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企業のセキュリティ投資における
問題点

http://www.npa.go.jp/cyber/research/h28/h28countermeasures.pdf
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情報漏えい事故の原因 3

出典：JNSA

近年は人が原因（管理ミス，誤動作）が7割以上を占める．



情報セキュリティ対策の必要性を感
じたきっかけ
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引用：http://www.ipa.go.jp/files/000043418.pdf

・個人情報保護法
・番号法
・不正競争防止法
・不正アクセス防止法
・ウイルス作成罪
・電子署名法・・・・・・・



最近の事例から

 標的型攻撃の被害にあった日本年金機構

 教育産業における内部不正による大量の個人情
報漏洩

マネジメントの問題
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2015年5月日本年金機構の例
標的型攻撃により約125万件の情報が流出

出典：情報セキュリティ白書2016 P21、図1-2-7

踏み台
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内部不正～B社事件（2014年７月）

顧客データベース

①大量の顧客情報をダウンロードし
スマートフォンにコピー

②顧客名簿業者に販売

保守管理
業務担当

個人情報

名簿業者

③複数の業者へ転売
厳重に管理

付与されたIDで
アクセス

D社

業務被害
・特別損失 260億円（2014年度第1四半期）
2014年度当期純損失 107億円
・役員2名が辞任

流出した個人情報は
約 3,504万件
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よくある会話

最近、サイバー攻撃が多発し
ているので、

わが社のシステムや組織も対
策が必要です

ふむ。新聞やニュースでも話
題になっているな。
だけどサイバー対策ってもう
かるの?

・・・
これまで大丈夫だったから
これからも大丈夫じゃない

の?

・・・
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永遠の課題?

情報セキュリティ対策の
投資対効果
リスクの定量測定
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情報セキュリティは外部不経済
 通常、情報セキュリティ対策は、それ自身が利
益を創出しないといわれる

 外部不経済
外部経済（性）:ある経済主体の行動が、他の経済
主体に市場を通さない思わぬ影響を及ぼすこと
 例: お祭りの花火、公害、コンピュータウィルスの蔓延

外部不経済:他へ与える影響がマイナス（負）

積極的にセキュリティ対策を講じる
インセンティブに乏しい
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インターネットは公共財
公共財（Public Goods）としてのインター
ネット
非競合的な消費，非排除性をもつ
特にその安全性（セキュリティ）向上のため
の施策には公共政策が必要

公共政策と意思決定
社会資本整備や都市計画，地域計画，国土計画や
それらの計画に伴う各種のマネジメント施策

セキュリティ政策などの安定的なサービスを提供
するためのインターネット対策には公共政策が必
要である
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事例:ボットネット対策における
外部不経済
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対策なし
（７０）

対策済み
（３０％）

未対策集団
・社会的ジレンマ？
・レモン市場？
・ただ乗り？

70％の不対策は
外部不経済

ボット駆除ツールダウンロード率がわずか30%である事実
・ボットは、感染PCへ悪影響を及ぼさない（自分にとって駆除しても得にはならない）
・しかしボットは、他者のPCへ悪影響を及ぼし、間接的にネットワーク
全体の安全性を落とす（自分が駆除することで全体の利益？となる）

・めんどう
・よくわからない
・自分がやらなくても
・今不自由していないから
・・・・



レモン市場

 レモン市場（アカロフ. 1970)

– サービスや財などの商品の品質に関して買い
手の情報が乏しいために適正な価格がわから
ず，市場に品質の低い商品が選択的に出回る
現象

– 情報の非対称性（Asymmetric Information)に
よって起きるとされる
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切ってみ
ないと
中身が

わからな
い



人の脆弱性:内部者による不正

組織内の構成員による，ルール違反
などの不正
情報持ち出し，システム破壊など
情報へのアクセス権限を持ってい
るため，情報持ち出しが容易
技術対策だけでは対処が難しい
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内部不正を防ぐアプローチ

IPA,内部不正防止ガイドライン

環境によって，犯罪を防止する
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情報セキュリティに対する社会科学
的アプローチ
 技術対策に偏向していた情報セキュリティ対策
に対する取り組み

 公共政策の必要性
情報セキュリティ事象を経済学的な負の外部
性（外部不経済）と捉え，対策推進のための
公共的な政策を実施
対策実施のインセンティブを与える（税制
優遇措置など）

脆弱性情報の届け出，開示制度，注意喚起に
より情報の非対称性を改善し，劣悪な市場
（レモン市場）化を防ぐ
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セキュリティエコノミクス

セキュリティ投資
個人のふるまい，組織のふるまい
制度・政策の効果
セキュリティ保険
リスクの計量

:
:
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情報セキュリティと社会・個人
 WEIS（Workshop on the Economics of 

Information Security）2017のセッションの例
Security Investment and Performance

Government Perspectives

Impact on Businesses and Exchanges

Vulnerabilities

Security/Data Breaches

Privacy

Cyber Insurance
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米国の研究戦略
Cyber Risk Economics
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CYRIE R&D Green Paper
 Quantification of Risk: リスクの定量化

 Decision Support: the effect of decision frameworks use on impact and investment
 Impact Assessment: nature, size, frequency, and effect of cyber-risks faced by different entities
 Controls Investment: relationship between investment and risk to potentially impacted parties

 Role of Gov’t, Regulation, Policy 政府・法律・制度の役割
 What is the impact of cybersecurity regulation on outcomes
 How can the government balance accountability, transparency, data sensitivity in reporting?

 Role of Insurance 保険の役割
 What are the effects of insurance on cyber risk impact and cyber security investment? Do they have 

a positive impact? How to improve with cyber environmental data?
 Role of Law & Liability 法と自律の役割

 Understanding of how exposure to liability changes behavior, investment, and outcomes
 Assess & assign accountability within and across supply chains

 Organizational Behavior & Incentives 組織のふるまいとインセンティブ
 What are the org characteristics associated with effective cyber security?
 Comparative effectiveness of mandatory cyber insurance, tax subsidies, standards for self-protection

 Data Collection & Sharing データ収集と共有
 Identifying and correcting information asymmetries
 tools for efficient and systematic collection of cyber environmental data and correlation/translation 

to business-centric data and metrics
 Threat Dynamics 脅威ダイナミクス

 Adversary Behavior: Understanding the behavior, adaption, and decision-making
 Adversary Ecosystem: Understanding of group behavior and macro economics of attacker 

platforms; intervention points
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リサーチクエスチョンの例
 個人のプライバシーか利得か
 企業における内部不正に影響を与える要因は何か
 （国や組織における）セキュリティ被害額の推計
 セキュリティ対策実施の意図と態度変容はどのよう
な関係か

 ウイルス感染防止（セキュリティインシデント）に
最も効果がある対策は何か

 どんな職場環境がセキュリティマネジメントに適し
ているか（適していないか）

 リスク対策としてセキュリティ保険の意義，効果
:
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セキュリティ人材について
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情報セキュリティ,様々な領域
・すべての領域に「計算機科学」・「情報数理」・
「データベース」・「プログラミング・ソフトウエア工
学」などの基礎が必要
・セキュリティの専門家は、計算機の専門家

計算機科学・情報数理・情報ネットワーク・
データベース・プログラミング・エンジニアリング 等

ネットワー
ク設計・監
視・解析

暗号理論
セキュア
開発

制度
経済

リスク管理・
監査

セキュリティの領域 社会・個人
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情報セキュリティ人材について
 多様な人材像

開発:エンジニア、アナリスト、
利用:経営者、CISO、IT部門
IPA(iコンピテンシディクシュナリ）JNSA
（SECBOK）、産業横断サイバーセキュリティ人
材育成検討会（人材定義リファレンス）

 大学で育成する情報セキュリティ人材
情報科学の基礎
情報セキュリティの基礎
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情報セキュリティ技術者が不足?

「情報セキュリティ人
材は現在28.1万人。不
足数は、13.2万人が必
要」 経済産業省，2016
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不足しているのはどの領域か？



ご清聴ありがとうございました
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