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会員番号 0056 藤野明夫 （情報セキュリティ監査研究会）

【講演テーマ】 「企業におけるセキュリティ戦略」
【講師】日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM Computer Security Incident Response Team（CSIRT）
IT Forensic Analyst

守屋

英一

氏

【日時】 2014 年 12 月 16 日（火曜日）18:30～20:30
【場所】 機械振興会館 地下 2 階ホール
【講演骨子】
本年３月、NTT 出版より「サイバーセキュリティ」という本を出版させて頂きました。 本書では、サイバー攻撃を社会
的背景、技術的対策、法律および企業経営などの様々な視点から問題の解決に向けて解説しています。
本講演では、本書の内容を踏まえて、サイバー攻撃及び内部犯行による企業への影響に対して、企業が取り組む
べきセキュリティ戦略について解説させていただきます。
・サイバー攻撃及び内部犯行の現状
・人的資源マネジメントが困難な時代
・多様なセキュリティ技術の存在
・企業におけるセキュリティ戦略

【講演概要】
１． 略歴
2001 年に、インターネット･セキュリティ･システムズに入社し、セキュリティオペレーティングセンターで、クライアント
企業のネットワークセキュリティの監視業務に携わってきた。2007 年にインターネット・セキュリティ・システムズが日本
アイ･ビー･エムに買収されたことにより、日本 IBM 社員となったが業務は継続した。2011 年に経営品質・情報セキュリ
ティ推進室に異動し、現在、IBM Computer Security Incident Response Team（CSIRT）というチームに加わり、社内の
不正アクセス事件への対応および ISMS 内部監査を担当している。また、明治大学ビジネス情報倫理研究所客員研
究員、日本シーサーﾄ協議会運営委員及びインシデント事例分析 WG リーダー等の社外活動にも従事している。

２． 企業におけるセキュリティ戦略の必要性について
現在、IBM では、全世界を対象とした 24 時間の監視体制が敷かれている。これは、時差を利用し、各地域の監視
員が、それぞれの地域が昼のとき、自分の地域と他の地域の監視をするというものである。
グローバル企業は常にサイバーテロの標的になっているという認識のもと、適切なセキュリティ戦略をとる必要がある。
「戦略」という言葉を使ったが、企業における戦略とはなんであろうか。中央大学大学院 戦略経営研究科 遠山亮子
教授は、企業における戦略を以下のように定義している。「『ありうべき姿』を達成するために自分の持っている経営資
源と自分が適応すべき経営環境とを関連付けた地図とシナリオである｡ただ､『正しい選択』がいつまでも正しいとは限
らない。｣
企業にとってセキュリティはコストとして認識されている。したがって、景気が悪いと圧縮対象になってしまい、景気
が良くなるとそれを強化しようということになる。しかしながら、一度サイバー攻撃を受けると経済的損失や社会的信用
の失墜等の経営上の甚大な被害を被ることになり、景気の変動によってセキュリティを強めたり弱めたりすることは許
されない。一方、昨今、サーバ攻撃等の手口はますます巧妙化し、その対策に要するコストは増加する一方であり、
すべてに対応することは困難である。そこで、企業にとって重要な資産はどれかを選定し、メリハリをつけたセキュリ
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ティ対策への投資が必要になる。すなわち、前述の「経営資源と自分が適応するべき経営環境とを関連付けた地図
とシナリオ」策定、すなわち、戦略的思考が必要になる。
以下、昨今のサイバーテロを筆頭とする種々のサイバー攻撃あるいは内部不正の動向と、これらの脅威に対してど
のようなセキュリティ戦略を策定すべきかを解説する。

３． サイバー犯罪の動向
最近のサイバー犯罪の動向について、説明する。

３．１

サイバー犯罪の増加

近年、サイバー犯罪が増加している。最近、日本で発生した重要な二例をご紹介する。
通信教育の某社は、今年 7 月に子会社が内部犯行による数千万件の顧客個人情報漏洩事件を起こしたために、
その経営に重大な影響が出てきている。この会社では、2015 年 3 月期連結決算の税引き後利益が補償等のため、９
０億円～１０億円の上場以来初の赤字となる見通しを発表した。
また、外部からの攻撃により、顧客情報が盗まれる事件が相次いで発生した。これは、その会社自身のコンピュー
タが直接ウイルスに感染したのではなく、顧客である利用者のコンピュータにウイルスが感染し、ＩＤ/パスワードが盗ま
れ、それにより不正アクセスが行われた。
企業本体ではなく、子会社の内部犯行や顧客側のセキュリティ対策の不備により、顧客情報が盗まれ、当該企業が
大きな損害を被っている。

３．２

サイバー犯罪増加の原因について

近年、社会環境の変化、技術の進歩等により、犯罪が発生する要因が増加している。ここで、どのようなときに犯罪
が発生するかということを説明した「日常活動理論」と呼ばれるものをご紹介する（表 1 参照）。
表 1 日常活動理論
動機・目的

背景・原因

動機づけら
れた
犯罪者

＜金＞ 金銭的動機、経済的動機
＜怨恨＞ 上司への不満（評価、待遇、給
与）、人間関係の不満、不当解雇

＜正社員＞ 終身雇用・年功序列の廃止、転職、起業
＜非正規社員＞ 低賃金、雇用が不安定
キャリア形成の貧困化

潜在的な
犯行対象物

＜情報＞ 機密情報（知的財産、営業機密）
顧客情報、開発情報、従業員情報
＜システム＞ システムの破壊、システムの
悪用

＜電子データ＞ 情報が電子データ化されたことで、
一度に大量の情報を持ち出すことが可能になった
＜システム＞ 分業化、専門家され、全体の把握が困
難になっている

監視性の
低い場所

＜社外＞ 外部委託先、アウトソーシング先
＜ルール＞ ルールが存在しない
＜監視＞ 情報の管理が不十分
ルール違反しても処罰されなかった

＜社外＞ 経営の効率化が図られ、社外への業務移
転が進んだ
＜ルール＞ ルールの陳腐化が早まっている
＜監視＞ 性善説を基本としているため、職務分掌が
進んでいない

日常活動理論とは、｢動機づけられた犯行者｣、｢適当な標的｣、｢有能な監視者の欠如｣という三要素が重なり合うと
き､犯罪が発生するという理論である。最近は、表１に示す通り、これらの三要素が重なり合う状況が増える傾向にあ
る。
終身雇用が終わり、正規雇用でも転職することが多くなってきた。自身が作ったパワーポイントのデータを持ち出し、
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自分の仕事を効率化するために、転職先でそのパワーポイントデータを使うデータの使いまわしが現実に起きてい
る。
さらに、昔と違ってデータが持ち出しやすくなった。USB メモリにより、何万人もの顧客情報を簡単に持ち出すこと
ができ、また、USB を使用しなくともクラウドサービスにデータをアップすることでも盗み出すことができる。USB を使わ
ない、クラウドを使わないというルールがあるだけで、運用上のチェックが行われず、折角のルールが有名無実になっ
ている企業もある。
無線ＬＡＮに接続されたパソコンを通じてデータを社外に送信することを、ルール上、禁止していても、スマートフォ
ンのテザリング機能によって持ち出されてしまうことがある。また、土日に自宅で仕事をするためにクラウドサイトにウェ
ブメールでデータを送り、自宅でサイトからデータを取得し、作業実施後、サイトにデータを送り、月曜にその結果を
ウェブメールでサイトから戻して仕事を続けるということがある。これなどはウェブメールの ID/パスワードが分かってし
まうと情報を抜き取られてしまう。
技術の進歩にルールが追いついていない面があり、陳腐化しないうちに早目にルールを決める必要がある。また、
ルール化した後も、そのルールが遵守されているかチェックしていくことが必要である。

３．３

スマートデバイスと SNS による新たな脅威

スマートフォン、タブレット端末等のスマートデバイスの普及により、その業務利用と私的利用の境界の曖昧さによる
新たな脅威が発生している（表 2 参照）。
トレンドマイクロ社の 2014 年 8 月 26 日のプレスリリースによれば、「あなたは個人所有のスマートデバイスを､業務の
ために利用したことがありますか？」という質問に対して、「利用する」と回答した割合が、2012 年に 48.0%であったの
が、2014 年は 63.1%に増加している。
表 2 スマートフォンの利用目的

利用内容

業務利用
• ホワイトボードの撮影と同
期
社
利 内 • 会議の録音と同期
• 名刺情報の登録
用

場
・リモートアクセス
所 社 社内メールの閲覧・修正
外 業務データの作成・修正

私的利用
• SNSへの投稿
• アプリの利用
• ウェブメールの確
認
• オンラインストレー
ジの利用

ホワイトボードの撮影、会議の議事録の録音をクラウドにアップすると、情報が取られるリスクがある。また、どこにい
ても顧客の情報を確認できる名刺情報登録サイトというサービスがあるが、一部のサービスでは名刺情報を登録する
と、登録した相手に対して「誰々があなたを登録しました。あなたも登録しませんか」とメールが飛ぶことになっていて、
登録したことが相手に分かってしまい、顧客の不信感を買う要因になりうる。
一番問題なのは、個人所有のデバイスについて、その内容を企業側が見たくても、従業員に拒絶されればそれ以
上の強制はできないということである。たとえ従業者から一札取っていたとしても、拒絶されたらそれ以上の追求は現
実的に不可能である。この対策としては、スマートデバイスを業務で使用する可能性がある場合、会社から貸与する
しかなく、現実にそういう企業が増えている。
また、SNS（ソーシャルネットワークサービス）の浸透も新たな脅威になりつつある。従業員のプライベートな場での
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発言であっても企業名をうっかり出してしまったり、また、その発言内容から企業名が特定できるような発言をした場合、
その企業の内部情報の漏えいやその企業の見解と取られるおそれがある。これを規制するのはなかなか困難で、従
業員に自覚を促すよう注意するしかない。
このように、技術の進歩によりリスクは拡大しつつある。

３．４

不正送金の増大

最近、ネットバンキングにおける不正送金が増加している。とくに、法人口座からの不正送金の増加が著しい。警察
庁の発表では、2013 年上期に 213 百万円であったものが 2014 年上期には 1,852 百万円と一年で９倍も増加してい
る（表 3 参照）。中小企業が被害に遭うと資金繰りができず廃業に追い込まれる可能性があり、深刻な問題である。
表 3 平成 26 年上半期のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況について
期間

件数

被害額

Ｈ２６上

1,254

約 18 億 5,200 万円（約 148 万円/件）

Ｈ２５下

1,098

約 11 億 9,300 万円（約 109 万円/件）

Ｈ２５上

217

約 2 億 1,300 万円（約 98 万円/件）

出典：警察庁「平成 26 年上半期のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況について」、2014.9.4
http://www.npa.go.jp/cyber/pdf/H260904_banking.pdf
不正送金は組織的に行われている。不正送金の手口を以下に示す（図１参照）。

①不正プログラムを送信
犯人

②ウイルスに感染
ネットパンク
利用者

③ID ・ パスワードを取得

④第三者のパソコンを経由
して不正にアクセス

口座を売却（1
口 1 万円）も

⑤他人名義の口座へ不正送金

インターネット
バンキング
システム

図１ 不正送金の手口
①犯人からネットパンク利用者に不正プログラムを送信、②ネットパンク利用者がウイルスに感染、③犯人が
ＩD /パスワードを取得、④犯人が第三者のパソコンを経由して不正にアクセス、⑤ネットバンク利用者のイン
ターネットﾊﾞンキングシステムから他人名義の口座へ不正送金、⑥犯人による現金引き出し。
報道によると、口座が 1 口 1 万円で売られており、引き出した金額の１２％が出し子の報酬になっているそう
である。
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金融機関でも、ワンタイムパスワードの使用等対策を打ってはいるが、まだまだ、被害は拡大している。

海外の事例では、不正送金の発見を遅らせるために送金データを改ざんするという手の込んだ手口の犯罪が発生
している。その手口は以下のとおりである（図 2 参照）。①ウイルスに感染した顧客が、②正規の手順でオンライン・バ
ンキングへアクセスし、③「Ａ社に 1 万円送金」の指示をするとウイルスに感染した Windows の API が、指示内容を「Ｂ
社に 10 万円の送金」に改ざんする。「Ｂ社に 10 万円の送金完了」のメッセージを受け取ると、ウイルスに感染した
Windows の API が、再び、そのメッセージを元の指示内容と同じ、「Ａ社に 1 万円の送金完了」のメッセージに改ざん
する。
これにより、顧客は、正しくＡ社に 1 万円が送金されたと思いこんでしまい、不正送金に気付くのが遅れる。

送金データの改ざん
①ウィルスに感染
②正規の手順でオンライン・バンキングへアクセス

SSL通信

顧客

4.Windows
２.Windows
3.ウイルスが
API
API
内容を改ざん
を呼び出し
へ指示

５.B社へ
１０万円
送金指示

7.Windows
10．A社へ
9.改ざんした 8.ウイルスが
API
1万円送金
内容を送信 内容を改ざん
完了を確認
が受信

6.B社へ
１０万円
送金完了

１.A社へ
1万円送金
を指示

攻撃者

オンライン
バンキング

③オンライン・バンキングから振込みを内容を改ざん

顧客のＰＣをウイルスに感染させ、振込み先と金額を修正し、オンライン・バンキングへ指示

図 2 送金データの改ざん

３．５

サイバー攻撃の目的の変化と高度化及びそれ生む背景

サイバー攻撃の目的が変化し、それにともない手口が高度化している。
2001 年ごろから始まったサイバー攻撃は、当初は愉快犯であった。その内容は DDOS 攻撃、ハクティビズム（政治
的社会的な主張を行うためのハッキング）という比較的分かりやすいものであった。2003 年ごろから、金銭目的のサイ
バー攻撃が行われるようになってきた。しかし、そこで用いられる手法は、無差別なウイルス配布やスパムメール等、
適切なツールを導入すれば検出、予防可能なものであった。ところが 2007 年ごろから始まった情報搾取は、標的型
攻撃、APT 等、攻撃中の検知はもとより、攻撃を受けた後でも、攻撃を受けたことすら認識できないほど、極めて高度
な手法を用いるものも多くなってきた。これらの高度な攻撃の中には、その攻撃がなかったことを証明することができ
ないものもある。このような状況のなかで情報セキィリティ担当者は、毎日、不安な日々を送っている。さらに最近は、
サイバーテロ、サイバー戦争といわれるほど、高度かつ広範で破壊的な攻撃も表れている。
これらの高度かつ影響の大きなサイバー攻撃が発生する要因には、技術の発展とグローバル化に加え､あらゆる
面で責任の分界点が曖昧になってきたことがあると感じている。かつては、情報システムは機器もソウトウェアも運用
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要員も自前が当たり前であったが、近年、クラウドサービスやビジネスプロセスアウトソーシング（以下、「BPO」）が普
及してきた。2013 年にはクラウドサービスの利用率は 33％に達し、BPO の売上は、4 兆円にもなっている。自前の世
界では全てがその企業の責任であったが、クラウドサービスや BPO では、どこまでがこれらのサービス受託者の責任
で、どこまでが委託者の責任であるかが曖昧である。また、スマートフォンの国内普及率は 37％、SNS の利用者は 6
千万人に上っているが、これらの世界ではプライベートと仕事の間の境界が曖昧になっている（情報通信白書平成２
６年版、総務省、[http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/pdf/26honpen.pdf]等による）。
サイバー攻撃を行う者は、高度な技術を以って、この責任分界の曖昧な部分を巧みに突いてくる。しかし、最終的
には、その企業が全責任を取らざるを得ないのである。

４． サイバーセキュリティ対策について
以下に、サイバーセキュリティ対策に関する基本的な考え方や具体的な取り組みを紹介する。

４．１

サイバーセキュリティ対策に関する新たな動きと課題

2014 年 11 月 6 日にサイバーセキュリティ戦略の基盤となる「サイバーセキュリティ基本法」が、衆議院本会議で可
決成立した。そこには、サイバーセキュリティは国の責務と明記されている。前述のような深刻な状況のなかで政府
も本格的に動き出した。
次に、民間企業が連携してサイバーセキュリティ対策に取り組む日本シーサート協議会という任意団体の活動をご
紹介したい。この団体は、各企業の CSIRT(Computer Security Incident Response Team)、すなわち、サイバーセキュ
リティインシデントに対応するチームが集まってサイバーセキュリティ対策を協議する団体であり、情報搾取が始まっ
たころの 2007 年に会員 6 社で創設され、2014 年 11 月現在、加盟企業数は､65 チームに達している。講師も運営委
員を務めるが、ここでは、各参加企業が通常は表に出ないインシデント事例を持ち寄り、社内および社外への連絡方
法､社内体制(法務､営業など)､効果的な再発防止策に関する分析等行い、「効率的な対応」や「効果的な対策」を導
き出そうとしている。自社の恥を晒すことになるので、当初は事例を提供せずに聞くだけの参加者が多かった。そこで
今はインシデント提供を輪番制にしている。
たとえば、オペレーションについて、コールセンターへの投資、広報対応、人の用意等、経営者に可視化するのは
どうしたらいいか、といったことや、退職者の PC は使い回しされ、再インストールされてデータが消滅し、退職者が不
正行為をした場合、証拠がなくなるというおそれがあるが、それでは、退職者の PC をいつまでデータを保存しておけ
ばよいかといった実際的な問題等をディスカッションしている。ここでは対話による暗黙知の形式知化が企業を跨って
なされている。サイバーセキュリティ対策のような、職人芸ともいうべき高度な専門性を必要とし、また、攻撃側の技術
が絶え間無く高度化していく分野では、このプロセスはたいへん有効である。
自社の恥を晒す面もあるが、それを補って余りある収穫があり、サイバーセキュリティに責任を持つ方の参加をお勧
めする。加盟するには、事前に 2 回会合に出席していただく必要があり、その後、加盟企業による推薦状と加盟申請
を提出していただき、問題がなければ加盟していただく。現在、20 社程度の企業が入会待ちである。
先日、プレユーザー含めて 80 社が集まってディスカッションしたなかで、経営層をどう説得していくかが課題である
という議論になった。サイバーセキュリティは施策の有効性が明示的に捉えにくく、投資対効果が経営層にアピール
しにくい。ますます高度化するサイバー攻撃に対して、金をかければきりがなく、どの当りで手を打つかを経営層に納
得させるのは本当に難しいと思う。
企業がグローバル化していくなかで、Ｍ＆Ａなどで、今までなかった人材、企業が入ってくる。当然、海外の人材も
入ってくるが、そのとき、コンプライアンスに対する行動様式が全く違うことがある。たとえば、日本人は、A をやっては
いけないというと、Ａを含めてその周辺のことはやってはいけないと解釈するが、例えば、ある海外の人材は、A 以外
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は全部やって良いと解釈することがある。社内ルールをブラックリスト型からホワイトリスト型に転換を求められるケース
もある。

４．２

コーポレートガバナンスの一部としてのセキュリティ対策

リスクマネジメントは、広義のコーポレートガバナンスの最上層を構成する（図３参照）

コーポレートガバナンス
リスクマネジメント
事業活動を行う上でのリスクを予測し、損害の回避と軽減

コンプライアンス（法令等遵守）
法令、企業倫理、社内規程、社会一般の規範やルール等を含む厳守

個人情報
流出

コーポレートガバナンス
経営の効率性と健全性の確保

経営者
内部統制
財務報告の信頼性
業務の有効性・効率性
法令等遵守

サイバー

情報漏洩

攻撃
内部不正

株主代表
訴訟

従業員

炎上

サイバーセキュリティと経営戦略研究会編、NTT出版、「サイバーセキュリティ」第5章をもとに作成

図 3 コーポレートガバナンス
コーポレートマネジメントは、図 3 のような階層構造で捉えることができる。サイバーセキュリティ対策は、再上層のリ
スクマネジメントの一部を構成し、コーポレートマネジメント上、最も重要な要素の一つである。
図 4 は、講師が独自に作成した、サイバーセキュリティに関するリスクマップの一例である。リスクの大きさは、一般
にその事象が発生した際の事業への影響度の大きさ（図の縦軸）とその事象の発生頻度（図の横軸）の関係で捉える
ことができる。事象が顕在化することにより、新たな事象の発生の可能性や事業への影響度の評価が変化する。サイ
バー攻撃は機密情報や個人情報の漏洩につながる可能性があり、内部不正も同様である。従業員による SNS への
投稿も炎上に繋がる可能性がある。
Very Low

Low
●
サイバー
攻撃

事
業
へ
の
影
響
度

Med-Low
●
機密・個人
情報の漏洩

Med-High

●
内部不正

●
炎上

High
High

●
従業員による
SNS への投稿

Mid-High

Medium-Low

Low
Very Low
事業計画で定めた期間内で想定される発生頻度
図 4 サイバーセキュリティに関するリスクマップ
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日本における従来のリスクに対する予算プロセスは、事業戦略立案と並行して、情報担当部門が、サイバーセキュ
リティに関するリスク分析を行って予算要求をしてきた。つまり、事業部門が策定する事業戦略に基づく予算要求と、
サイバーセキュリティに関する予算要求が独立に行われている。この事業部門が策定する事業戦略に基づく予算要
求と、情報システム担当部門がサイバーセキュリティリスク分析に基づいて行う予算要求との調整は、部門間の予算
調整という観点で財務担当者が行うので、一般的に事業部門の予算要求が優先され、事業戦略に織り込まれていな
いセキュリティ対策費は、削られるか次年度にまわされてしまうことが多い。
本来は、事業遂行のためのリスク対策であるから、その調整は全社的観点で行われなければならない。情報システ
ム担当部門の作業は、リスクの取りまとめのレベルにとどめ、財務責任者が、情報システム担当部門が提示したリスク
要因を事業部門が提出する事業戦略に当てはめ、リスク分析を行って、全社的な予算を立案する。こうしないと、ます
ます高度化し増大するサイバー攻撃に対して対策が常に後手にまわってしまうおそれがある。サイバーセキュリティリ
スク対策をコーポレートガバナンスの一環として行うということは、こういうことである。このやり方を取り入れるべきであ
ると考える。

４．３

セキュリティ対策の選定と運用

サイバーセキュリティに関係する具体的な技術要素とプロセスの全体像を図 5 に示す。

セキュリティ対策の選定と運用
クライアント
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正規ユーザー

DNSファイアウォール
事件事故対応チーム
CSIRT

ログ監査

図 5 サイバーセキュリティに関係する具体的な技術要素とプロセスの全体像
ツール等について二、三説明する。「サンドボックス」は、外部から受け取ったプログラムを保護された領域、「箱」の
中に閉じ込めてから動作させ、外部から侵入した悪質なウイルスであっても「箱」の外にあるデータなどに影響を与え
ることはできないようにするものである。子どもをサンドボックス（砂場）の外で遊ばせないという言葉からきたと言われ
る。
IDS（Intrusion Detection System、侵入検知システム）は、ネットワークを流れるパケットを監視して、不正アクセスと
思われるパケットを発見したときにアラームを表示するとともに、当該通信記録を収集し保存する仕組みである。
IPS（Intrusion Prevention System、侵入防止システム）は、サーバやネットワークへの不正侵入を阻止するツールで
ある。侵入を検知する上記、IDS の機能を拡張し、侵入を検知したら接続の遮断などの防御をリアルタイムに行う。
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サーバ等の各種ログを集めて定期的にログ監査を行い過去に問題が発生していないか調べることも必要である。
運用にあたっては、アクセス制限、不要なサービスの停止、ネットワーク分離、トラップの敷設や定期的なログの監
視といった措置が必要である。トラップの敷設は IPA も勧めている有効な対策のひとつである。サイバー攻撃を仕掛
けるものは、抜け穴を探すために可能性のあるパスにランダムにアクセスするから、通常使わないアカウントあるいは
サーバにアクセスしてくる可能性がある。これらをわざと設置しておけばサイバー攻撃の早期発見に繋がる可能性が
高い。
ただし、これらのツールや運用プロセスを全部設定、策定し、実施しようとすると、投資額は、数百万～数千万円
かかる。前述ように、コーポレートガバナンスの観点で、優先度をつけてサイバーセキュリティに係るツールや運用プ
ロセスを選定することが求められる。

４．４

セキュリティ対策に関する二、三の補足

フォレンジック（不正アクセスや機密情報漏洩などコンピュータに関する犯罪が生じた際に、原因究明や捜査に必
要な機器やデータ、電子的記録を収集・分析し、その証拠を明らかにすること）は、企業内部で実施しても 1 台 1 週間
はかかる。外注すると、契約等の段取りとフォレンジックの実施で、外注先がすぐに対応した場合でも数週間、数十万
円から数百万円の費用がかかる。
トレンドマイクロ社、「セキュリティインテリジェンスホワイトペーパー『2013 年国内における持続的標的型攻撃の分
析』」によれば、サイバー攻撃の８割は、脆弱性を利用したものではないということである。
また、日本全体のセキュリティセンターを運営する独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では｢『高度標的型攻撃』
対策に向けたシステム設計ガイド｣（https://www.ipa.go.jp/files/000042039.pdf）を発行している。ここに掲げられてい
る対策の主な項目は、①ネットワーク通信経路設計によるコネクトバック通信の遮断、②ファイル共有の制限、③管理
制限アカウントのキャッシュ禁止、④認証機能を活用したコネクトバック通信の遮断とログ監視、⑤プロキシのアクセス
制御によるコネクトバック通信の遮断と監視、⑥運用管理専用の端末設置とネットワーク分離と監視、⑦トラップアカウ
ントによる監視、⑧ログオンの監視である。
前述のトレンドマイクロ社の「サイバー攻撃の 8 割は脆弱性を利用したものではない」という指摘と、この IPA の枚挙
する対策項目を見ると、サイバー攻撃の高度化により、既存のセキュリティ対策があまり役に立たなくなりつつあり、サ
イバーセキュリティ対策は、アクセス制御やログ監視といった対策が求められている（だからといって、既存のセキュリ
ティ対策が無意味といっているわけではない）。要は攻撃があるという前提で対策を立てる必要があるということであ
る。

４．５

サイバーセキュリティ対策のための組織構築について

いずれにせよ、問題が起こってからでは遅く、グレーの段階で止めたい。そのためには、ツールを整えたり運用
ルールを策定するだけでは不十分で、組織としての運営体制を確立しなければならない。
とくに、サイバーセキュリティに関するインシデントを継続的に監視し、検出し、対策を講じる CSIRT(Computer
Security Incident Response Team)が重要であり、この人材を育成する必要がある。
しかしながら、CSIRT を含むサイバーセキュリティ人材は不足している。ある調査では、人材不足解消について 6 割
の企業が何らかの姿勢で取り組む意向を示してしているものの、具体的には何も行っていないという回答が半数近く
を占めている。これにはキャリアパスの問題もある。たとえば、CSIRT の一員として働いても、その後にどこ
に行くか明確でなく、不安感を抱いている者も多い。セキュリティ人材はある意味で特殊技能者であり、明
確な人事処遇の方針を示すことが必要である。
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もうひとつ、サイバーセキュリティ対策において組織上考慮しなければいけない重要なポイントがある。それは、サ
イバーセキュリティに関わる人材の職務を分掌することである。一人の人がすべてのことができないように職務を分掌
し、管理者の承認を経る手順を策定し、実施することが内部犯行を防ぐ上で重要である。
前述のごとく人材の流動化とグローバル化に伴い、もはや、日本の企業は、とくにサイバーセキュリティに関わる部
分については従来の性善説を捨てなければいけないということである。特殊技能者ゆえに役割と権限が一人又は少
数の人間に集中しがちであるが、そのようなやり方をしていて問題を起こせば、その企業はコーポレートガバナンスが
出来ていないという批判に晒されることになる。

５． まとめ
以上、述べたように、サイバーセキュリティの問題は企業の存続と事業の継続に関わる極めて重要な課題である。た
だし、これを単なるコスト、必要経費として捉えるのではなく、むしろ、コーポレートガバナンスの一環として、社会的価
値の創造及び利益最大化の手段、すなわち、事業戦略上重要な経営資源として前向きに戦略的に取り組むべきで
ある。さすれば、サイバーセキュリティへの対応により、他社との差別化が実現されるであろう。
最後に、P.F.ドラッカーの言葉を紹介したい。
「ライオンが檻から逃げたら責任は飼い主にある。過失により檻が開いたか、地震でカギが外れたかは関係ない。
ライオンが凶暴であることは避けられない。」
要するに、サイバーセキュリティに関し、企業は故意･過失を問わず広範な責任を負っているということである（以上、
サイバーセキュリティと経営戦略研究会編、NTT 出版、「サイバーセキュリティ」第 5 章による）。
本講演が、サイバーセキュリティ及びその周辺の問題に取り組む方々の参考になれば幸いである。
講演、以上

【質疑】
質問：日本シーサーﾄ協議会への参加条件をもう少し詳しくしりたい。
回答：日本シーサーﾄ協議会の参加に関する詳しいご案内については、事務局(nca-sec@nca.gr.jp)にまずは連絡し
て頂きたい。参加費は無料である。
質問：サイバーセキュリティ対策は、ツールによる措置よりも防御的措置の方に移りつつあるということであるが、その
原因は何か。
回答： なかなか難しいが、既存のセキュリティ対策が無力化されつつあることが原因の一つである。高度な技術を持
つ攻撃者は自ら開発したウイルスを作成するのでウイルス対策ソフトでは検知が困難である。また、ファイア
ウォールも擦り抜ける技術を持っている。要するに前述のトレンドマイクロ社の指摘どおり、攻撃に脆弱性を使
わないなど、あらゆる手段を使って対策の回避が行われている。
金銭目的のものは既存の対策でかなり対応できるが、ある特定の企業を標的とした技術的に高度なもの、サ
イバーテロとか情報搾取では、ツールによる対応は困難で、アクセス制御やログ監視といった対策を取る必要が
ある。リアルタイムにログを収集してフォレンジックを行うことがあるが、何日もかかる。影響、範囲を限定し、分析
を自動化する仕組みを作っている。これを用いて重点的な監視を行う。
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質問：システム監査的な考えで防御を高度化するアイデアはあるか。
回答： ログの監視のノウハウにシステム監査的な考え方を適用できる可能性がある。企業によって通信の仕組みに、
あるパターンがある。そのパターンに応じてネットワークをうまく分離し、検出すべきイベント、すなわち、アラート
を出すべきイベントを定める。ログを収集したあとにそれを分析し、実際にそのアラートが上がったイベントがサ
イバー攻撃であったか否かを判断し、それによってネットワークの構成を最適化し、アラートを出すべきイベント
を再設定していく。この過程をスパイラル的にやっていくという必要があるのではないか。
質問：医療機関におけるセキュリティ対策に関して留意事項はあるか。
回答：医療機関は詳しくない。しかし、電子カルテ等、センシティブな情報はネットにつながず、クローズド環境で取り
扱う必要があるのではないか。これらをオンラインで共有することでリスクが顕在化してくると考える。

【報告者所感等】
サイバー攻撃の現状とそれに対する対応策を、興味深い具体的な事例を適宜おりまぜて紹介された。
報告者なりに講演の概要を以下のようにまとめてみたので参考にされたい。
サイバー攻撃は、その手口が年々高度化し、その目的も以前の愉快犯的なものから、金銭目的、情報搾取、さら
に、サイバーテロへと変質している。とくに情報搾取などでは、攻撃を受けた痕跡を残さないものもある。
また、攻撃の手口の高度化により、既存の防御のツールは無力化されつつあり、従来型のアクセス制限、ログの監
査といった予防的措置を地道に行うという対策に戻りつつある。当然、攻撃による被害も、経済的損失のみならず、企
業としての存続が危ぶまれるような社会的信用の失墜等、甚大なものになりつつある。
さらに、企業においては、人材面でも流動化やグローバル化が進展しており、内部犯行のリスクが高まっている。
これに対しては、もはや、従来のコスト、あるいは、必要経費といった消極的局所的な意識での対応は不可で、
コーポレートガバナンスの再上層を構成するものとして、経営者の責任で対応しなければならない。むしろ、サイバー
セキュリティについて、社会的価値の創造及び利益最大化に繋がる差別化戦略として積極的に取り組むべきである。
以上
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