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投稿 【 ASEAN 情報セキュリティ研修 参加報告 】 

会員番号 0898 竹下 和孝 

 

システム監査が目的とする情報システム活用による経営効率への貢献やビジネスパフォーマンスへの寄与は、 

セキュリティ対策を計画するうえでも役立つと考えています。情報セキュリティ監査だけでは、どうしても業績向上や 

経営品質向上への貢献、セキュリティ活動の有効性が表現しにくいため、活動予算の確保や経営者の理解を得るこ

とが難しい場面があるからです。 

そこで、課題分析や問題解決への視点が経営への貢献に直結するように、情報システムと情報セキュリティ確保の

効率性や有効性評価の観点からモニタリングやコントロールを組み立て、情報セキュリティ活動への取り組みを強化

するよう、もっと経営者の意思決定を支援してはいかがでしょうか。そのようなシナリオで研修企画した内容が、参加者

からも評価いただいたようなので紹介します。 

急激に増加する情報セキュリティ被害に悩む ASEAN 諸国から、セキュリティ対策の実践力を高めるための研修が

できないかとの要請があり、経済産業省の委託事業である「貿易投資促進事業（制度・事業環境整備）」として研修実

施することになりました。この研修での私の役割は、研修期間５日のうち初日から４日目まで。情報セキュリティ対策の

組織作りを目的とする集中トレーニングのカリキュラムを企画し、教材作成と講師を担当するというものです。 

 

１．セキュリティ研修の背景と目的 

 

 

 

 

 

 

（セミナー表題と主催者ロゴ。主として重要インフラ運用組織むけに案内された）   

 

 失われた２０年と言われる中でも、IT活用の場面は急激に進展し、国内の事業者・個人はその先頭に立ち試行を繰

り返してきました。多くの失敗もありました。日本的な慣習の良さは、その失敗を相互に学び共有し、同じ間違いを繰り

返さないように組織内・業界内で競争して品質を高めてきたことでしょう。 

 

現在、アジア諸国のなかでも急速な経済発展を実現し、IT 基盤の充実と情報システムの運用環境を整備している

国もありますが、最も多くの失敗事例を持っているのは、まだ日本といえます。世界でも有数のセキュリティ被害や事

故を経験しており、さらに国際的な認証である ISMS認証件数の半分以上は、日本の企業や組織によるものです。 

ASEAN 諸国との間では、最新のセキュリティ事故と解決策を CSSC(Control System Security Center)、

JPCERT/CC(Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)、NISC(National Information Solution 

Cooperative)などから紹介することは、数年前から年に数回の交流がもたれていたようです。 

 

しかし、いかに優れたセキュリティ技術、セキュリティ対策を講じた機器や装置であっても、情報機器を利用し運用

するのは「人」であり「組織的な活動」です。組織で働く人々が日夜の運用に従事しているわけです。 
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JIPDEC は ISO/IEC27001:2013（JISQ27001:2014）に基づく国際規格の制度運用や活用を推進していますが、

ASEAN諸国の重要インフラ等を運用する組織が直面していると思われる課題を把握しているわけではありません。 

 

私は JIPDEC で ISMS 認定審査員として、また技術専門部会委員として ISMS 適合性評価制度の運営に参加して

いることから、今回講師として依頼を受けました。手探りながらセキュリティ上の課題分析、セキュリティ強化のための

組織づくり、管理策の選定の手法や点検、監査、マネジメントレビューの方法など、ISO/IEC27001:2013 に基づく国

際規格の活用方法を提供して、実践方法を演習形式のノウハウとして紹介すればよいのではないか、との仮説を立

てました。その後は、研修しながら参加者の課題や問題意識、関心や反応に合わせ調整していくようにしました。  

 さらに一方向の講義ではなく双方向のコミュニケーションができる研修スタイルとの要望があり、今回の ASEAN諸国

向けに現地で実施する研修は、ケーススタディと演習を中心の４日間とするカリキュラムを作成しました。 

 

タイでは最近、金融機関が大規模なハッキング被害を受け、電力、通信、医療機関など重要インフラに分類される

組織やサービスでハッキングや標的型攻撃の不安が高まっています。被害と影響の大きさから重要インフラとして特

別対策を講じたいわけですが、個々の企業や組織の頑張りで対処できるものではありません。 

しかもインターネットを経由した情報アクセスの広がりから通信事業者の連携や国際的な対策が求められます。そ

こでは可用性や完全性を損なう時だけでなく、利用がピークとなる時の需給バランスを失うことでも情報伝達やサービ

スは停止し、経済活動への支障をきたしてしまいます。 

 

今回の研修会場となったタイのバンコクでは、政情不安、デモや大規模水害による工業団地の浸水が事業活動に

影響を及ぼしたことは記憶に新しいことです。研修は APEC や ASEAN 会議の時期と前後して、ASEAN（本部はジャ

カルタ）の発祥地であるタイのバンコクで開催することが決まりました。  

課題は、情報セキュリティ活動をどのように考え、計画し、実質的な対処の準備を進めておくか、ということです。事

故を起こした後での対策なら比較的容易にセキュリティ活動への予算配分や活動の優先度を高めることができるで

しょう。それでも、予算や人員、スキルなどは最小限しか割り当てられず、不可欠な水準での準備ができる状況ではな

いのです。未知の分野が多いからです。 

 

ISO31000 が定める「不確かさ」を想定して、想定外の状況は少なくなったとはいえ、それらのリスクを想定内の事象

としてどこまで備えるかは永遠の課題でしょう。被害の想定や許容水準を設定することは容易ではありません。要する

に、わからないことだらけです。 しかも入念な事前対策を行っても、被害発生を防止できるわけではありません。 

 

今回の演習参加者への事前調査では、ISO/IEC27001 の基礎知識は習得済みとのことでしたが、セキュリティ体制

の構築や運用を議論するほどの理解や実践経験は十分でないことがわかり、参加者の経験の幅に合わせて演習成

果の目標レベルを調整する必要もでてきました。慣れていない ISO 用語や英語（私のブロークンな英語も原因のひと

つ）に戸惑ったであろう参加者は、配布されたテキストと英語版の ISO解説書を片手に奮闘しました。 

 

２．研修の進め方 

 

初日に ISO/IEC 27001概要説明、ISMS適合性評価制度の概要を説明しました。受講者には英語での意思疎通が

可能なこととの条件をつけてあったため、英語で説明している講師のほうが緊張します。国際的な英語力調査の結果
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の通り、参加者の中には達者な英語力による発言や発表もありました。研修講師として、４日間もの連続した講義と演

習指導を英語で実施するのは初めての経験でした。受講者との質疑対応を終えて安堵する間もなく、翌日の演習の

シナリオを調整しました。その場の対応だけで精一杯で、講義録を残すことも忘れていました。 

初めてのことばかりで、設定したシナリオも、実施中に補正をしながら進めたわけです。 

 

さらに、２日目から４日目までのケーススタディでは、情報セキュリティの理解だけでなく、組織内での実践能力の向

上を図るため、ケースに示した課題を各自が検討し、チームを組んでグループで問題解決するという手法を採用しま

した。演習で作成した資料は会場の前方スクリーンに映し出して、直ちにフィードバックしながら情報共有する手法も、

参加者の理解と情報共有を促したようで好評でした。参加者の表現では、このようなアトラクティブな研修に参加した

ことがない、とのことでした。冬季に入ったとはいえ南国のタイですから、外の通りでは半袖シャツでも汗が出てきます。

エアコンの効いたホテルの研修会場とはいえ、舞台裏での講師は冷や汗ダクダクです。 

 

初日に出された質問、Human Error と ISO/IEC 27001の関連の補足説明をした後で Case1～Case4のケーススタ

ディを始めました。講義形式の研修では、質問をうけて課題を把握しない限り、受講者の理解度や期待を確認するこ

とが難しいものですが、質問が多く出されると、質問の意味を理解することも大変です。 

個人演習、グループ討議、各グループの成果を発表して意見交換、講師から講評する方式としたことは参加者の

理解を深めるためには効果的だったようです。講師２名で分担して各チームの議論が活性化するよう支援します。 

 

一般的には現地が抱えている課題を把握・分析して、状況に合わせて改善提案、問題解決するコンサルティング

的な内容が期待されます。今回は直前に実践応力を高めるための双方向コミュニケーション形式を要請されため、事

前調査の方法もなく時間の余裕もありません。現地事情を推定しながら、新規に研修カリキュラムを作成したわけです

が、ケース研修の当日は、ファシリテーションに集中するようにしました。 

 

研修を始めてわかったことですが、参加者側の実態としては課題の認識はあるものの、現在がちょうど問題点の振

り分けや具体策の検討段階にある状況のようでした。そのため、用意したシナリオについて、好意的に受け止めてい

ただいたようです。ISMSを教科書としてセキュリティ対策強化をすすめる準備段階のニーズと合致したようです。 

 

３．ISMS（ISO/IEC27001:2013）に関する研修内容 

 

情報セキュリティ事故の原因として、人によるエラーの統計資料、原因分析やリスク分析・評価に基づく組織作りと、

今後は人が起こす犯罪などへの取り組みを通じて ISMS 活動の重要性を説明しました。さらに ISMS の管理策概要を

説明し、国内での ISMS構築実践事例紹介、および ISMS認証の仕組みや ISMSの運用を広めるため認証・認定の体

制を紹介しました。 

 

ISO の規格が使用する英文の表現は、抽象的で一般的には短期間での理解は難しい。このため説明も難しく、参

加者が理解できるよう具体的な事例で解説を補う必要があります。今回は担当した講師側が海外拠点での事業活動、

ITプロジェクトの運用経験、国内での情報セキュリティ研修の指導経験、および ISO規格に関する国際会議での活動

などの経験を持っており、組み合わせ協力して対応しました。 
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3.1 ISMS実践（ケーススタディ） 

 

 ISMS実践のためのケーススタディは次のタイトルの通り用意しました。 

1) Case1 True/false questionnaire（2名グループ） 

2) Case2 Select controls from the ISO/IEC 27001（2名グループ） 

3) Case3 Find Solutions：information leakage（5-6名グループ） 

4) Case4 Find Solutions：Services Provided by Third Parties（同上） 

5）Case5 Find solutions：Physical protection and entry/exit control（同上） 

6）Case6 Find solutions：Suffered and damaged by hacking（同上） 

7）Case7 Find Solutions：Risk Assessment（同上） 

8）Case8 Find Solutions：Internal Audit and Management Review（同上） 

 

ケース１－２は基本的な理解があれば回答できる基礎知識を問うもの。後半は、具体的な問題解決、および組織的

な対応を問う内容です。 

２日目研修参加者（ケース初日）に対し、Human Error と ISO/IEC 27001 の関連の補足説明をした後、Case1～

Case4のケーススタディに挑んでもらいました。 

 

参加者の理解を深めるために、個人演習、グループ討議、各グループの成果を発表して、講師が講評する方式と

しました。この個人演習、グループ討議中は、メンバー同士の議論はタイ語で議論を深めてもらい、講師は適宜、グ

ループ討議の場面を巡回して、個別の質疑や相談に応じました。 

３日目研修参加者（ケース２日目）に対して、グループ討議は前日と同じメンバーとしてCase5～Case6のケーススタ

ディに取り組みました。各グループの発表内容は、スキャナでスクリーンに表示して各グループの代表者（順番）にプ

レゼンしてもらったのですが、成果物として職場へ持ち帰りたいとの要望がでてきたため、スキャンした資料を後日配

布するようにしました。 

 

４日目研修参加者（ケース３日目）に対し、Case７～Case8 のケーススタディを行い、グループ討議のメンバーは前

日と同じとしましたが、同じ職場のチームが結合して８-10人ほどの大所帯となっていたグループもありました。 

Case Study 形式にも慣れてきたようだったので、各グループにプレゼンをして頂いた後、他のグループから質疑、

コメントを求める形式としたことも、より活発な意見交換を促したようです。 

 

3.2 国内事例紹介と情報セキュリティリスク分析 

 

 担当したセッションで最も積極的なフィードバックがあったテーマが、初日に説明した国内事例紹介とリスクアセスメ

ントの一部として実施したリスク分析のためのケース教材でした。 

 国内事例紹介では、すでに 10 年来 ISMS を運用している組織が、どのように組織的な取り組みを進めてきたか、そ

の準備、運用の課題、進め方などを紹介した内容です。 ISO/IEC27001:2013では、ISO31000のリスクの考え方を採

用しているため、リスクアセスメントの手法が一部変更されています。どのように考えるか悩んでいたところ、ケースでの

演習が大変参考になったとのフィードバックもあり、狙い通りの影響を与えることができたと思います。 
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当初の発表は文字だけの原稿だったのですが、次第にフローチャートやイラストを書き込んだものもでてきました。 

協働作業を通じて友好なチームの雰囲気を作ることができた効果も大きかったようです。 

その結果、日本の ISMS 実践事例を学んだだけでなく、実戦経験を学び、情報セキュリティ対策の進め方に対する

考え方の変化を実感したとの多くの前向きのフィードバックが寄せられました。 

ISO/IEC27001:2013 という国際規格を国内の ISMS 実践経験を中心に構成した研修は、現地のニーズに応える内

容で期待に沿うことができ、また解決策として CSMS、CSSCなど国内事例を紹介できたようです。 

 

（写真は、Case－Day３参加の皆さん、事務局、と講師） 

最終日には講師チームのまとめとして講評す

ることになりました。 

参加者の多くがエンジニアであることを意識し

て、「シーロム通りの３人のエンジニア」のエピ

ソードを創作して激励しました。 

そしてエンジニアの日常業務には単調な面も

多いけど、当たり前のことを着実に実行して 

「一緒に安全で快適な町を守ろう」 

とまとめたところ、ちょっと感動、という参加者もい

て、握手を求められました。 

今回の研修は情報セキュリティ専門家としての役割でスタートしたのですが、業務プロセス、組織行動、動機付け

や組織経営に深く関与してきた CSA としての経験が大きく役立ったようです。   

 

４．余談と油断 

 現地で用意いただいたスキャナのドライバが、一般に（日本国内で）普及しているものとは違っていたようで、パソコ

ン接続に手間取ってしまいました。複数のパソコンで試行した後、作業用に持参していた旧モデルのパソコンで認識

できたので、急遽、パソコンの役割と配置を変更して対応しました。また、研修会場と宿泊したホテルが提供する

Wi-Fi接続速度も遅く、容量が大きいファイルを操作する場合は、パソコン内に取り込んでおく必要性を感じました。   

 さらに、電源コンセントの形状も、国によって異なるため変換プラグを携行しますが、今回は宿泊先でパソコンを利

用しようとしても通電しません。近所のコンビニ（なんと、国内の有名店舗が 8000 店舗も展開中）で、現地のプラグを

購入したもののやはり通電しない。試行錯誤の結果は、主電源が入っていなかったのです。照明以外を集中管理す

る操作パネルがあり、タイ語表記の下に英文があったのですが、部屋の明かりが暗くてよく見えなかったのです。 

 最後になりましたが、今回の貴重な機会を提供いただいたMETI、JIPDEC、研修アレンジいただいた HIDA（海外産

業人材育成協会）、講師チームとして随所で支援いただいた JIPDEC畔津さん、および研修・演習実施に参画いただ

いた受講者の皆様方に、改めて感謝します。いっしょに安心安全なセキュリティ環境を守っていきましょう。     

以上 
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