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eBook: 情報漏えいの防止

サマリー

¹ IDC. 2016.

情報漏えいは、残念ながら
避けることができません。

どんなビジネスをしていても、組織の情報は貴重です。同時に、情報はサイバー犯罪者にとっても、魅力的なものです。

情報漏えいの防止はもちろん重要ですが、情報漏えいが発生してしまったときにどうするかを想定しておくことも非常

に重要です。

この eBook は、世界の代表的な規制当局が提示した最新の対応要件を検証し、NIST サイバーセキュリティ・フレーム

ワークに準拠した情報漏えい対応のベストプラクティスを詳述しています。特に、情報漏えいがエンドポイントで発生

した場合のインシデント対応手順に焦点を当てています。Forrester のセキュリティ調査の結果、侵害の 70% はエン

ドポイントまで遡ることができることが分かっています 1。

この資料がインシデント対応計画を見直し、可能な限り迅速に検知、対応、復旧するための準備にお役に立てば幸いです。

https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
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情報漏えい対策
2005 年以降、9,668 件の情報漏えいが発生し、16 億 4,314 万 8,162 件以上の記録が漏えいしています 2。これは 

米国での話であり、世界的にはもっと大きな数字になっています。この驚異的な数字を見ても、情報漏えいはもはや 

「起こるかどうか」ではなく「いつ起こるか」の問題であることがわかります。

たとえセキュリティリソースをふんだんに投入できる大規模組織であっても、サイバー攻撃から免れることはできませ

ん。たとえば、Google が Google+ の無期限停止を決定した原因の一部はその脆弱性だとされていますし 3、Meta のネッ

トワークセキュリティ侵害では、約 5,000 万人のユーザーの個人情報が漏えいした可能性があるといわれています 4。

情報漏えいの発生は、Google や Meta のような大企業にとっても深刻な問題です。中小規模の組織にとっては、壊滅

的な打撃となる可能性があります。National Cyber Security Alliance によると、米国では、中小企業の 60% はサイバー

攻撃から 6 カ月以内に廃業に追い込まれるといいます 5。

情報漏えいを完全に阻止することは不可能です。しかし、サイバー攻撃によって発生した状況に効率的に対処し、ビジ

ネスと顧客を保護するために実用的な対策をあらかじめ講じることは可能です。緊急事態に反応する最善の対策は、準

備をしておくことです。優れたインシデント対応計画は、情報漏えいが発生した場合の価値ある資産であるといえます。

¹ IDC. 202 2018. Identity Theft Resource Center
3 The Verge. 2018. Google is shutting down Google+ for consumers following security lapse.
4 New York Times. 2018. Facebook Security Breach Exposes Accounts of 50 Million Users.
5 Inc. 2018. 60 Percent of Small Businesses Fold Within 6 Months of a Cyber Attack. Here’ s How to Protect Yourself.

https://www.idtheftcenter.org/data-breaches/
https://www.theverge.com/2018/10/8/17951890/google-plus-shut-down-security-api-change-gmail-android
https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html
https://www.inc.com/joe-galvin/60-percent-of-small-businesses-fold-within-6-months-of-a-cyber-attack-heres-how-to-protect-yourself.html
https://www.idtheftcenter.org/data-breaches/
https://www.theverge.com/2018/10/8/17951890/google-plus-shut-down-security-api-change-gmail-android
https://www.inc.com/joe-galvin/60-percent-of-small-businesses-fold-within-6-months-of-a-cyber-attack-heres-how-to-protect-yourself.html
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コンプライアンスが情報漏えい後の明暗を分ける

サイバー攻撃を受けた後に組織を守るためには、攻撃前に適切な対策を講じていたことを証明することが必要です。

情報漏えいが発生した場合でも、顧客のデータを保護するための対策を積極的に採用していたことを証明できれば、

お客様に理解をいただける可能性が高まります。一方、サイバーセキュリティ戦略における失策や怠慢があった場合には、

顧客からの信頼を取り戻すことは難しくなるでしょう。

紛失や盗難にあったエンドポイントを起点とする侵害の場合は、以下を証明できなければなりません :

  • デバイスが紛失した時点、すべてのセキュリティ技術が導入されており、機能していたこと

  • 紛失や盗難後にデータにアクセスされなかったこと

  • デバイスがリモートで無効化され、すべての個人データが削除されたこと

データが可視化されていない場合には、そのデバイス上の情報が漏えいしたと想定し、業界や地域が定めた侵害通知プ

ロセスに従った報告を行う必要があります。

6 2018. Identity Theft Resource Center.

2005 年以降、
16 億 4,314 万 8,162 件
以上のデータが、
データ侵害の結果、
漏えいしています。

SOURCE: IDENTITY THEFT RESOURCE CENTER6

https://www.idtheftcenter.org/data-breaches/
https://www.idtheftcenter.org/data-breaches/
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世界における情報漏えい対応義務
データプライバシーとセキュリティに関する規制の量と範囲の両方を考慮すると、コンプライアンスは年々複雑化し、

コスト負荷も高くなっています。

世界の地域ごとによって情報漏えい通知の要件にばらつきがあるため、個人データを扱う組織の義務はグローバル化さ

れているとは言えないのが現状です。たとえば、EU の一般データ保護規則 (GDPR) をはじめとする大規模な規制の要

件を比較すると、ある程度の一貫性も見えてきますが、各規制で独自の罰金徴収が行われている状況でもあります。

SOURCE: DLA PIPER INTELLIGENCE

限定的

一般的

堅固

厳重

グローバルな規制施行状況

https://eugdpr.org/
https://www.dlapiperintelligence.com/
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ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、米国、日本は、厳しいデータ保護規制を実施しています。これらの地域でビジ

ネスを展開している ( または顧客がいる ) 場合、現地の情報漏えい対応ガイドラインを熟知しておく必要があります。

米国　州法と業種別の法令

米国では、個人情報の包括的な法的保護というよりも、州やセクターごとにパッチワークのように法

律があり、これらを遵守する必要があります 7。これらの法律は一般に、定められた期間内に消費者

と規制当局の双方に通知することを義務づけており、オンラインアカウントの認証情報、健康情報、

パスポート番号、生体情報など、より幅広いデータを対象としています。

州法以外では、HIPAA ( 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 )、FTC ( 連邦取引委員会 ) 法、GLBA ( グラ

ム・リーチ・ブライリー法 ) などの連邦法が、特定の業界を規制しています。HIPAA の施行は特に厳格で、OCR (Offi  ce 

for Civil Rights) 8 との平均和解額は過去 10 年で 4 倍になっています。

PHI の侵害が発生した場合、HIPAA Breach Notifi cation Rule により、以下が要求されます。

  • 侵害の発見から 60 日以内に、影響を受ける個人に通知する

  • 違反が発生した暦年の末日から 60 日以内に OCR に通知する

  •  500 件以上の記録が含まれる違反の場合、直ちに OCR に通知し、主要メディアに通知を提出し、ホームページに通

知を掲載する

7 Perkins Coie. 2018. New Data Breach Notifi cation Laws Spring 2018: What You Need to Know.
8 Beazley. 2018. 2018 Breach Briefi ng.

https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/new-data-breach-notification-laws-spring-2018-what-you-need-to.html
https://www.beazley.com/documents/Whitepapers/201802-beazley-breach-briefing.pdf
https://www.beazley.com/documents/Whitepapers/201802-beazley-breach-briefing.pdf
https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/new-data-breach-notification-laws-spring-2018-what-you-need-to.html
https://www.beazley.com/documents/Whitepapers/201802-beazley-breach-briefing.pdf
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オーストラリア　個人情報保護修正法

2018 年 2 月以降、売上高が 300 万ドル以上の組織は、オーストラリアのプライバシー改正法 ( 通

知可能なデータ侵害 ) の適用範囲に入ることになります 9。

深刻な被害をもたらす可能性のある情報漏えいが発生した場合、組織は以下を行う必要があります :

  • 影響を受ける個人に対し、侵害の説明、関連する情報の種類、および次のステップに関する推奨事項を通知する

  • 個人情報保護委員会に報告書を提出する

「深刻な被害」には、身体的、心理的、経済的、金銭的な被害が含まれますが、個人が悩んだり動揺したりすることは

含まれないと思われます。

コンプライアンス違反が発生した場合、会社役員個人 ( 最高 34 万ドル ) および組織自体 ( 最高 170 万ドル ) に対して

罰金を課すケースがあります 10。

カナダ　PIPEDA

カナダの PIPEDA ( 個人情報保護・電子文書法 ) は、民間企業による個人情報の収集、利用、開示

について規定しています 11。

PIPEDA の適用を受ける組織は、情報漏えいが発生した場合、以下のことを行う必要があります :

  •  個人情報の漏えいが、個人に「重大な損害を与える現実的なリスク」をもたらす場合、Privacy Commissioner of 

Canada に通知する

  • 影響をうける個人に通知する

  • すべての情報漏えいの記録を保持する

侵害が重大な損害の現実的なリスクを生むかどうかの判断に関連する要素としては、侵害に関わる個人情報の機密性、

個人情報が悪用された、または悪用される可能性があることなどがあげられます。

9 Office of the Australian Information Commissioner. 2018. Australian Privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) Act.
10 Australasian Lawyer. 2018. Compliance with the Notfiable Data Breaches Scheme.
11 Office of the Privacy Commissioner, Canada. 2018. What you need to know about mandatory reporting of breaches of security safeguards

https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme
https://www.australasianlawyer.com.au/sections/features/compliance-with-the-notifiable-data-breaches-scheme-246600.aspx
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-breaches/respond-to-a-privacy-breach-at-your-business/gd_pb_201810/
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme
https://www.australasianlawyer.com.au/sections/features/compliance-with-the-notifiable-data-breaches-scheme-246600.aspx
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-breaches/respond-to-a-privacy-breach-at-your-business/gd_pb_201810/
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欧州　GDPR

GDPR ( 一般データ保護規則 ) は、現在、データ保護規制の最高水準だと考えられます。徹底的な

規則で、規定が多く、複雑です。

データ侵害が「個人の権利と自由に対するリスクをもたらす」可能性が高い場合、組織は以下を行

う必要があります :

  • 調査を実施する

  • 侵害の発見から 72 時間以内に当局に通知する

  • 影響を受ける個人に対して「過度の遅滞なく」通知する

  • どのようなデータが影響を受けたのか、また、今後どのような問題に対処していくのかについて具体的に説明する

組織にとって最大の課題のひとつとなるのが、72 時間のデータ侵害通知期限を順守することです。

日本　個人情報保護法

日本の個人情報保護法は 2005 年 4 月に施行されました 12。IT の進化に対応して順次改正されて

おり、2022 年 4 月に施行された改正法では、本人の権利保護の強化、事業者の責務の追加、特定

分野を対象とする団体の認定団体制度が新設、データの利活用が促進、違反に対するペナルティが

強化、外国の事業者に対する罰則が追加、などの強化が行われいます 13。

個人情報の漏えい、滅失、毀損など、個人データの安全確保がおびやかされる事態が発生した場合には、以下を行う必

要があります :

  • 個人情報保護委員会に速報として速やかに報告する

  • 個人情報保護委員会に 30 日以内 ( 事案によっては 60 日以内 ) に確報として報告する

  • 影響を受ける個人に、事態の発生を認識したあと、速やかに通知する

  • 原因、二次被害の可能性と内容の調査を行い、再発防止措置を講じる

個人情報保護委員会の措置命令に違反した場合には、1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金に処されます。また、

虚偽報告等の報告義務違反に違反した場合には、50 万円以下の罰金に処されます。これらは 2022 年施行の改正法で重

罰化されたものです。今後も 3 年ごとの見直しによって社会や経済状態の変化などに応じて法律が改正されることから、

さらなる重罰化が行われる可能性もあります。

12 個人情報保護委員会 . 2005. 個人情報の保護に関する法律
13 個人情報保護委員会 . 2021. 令和３年 改正個人情報保護法について（官民を通じた個人情報保護制度の見直し）

https://eugdpr.org/
https://securityintelligence.com/72-hours-how-a-data-breach-response-plan-can-help-you-meet-the-gdpr-notification-deadline/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
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                               情報漏えい通知チェックリスト

                         情報漏えい通知のスケジュールや要件はさまざまですが、以下のチェックリストは、

                                                     どのようなシナリオでも役に立ちます。

情報漏えい発生中

•  情報漏えいの性質 ( データ記録の数および

種類など ) を確認する

•  データ保護責任者または連絡先の詳細を文書

化する

•  情報漏えいがもたらすと思われる結果を概算

する

•  情報漏えいに対処するためにとられた、また

はとられる予定の措置を説明する

•  情報漏えいの影響と、講じた改善措置の詳細

を記録する ( 情報漏えい後に、監督当局から

要求されるため、事前に準備することで効率

化を図る )

情報漏えい発生後

•  関連する違反通知対応期間内に当局に

通知する

• 必要なすべての情報を提供する

•  情報漏えいについて説明し、事前に講じ

られていたセキュリティ対策について

説明する

•  将来の漏えいを防止するための計画を

説明する ( 状況の事後分析は、GDPR や、

個人情報保護法下で必須 )

•  インシデント対応プロセスを更新する

計画を策定し、計画のテストと更新の

ためのベストプラクティスを実施する
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情報漏えい対応計画の見直し
現在、情報漏えい対応の責任は、IT チームだけに課されるものではなくなり、経営陣の肩に重くのしかかっています。

今やサイバーセキュリティは、他のビジネスリスクと同様に重要であると考えられており、経営陣は、サイバーリスク

を管理するために適切な人材、プロセス、テクノロジーを確保する責任を負っています。

規制がますます厳しくなる中、組織には一般的なインシデント対応計画以上のものが必要となっています。綿密で、各

組織に特化された情報漏えい対応計画は、リスク管理とリスク軽減に大きな役割を果たします。情報漏えい対応計画は

定期的に更新され、適切かつ効果的であることを確認するために実践されなければなりません。米国では、多くの組織が、

米国国立標準技術研究所 (NIST) が推奨するサイバーセキュリティ・フレームワークを導入しています。NIST が提供

するサイバーセキュリティ・フレームワークに従ってデータセキュリティとビジネスの持続性を確保するための 5 つの

機能を実装することで、セキュリティ態勢の評価を行うことができます 14。

このフレームワークは循環的なもので、新たな脅威や強化され続ける規制に対応するために、継続的な改善が推奨され

ています。5 つの機能の概要が示されており、そのうち 3 つは、データ侵害の検知、対応、回復に直接関連しています。

NIST サイバーセキュリティ・フレームワークのインシデント・レスポンス機能

  特  定 
(Identify)

• 資産管理

• ビジネス環境

• ガバナンス

• リスク評価

• リスク管理戦略

  防  御  
(Protect)

• アクセス制御

•  意識向上＆
   トレーニング

•  デ ー タ セ キ ュ リ
ティ

•  データ保護プロセ
ス＆手順

• 保守

• 保護技術

 検  知
(Detect)

• 異常＆イベント

• セキュリティの
   継続監視

• 検知プロセス

  対   応 
(Respond)

• 対応計画

• コミュニケーション

• 分析

• 低減

• 改善

  復   旧 
(Recover)

• 復旧計画

• 改善

• コミュニケーション

14 National Institute of Standards and Technology (NIST). 2018. The NIST Cybersecurity Framework.

SOURCE: NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.nist.gov/cyberframework
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 検  知
(Detect)

フレームワークの「検知」機能は、問題の検出、状況の変

化への注意、怠慢なユーザーへの注意に重点を置き、疑

わしいエンドポイント・アクティビティを特定するもの

です。セキュリティ・インシデントが特定されると、アセッ

ト・インテリジェンスが「検出」機能において中心的な

役割を果たします。以下の質問に確実に答えられるよう

にする必要があります :

• デバイスはどこにあるか︖それは通常とは違う場所か︖

•  同時に起こっている追加の動作 ( マシンまたは人による

もの ) はあるか︖

•  現在起こっている変則事象はセキュリティポリシーの範

囲を超えているか︖

• イベントが起こる直前にデバイスで何がおきていたか︖

• どの情報が危険にさらされているか︖

デバイス、データ、ユーザー、アプリ、および動作に関

する詳細の知識により、検知機能が満たされ、より効率

的に対応策を準備することができます。

エンドポイントに障害が発生した場合や物理的なアクセ
スが必要な場合に IT 管理者が状況を把握して対策をと
るためには、CMDB やインベントリを常に最新の常態
に保つことが不可欠です。Absolute は、常時接続の可
視性と卓越したエンドポイント制御を提供して、これを
可能とします。詳細は Absolute にお問い合わせください。

https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
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  対   応 
(Respond)

実際に情報漏えいが発生してから、対応の指揮・管理を誰が行うかを決めているのでは遅すぎます。十分な余裕をもっ

て対応策を構築しなければなりません。

事 前 の 対 応 計 画

1.  調査を指揮する特定の担当者またはグループを任命する ― メンバー全員が自分の役割を把握している

ことを確認する

2.  インシデント報告手順を構築する。インシデントに関する情報を組織内にエスカレートさせるための

明確な計画を含む

3.  明確なコミュニケーション計画を持つ。必ず地域または業界の侵害通知要件に基づいて計画を作成す

る。コミュニケーションの開始時、常に 3 つの質問をする ― 真実か︖役立つか︖必要か︖

4. 内部リソースおよび事前に承認された外部リソースの連絡先を文書化する。

5. 証拠をどのように分析し、保存し、文書化するか詳述する

6. 計画をテストして弱点を特定し、得られた教訓を文書化する

7. 毎年対応策を見直し、改善を図る

組織はインシデント対応計画に合わせて、全従業員に対して適切なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングを提供

し、情報漏えいやサイバー攻撃の際に何をすべきか、何をしてはいけないかを明示的に提示しなくてはなりません。

  復   旧 
(Recover)

インシデントが発生した後は、回復と反復というサイクル

を経て、仮定を疑い、セキュリティ管理を変更し、新しい

知識を用いて、今後のサイバーセキュリティの意思決定に

寄与しなければなりません。

復旧計画は、
教訓を今後の活動に
反映させることで
改善される

NIST サイバーセキュリティ・フレームワーク

https://www.nist.gov/cyberframework
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次のステップ

エンドポイントを起点とする侵害に対応するための 4 つ

のステップをご紹介します。

法律を知る : 情報漏えいを規制当局に説明する場

合、無知によって許されることは決してありませ

ん。

組織には、地域や業界 ( 多くの場合、その両方 ) 

に応じて、組織が準拠すべき規制を確認する責任

があります。責任を負うべき情報管理の法律が、

どのような範囲におよんでいるかを理解する必要

があります。例えば、ヨーロッパの顧客データを

保有している場合には、GDPR に準拠しなければ

なりません。

NIST サイバーセキュリティ・フレームワークを

適用する : NIST サイバーセキュリティ・フレー

ムワークのようなフレームワークを用いること

は、組織内でトップダウンによってセキュリティ

文化を醸成する際に役立ちます。また、誰もが、

何をすべきか、誰が責任を負うべきかを理解でき

るため、対応に要する時間が効率化されます。

顧客対応型の情報漏えい対応計画を策定する : 

Forrester 社によると、グローバルなセキュリ

ティ意思決定者の約半数が、プライバシーに対

する顧客の懸念を組織のリスクとみなしていま

す 15。情報漏えいが発生したときに組織が顧客

にどう対応するかによって、社会的な信頼度が

評価され、インシデントからの回復能力が決ま

ります。

テクノロジーと実施制御を導入する : セキュリ

ティポリシーは、可視化と制御がなければ成立

しません。情報漏えいが発生した際に、管理体

制が整っていたことを証明できなければ、組織

の信頼は損なわれ、規制当局から厳しい指導を

受けることになります。Absolute のパーシステ

ンステクノロジーは、あらゆるデバイスに対す

る高度な制御を実現します。セキュリティ・イ

ンシデント発生時に、暗号化やその他のセキュ

リティ対策が実施されていたことを証明するこ

とで、規制当局のコンプライアンスを維持する

ことができます。デバイス上のデータの状態を

レポートすることで、組織は情報漏えい後にデー

タがアクセスされたかどうか、その結果、情報

漏えいを報告する必要があるかどうかを特定す

ることができます。
15 Forrester, 2018. Forrester Analytics Global Buinsess Technologics 
Securityda Survey

1 

2 

3 

4 

https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
https://www.forrester.com/Global+Business+Technographics+Security+Survey+2018/-/E-sus4551
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