流出した個人情

報を削除するのは難しくなっている。 

 長期間にわたって収集・保持する情報から、個人の行動の特徴が明確になり、その特徴的な行動から個人の

特定されるリスクは高まっている。 

 Web検索技術・サービスが進んでおり、ある情報に対して組み合わせるべき情報も容易に見つかるようになって

いる。 

 画像情報や映像情報そのものに個人に関わる多数の固有情報を含んでいる。 

 テキストへのリンクについて、画像や映像には説明が付随していることが多く、例えば顔写真の場合、付随情報

として氏名が記載されていることもある。 

 自動記録メタデータについて、デジタル画像、映像、音声ファイルの多くは、撮影時に位置情報や作成者、作

成時間等のメタデータが自動的に生成され、画像データと同時に保管される。つまり画像データ単体で識別・

特定が可能な場合が多い。 

 

・技術面での課題のまとめ 

 あらゆる情報について、識別非特定情報または非識別非特定情報への加工を実現する汎用的な技術・手法

は存在しない 
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 特定の情報について、識別非特定情報または非識別非特定情報への加工を実現する技術・手法の適否に

ついては、ケースバイケースで判断すべきである 

匿名化の汎用技術がない状況において、ビッグデータ利活用を進めるには、パーソナルデータの利活用に関する

制度面でのカバーが必要な状況にある。 

 

３．「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」 

「パーソナルデータに関する検討会」の検討結果を受け、2013 年 12 月政府の高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部により、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」が提示され、2014 年 3 月には内閣官房に

パーソナルデータ関連制度担当室が設置された。今後 2014年 6月を目途に大綱が決定・公表され、その後パブリック

コメント、法案作成が行われ 2015年 1月の通常国会への法案提出が計画されている。 

<参考情報> 

・「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」2013年 12月 20日 

   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf 

・パーソナルデータ関連制度担当室の設置について 2014年 3月 1日 内閣官房 

   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/info_h260301.html 

 

 パーソナルデータの利活用に関する制度見直しの方向性 

 ビッグデータ時代におけるパーソナルデータ利活用に向けた見直し 

 プライバシー保護に対する個人の期待に応える見直し 

 グローバル化に対応する見直し 

 

 パーソナルデータの利活用に関する制度見直し事項 

 第三者機関（プライバシー・コミッショナー）の体制整備 

 個人データを加工して個人が特定される可能性を低減したデータの個人情報及びプライバシー保護へ

の影響に留意した取扱い 

 国際的な調和を図るために必要な事項 

 プライバシー保護等に配慮した情報の利用・流通のために実現すべき事項 

 

４．今後の北信越支部での研究テーマ 

ビッグデータ時代のプライバシー保護について今後引き続き以下の点について研究を進めていこうと考えている。 

・ パーソナルデータの利活用に関する制度見直しのフォローアップ 

・ プライバシーを守る ITサービス技術動向 

以上  
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