SOLUTION BRIEF

情報漏えいインシデントの
発生原因ワースト10と
それを克服する最適な対策

情報漏えいインシデントワースト 10 とその対策

企業や組織などの情報漏えい事件をニュースで聞くことが多くなりました。情報漏えいは、さまざまな原因で発生
しますが、どのような原因にしても情報漏えいを起こしてしまうと、企業の収益とイメージに大きなダメージを受
けてしまいます。情報漏えいの原因を知り、対策をするとともに、万一発生し待ったときの対応も考えておく必要
があります。
・情報漏えいに対する国内外の法整備が進んでいる
・情報漏えいインシデントのワースト 10

・情報漏えい対策〈ルールづくり編〉
・セキュリティ製品の導入 基本編
・セキュリティ製品の導入 上級編

Solution Brief

情 報漏えいに対する国内外の法 整 備が進んでいる
個人情報を含む重要なファイルに対し漏えい対策を行うことは、企業の義務といえます。日本では、いわゆる個人情報
保護法が改正され、扱う個人情報の件数が5000件以下でも適用されるようになりました。
米国では米国消費者プライバシー権利章典やHIPPA（医療保険の相互運用性及び説明責任に関する法律）、GLBA
（金融サービス近代化法）が制定されています。欧州ではGDPR（一般データ保護規則）が、2018年5月25日から施
行されます。GDPRは、
「 EUデータ保護法の範囲の拡大」、
「 統一性の増大」、
「 企業に対する説明責任義務の導入」、
「個人の権利の強化」、
「 制裁と執行の強化」を目的に制定され、違反した企業には高額な制裁金が課せられます。
また、クレジットカードを扱う場合には、カード会社が共同で策定したPCI DSS（Payment Card Industry Data
Security Standard）
というカード情報セキュリティの国際統一基準があり、これにも準拠しなければなりません。
PCI DSSでは、具体的なセキュリティ対策やその運用についても詳しく規定されている上に、情報漏えい事故を起こして
しまった場合のペナルティも厳しくなっています。
このほかにも、ISMSやISO 27001など様々な認証があり、特に海外で
は準拠していないと契約もできないケースが増えています。
インターネットでグローバルな商取引が行われている今日、欧米に市場を持つ企業や目指す企業はもちろんオンライン
ショップ運営企業も、
これからは各国の情報保護法や金融機関が設けているセキュリティ基準に準拠した対応が迫ら
れています。

企業ダメージも甚 大な情 報 漏えい
漏えい事故が発生してしまうと、その企業などは大きなダメージを受けることになります。損害賠償などで多額の費用
がかかり、
システムに原因があった場合には原因究明や証拠保全のためにシステムを止めなければならず、大きな機会
損失になります。さらにリカバリーに手間取って、顧客の信頼、銀行やステークホルダーの信用を失ってしまうと、企業
存続を脅かしかねない事態を招きかねません。

Solution Brief

国内情報漏えいインシデントのワースト10
コーポレートガバナンスを問われるこの情報漏えい問題。
まずはどのような原因があるのか多い順に整理していきましょう。
インシデントデータは日本国内。※ NPO日本ネットワークセキュリティ協会の調査によるものです。
※ 2016年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(NPO日本ネットワークセキュリティ協会2017)
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管理ミス

現在、情報漏えい事故で最も多い原因が「管理ミス」です。
これは社内や主要な流通
経路において紛失・行方不明となった場合や、作業手順の誤り、情報の公開、管理
ルールが明確化されていなかったために起きた業務上のインシデントです。

誤操作

メールやFAX、郵便などでの宛先の間違いや、
メールの宛先を本来BCCに設定すべ
きところをCCに設定してしまい、受信者にすべての宛先が表示されたケース、操作
ボタンの押し間違いなどによるものです。

第

位

不正アクセス

外部の第三者が、主にネットワークを経由して不正にアクセスし、個人情報が漏えい
したインシデントです。例えば、
ネットワークのアクセス制限を突破して個人情報を盗
まれたケースなどが含まれます。

第

位

紛失・置き忘れ

正当な持ち出し許可を得て外部に持ち出した個人情報を紛失したり、置き忘れた
インシデントです。お店や電車、
タクシーの中などに置き忘れるなど、個人の管理ミス
が主な原因となります。

第

位

不正な情報
持ち出し

正当な許可を得ずに外部に個人情報を持ち出し、それが漏えいしたインシデント
です。悪意がある場合は盗難になりますが、例えば自宅でも作業をするために個人
情報を持ち出すケースもこちらに該当します。

第

位

盗難

第三者に、個人情報を保存した記録媒体などとともに盗まれたインシデントです。
車上荒らしや事務所荒らしなどが該当します。

位

設定ミス

システム担当者などの従業員がWebサーバやファイルのアクセス権などの設定を誤
り、情報が漏えいしたインシデントです。例えば個人情報の格納先を公開設定にして
しまい、外部から閲覧可能な状態にしてしまったケースなどが該当します。

位

バグ・
セキュリティホール

第

第
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OSやアプリケーションといった既存のソフトウェアにバグやセキュリティホール
（脆弱性）を原因とするインシデントです。脆弱性を悪用されて個人情報を盗まれる
ケースなどが該当します。

第

位

ワーム・ウイルス

ワームやウイルスの感染によって、個人情報が漏えいしたインシデントです。感染す
るとPCの連絡先にあるメールアドレスにウイルスメールを大量送信するような「マス
メーリングワーム」などによる被害が該当します。

第

位

内部犯罪・
内部不正行為

従業員など内部の人間が悪意を持って、個人情報を盗み出すインシデントです。
内部者
が業務のふりをして個人情報をコピーして持ち出したり、元社員が在職時に上司のIDと
パスワードを盗み見し、
それを使ってアクセスするケースなどが該当します。
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「ワーム・ウイルス」と「 不 正アクセス」対 策を優 先すべき
2016年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 (NPOネットワーク協会) の情報を参考に、金銭的補償が発生し
やすい個人情報の漏えいについて見てみましょう。
ここでは、情報漏えい原因を件数と人数で見た情報を取り上げています。件数で見ることで、情報漏えい原因の種類を捉える
ことができ、人数で見た場合は、種類の影響度合いを捉えることができ、
大きな傾向と対策を導くことができるためです。
インシデントの件数ベースでは、
ほぼ半分が管理ミスやご操作などの人的ミスと捉えられます。一方で、人数ベースでは、外部
からの攻撃といえる
「ワーム・ウイルス」
「不正アクセス」
で7割以上を占めており、個人情報の漏えいに及ぼす影響度は大きい
ようです
（「ワーム・ウイルス」48.7%、
「不正アクセス」35.5%）。
人的ミスのインシデント(管理ミス、誤操作等)については、各組織単位で取扱いルールを明確化し、定期的に確認し合う機会
を持つことが望ましい対策といえるでしょう。
さらに、紛失や置忘れの対策として、暗号化ツールを導入することも効果的です。
外部からの攻撃に関連する部分は、個人情報の漏えいに対する損害賠償額の算出根拠が
「損害金ｘ人数」
が一般的なことか
ら、被害の影響度の大きい部分への対策を優先していくべきでしょう。
ワーム・ウイルス、不正アクセスといった外部からの攻撃に対して、効果的に情報漏えいを保護するには、組織のネットワーク
通信の出入口を保護するファイアーウォール、
IDS/IPSなどネットワークセキュリティはもちろん、
ユーザーが頻繁に活用するイン
ターネットとの出入口となるWebゲートウェイ部分、情報の格納先となる端末（エンドポイント）
を保護することが効果的です。
悪意ある脅威は年々高度化しています。
自社のセキュリティ対策が最新の脅威に対応できているかを、
ふだんから目を通して
おくことが重要です。
マカフィーでは、四半期ごとにMcAfee Labs 脅威レポートを提供しています。最新の脅威動向の把握にお役立てください。
「McAfee Labs 脅威レポート」

漏えい原因比率（件数）
ワーム・ウイルス
5件 1.1%

内部犯罪・内部不正行為
4件 0.9%

バグ・セキュリティホール
8件 1.7%

目的外使用 2件 0.4%

漏えい原因比率（人数）

その他 9件 1.9%

設定ミス
22件 4.7%

内部犯罪・内部不正行為
83,775人 0.6%

盗難
25件 5.3%

不正な情報持ち出し
217,941人 1.6%

不正な情報
持ち出し
32件 6.8%

管理ミス
836,574人 6.0%

管理ミス
159件 34.0%

不正アクセス
4,950,736人
35.5%

2016年 個人情報漏えいインシデント 概要データ
1,396万5,227人
468件

インシデント件数

2,788億7,979万円

想定損害賠償総額
一件あたりの漏えい人数

3万1,453人

※1

誤操作 50,564人 0.362%
バグ・セキュリティホール
5,756人 0.041%
その他 309人 0.002%

誤操作
73件 15.6%

漏えい人数

盗難 58,732人 0.42%

紛失・置忘れ
903,547人
6.5%

紛失・置忘れ
61件 13.0%

不正アクセス
68件 14.5%

設定ミス 59,110人 0.42%

一件あたり平均想定損害賠償額

※1

6億2,811万円

一人あたり平均想定損害賠償額

※2

3万1,646円

2016年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
NPO日本ネットワークセキュリティ協会(2017)

ワーム・ウイルス
6,798,181人
48.7%
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情報漏えい対 策ルールづくり編
漏えいの対象となる情報には、印刷物など物理的なものと、データ
化された電子的なものがあります。
また、
データであっても物理的な
“入れ物”という形で漏えいするケースもあります。物理的なものは、
人によって社外に出て行くことになり、電子的なものはネットワーク
経由で社外に出て行きます。
こうした漏えいを防ぐためには、組織の
中で情報の取扱いに関するルールを用意することが大切です。

対策

1

対策

2

対策

3

対策

4

重要な情報の 所在を明らかにする
まずは、自社や自組織に、漏えいしたら問題となる重要な情報がどのくらいあるのか、
「情

報の棚卸し」をする必要があります。
ファイルサーバの中はもちろん、PCの中や部署単位
で使用する外付けハードディスク、USBメモリ、CDやDVDなどの光学メディアに記録され
ている場合もあります。
また、印刷物はその都度プリントされます。
これらがどこにあるのか、
その保管状況とともに明らかにします。

重要な情報の 取り扱い手順を文書化 する
重要な情報の所在が明らかになったら、それを使用するときの手順を文書化します。例えば、
データを外部に持ち出す場合に許可を得る手続きや、そのデータをどのように持ち運ぶか、
必要な作業が終わったら、
どう消去するのかまでを手順化します。同様に、
メールを送信す
る際のチェック項目や、
ファイルサーバへの保存、Webサイトの設定の確認、Webサイトで
収集した個人情報データの処理なども規定します。1人では見落とす可能性のある場合に
は、複数人での確認も検討します。

ID管理やアクセス制限など、管理体制を厳密化 する
重要な情報アクセスする際の権限を設定し、誰でもアクセスできるような状態を解消しま
しょう。そして管理権限を持つ人を決め、重要な情報を持ち出す際には、必ずその管理者を
通すようにします。
また、持ち出した人や持ち出したデータといった内容を、
日付や時間とと
もに記録します。組織内でのID管理にも注意が必要です。退職した元社員のIDはすぐに消
去することが重要です。
さらに、関連会社や下請け会社に業務を委託している場合は、本社
と同等の管理体制を求めるようにしましょう。

システム管理を厳重 にする
インターネット経由でのサイバー攻撃による情報漏えい対策には、
システムの管理も重要
です。まずはWebサーバやファイルサーバ、データベースサーバなどのシステムで使用し
ているOSやアプリケーションのバージョンを管理し、常に最新に保つようにします。また、
アドオンソフトやプラグインなどのバージョン管理も大切です。最近では、
これらの脆弱性を
悪用した情報漏えい事故が多くなっています。
システムの更新やメンテナンス時にも、設定
などの再確認が必要です。
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セキュリティ製 品の導 入 基 本 編
漏えい対象のうちデータ化された電子的なものは、
ネットワーク経
由で社外に出て行きます。ポイントは検知機能の強化と、データの
暗号化です。最近のネットワークやエンドポイントのセキュリティ
製品は高度化、統合化が進んでいるので、購入やリプレイスの時は
機能や性能をチェックし、
自社のセキュリティ要件を作成する際の
エビデンスとして活用することをお勧めします。

対策

1

ゲートウェイで 通信をチェックする
ネットワーク経由での個人情報データ漏えいを検知するためには、ゲートウェイで社内から

社外に出て行くデータをチェックすることが効果的です。大容量のデータが送信された場合
などにアラートで知らせるようにすることで、疑わしい行動を検知できます。
これは、いわゆ
る出口対策と同様です。
マカフィーは、ネットワークIPS/IDS「McAfee Network Security Platform」による入口・出口対
策や、インテリジェントなセキュリティ情 報とイベント管 理ソリューション「 M c A f e e S e c u r i t y

Information and Event Management（ SIEM）」による内部通信の可視化などにより、データの
流出を防ぎます。

対策

2

高度な マルウェアを検知 できる仕組みを導入する
標的型攻撃では、高度なマルウェアを組織内に侵入させ、正当な操作や通信を装って情報
を盗み出します。
こうした高度なマルウェアを検知できるよう、エンドポイントにはセキュリ
ティ対策ソフトだけでなく、EDR（Endpoint Detection and Response）製品の導入が
効果的です。EDRでは、エンドポイントのログを取得し分析できるので、内部に潜んだ脅威
をあぶり出すことができます。
マカフィーは、EDR製品「McAfee Endpoint Threat Defense and Response」によって、
ひとつ

のエンドポイントだけでなく、組織全体でも高度な脅威を迅速に検出・阻止し、問題を修復します。また、

セキュリティ ポリシーを更新し、新たな攻撃に備えることも可能です。

対策

3

外部にデータを持ち出す際には 暗号化 する
紛失や盗難の対策には、持ち出すデータを暗号化しておくことが有効です。
これは、社内の
ファイルサーバ、
データベースサーバにも効果的な対策です。
データを暗号化しておくことで、
万一データが第三者の手に渡ってしまっても、
データの中身を見ることができません。
マカフィーでは 、エンドポイントを強 力に暗 号 化し、集 中 管 理 機 能により管 理も容易な「 M c A f e e

Complete Data Protection」や、ハードディスク全体を暗号化する「Drive Encryption」などの
暗号化製品を提供しています。
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セキュリティ製 品の導 入 上 級 編
「 DLP(D at a L o s s Pr ev e nt i o n)の導 入 」
情 報 漏 え い 対 策 をより確 実 に 、そして 効 率 的 に 行 うに は 、情 報 漏 え い 対 策 に 特 化 した D L P（ D a t a L o s s

Prevention）
ソリューションの導入がお勧めです。マカフィーでは、保護したいファイルの場所などに合わせた複数の

ソリューションを用意しているほか、統合型のソリューションも提供しています。

DLPとは
DLPとは、重要な情報を自動的に特定し、そのファイルが外部に持ち出される可能性のある操作をブロックする仕組

みです。また、万一データが外部に流出してしまったときのために、あらかじめデータを暗号化しておくような機能も
DLPに含まれるようになっています。

データ保護のユースケースモデル
ノートPC、
Windows PC、
タブレット、Macの暗号化

USBデバイスと
CD/DVDの暗号化

認可されたユーザーや
パートナーのみ
機密データへの
アクセスを許可する

機密情報の
洗い出しと保護

Windows

Mac

クラウドへの
データ転送の保護

データの中身を識別し、
侵入に対する
調和のとれた対応

社員による顧客データの印刷、
コピー、メール送信の保護

Solution Brief

マカフィーのD L P 製 品「D L P E nd p o i nt 」の特長
マカフィーでは、ホスト型のDLP製品として「McAfee DLP Endpoint」を、またNetwork DLP ソリューションとし

て「McAfee DLP Discover（ソフトウェア）」
「 McAfee DLP Prevent（アプライアンス/仮想アプライアンス）」

「McAfee DLP Monitor（アプライアンス/仮想アプライアンス）」を提供しています。
これらのソリューションは、重要

なデータを自動的に検出し、カテゴリ化と分類を行います。そして、暗号化されていないものや、削除や移動すべきなの

に実施されていないものを優先して暗号化や削除などの処理を行います。

マカフィーのDLPでは、オンプレミス、クラウド、エンドポイントなど、重要なデータを保存場所に関係なく保護すること

ができ、電子メールの送信、Webへの投稿、印刷、クリップボードへのコピー、スクリーンキャプチャー、デバイスコント

ロール、クラウドへのアップロードなど、危険を伴う操作を監視し、問題解決を支援します。またユーザーがエンドポイ

ントの検出スキャンを実行し、修復作業を行えるなど支援します。

さらに組織内の脅威情報共有基盤として提供している「Threat Intelligence Exchange (TIE)」を利用すると、
McAfee DLP Endpoint は不正と認識されたアプリケーションでの機密データの処理を防止します。
このほか、人
的な要因ではなく、情報を盗み出そうとするマルウェアに対しても、DLP Endpoint が TIE（Threat Intelligence
Exchange）の判定結果からマルウェアによる重要なファイルの読み込みを検知・ブロックします。

データタイプ

データ漏えいの経路

ソリューション

移動中のデータ

DLP Prevent

101101100110101001

DLP Monitor

休止中のデータ

DLP Discover

011001101010011011

Drive Encryption

使用中のデータ
1011011001101001

DLP Endpoint
File and removable
Media Encryption
Device Control

Solution Brief

コンテンツフィンガープリント分 類 条 件
マカフィーのDLP Endpointが持つ高度な保護能力を紹介します。

まずフィンガー・プリントとは，データ固有の識別符号のことです。人間の指紋と同様にデータそれぞれの特徴を抽出

してそのデータ固有の指紋(フィンガー・プリント)を自動生成します。
このフィンガー・プリントは，DLPをインストール

した端末において該当データのコピーや送信が行われようとすると，それが重要データであるかどうかを確認するため
の参照が行われます。機密データであれば流出やコピーは阻止されます。

自動分類：コンテンツフィンガープリント分 類 条 件
コンテンツフィンガープリントの追 跡
ファイルの中身を比較し、部分一致で機密データを追跡
ネットワーク
共有フォルダ
【秘】

DLP Endpoint

コピー

DOCX

DOCX

DLP Endpoint が
「秘」の
ファイルに
コンテンツフィンガー
プリントをつける

メモリ
コンテンツ
フィンガー
プリント

コピー

XLSX

継承

フィンガープリント比較

暗号化

ZIP

継承
暗号化アプリケーションを
として
「アーカイバー」
登録しておくと暗号化しても
無条件でコンテンツ
フィンガープリントを継承

ファイルに含まれるテキストデータから
フィンガープリントを作成しメモリ内で比較
していたら
データが部分一致（半角300文字以上）
コンテンツフィンガープリントを継承

Solution Brief

ポリシーの手 動 分 類 機 能 - Manual Classiﬁcation
機密情報を分類するために重要なテクノロジーの１つに
「ポリシーの手動分類機能」があります。

DLPを導入する際にハードルとなるのがキーワードポリシーの作成です。一般的にポリシー作成は、各ファイルごとに
適用範囲の選定や制限基準、例外管理など、セキュリティ管理者のエフォートを強いる作業が多いです。
しかしこの手動

分類機能を使えば、一度管理者が設定したあとは、ユーザーが重要なファイルを開いて保存するたびに、分類ポリシーを

自分で定義して保存するポリシーを適用できるので、ユーザーへの教育と同時に、管理者が追加で行う作業がなくなり、
ポリシー作成の手間が省けます。

マイクロソフトのOutlook, Oﬃce, Windows File Explorer にプラグインし、MS Oﬃce や Adobe などのファイル
タイプを含めて40種類以上に対応しています。

デモイメージ

1
2

3

管理者が ePO で
ポリシー設定

ePO 経由で、

エンドポイントに
プラウグインが
インストール

ユーザーが、
ドキュメントや
メールを分類

Solution Brief

エンドポイントとe P Oの統 合
McAfee ePolicy Orchestrator(ePO)とセキュリティ製品を統合することで、機密情報の監視やレポート、検査を

自動化することが可能です。さらに各セキュリティが１つのコンソールで管理できるので、運用に関する人的コストと
エフォートを削減できます。

1

McAfee Endpoint Encryption

単一コンソールに
よるエンドポイント
開発と管理

（エンドポイントの暗号化製品）

McAfee Encrypted USB

2

（USBの暗号化製品）

インシデント対応と
レポートのための
単一統合ソース

3

ケースマネジメントと
ワークフローを同時に
把握できる包括的な
インシデントビュー

McAfee DLP

（データ損失防止製品）

Solution Brief
ニュース & キーワード

企業や組織への脅威として問題視されている多くのサイバー攻撃の
手法と具体的な例を下記にいくつか紹介します。
最大の情報漏えい事故
世界で最大の情報漏えい事故とされているのは、米国Yahoo!で2013年8月に発生
したアカウント情報の漏えい事故です。発生当初は事故の全容が把握されていませ
んでしたが、2017年10月には30億以上のすべてのアカウント情報が漏えいしたと
発表されました。
これまでは2016年9月では5億人以上、同12月には10億人以上
を追加して発表し、漏えい内容については、氏名、メールアドレス、電話番号、生年月
日、ハッシュ化されたパスワードなどが漏えいしたとしていました。
この事故は、ハッカーによる不正アクセスが原因とされており、実際にハッキングを
行ったのはカナダ国籍の22歳。ロシアの情報機関の職員に雇われ、金銭と引き換え
にアカウント情報を盗み出しました。ハッキングの手法は、Yahoo!のメールサービ
ス管理者になりすましたフィッシングメールを会員に送ることで、パスワードを入手
したとされています。
なお、日本で最大の情報漏えい事故は、現在のところ2014年7月に発覚したベネッ
セホールディングス（ベネッセコーポレーション）の3,504万人です。
こちらは、同社
のデータベースシステム管理を担当していた派遣社員が、その権限を悪用して会員
情報を盗み出し、名簿業者に販売していました。

漏えいした個人情報は売買される
情報漏えい事故により流出した個人情報は、サイバー犯罪者が入手し、アンダーグ
ラウンド市場で売買されるといいます。
この市場では、個人情報の価格相場が決めら
れており、大量の件数を購入する場合にはディスカウントサービスもあるといいます。
個人情報の内容によって価格も変動し、クレジットカード情報や医療情報のある
個人情報に高値がつくそうです。
こうしたアンダーグラウンドの市場は複数存在しているとみられ、価格やサービス
競争が発生しているといいます。
また、ハッカーの求人情報やハッキングツール、
マル
ウェアなども販売され、作成したマルウェアがセキュリティ対策ソフトで検出され
るかどうかをチェックするサービスなども提供されています。
さらに、ハッカーを養成
するためのサービスもあるといいます。
このようなアンダーグラウンド市場には、専用のブラウザーを使用しないとアクセス
することができず、また一般人がアクセスしようとすると、たちまち身元が判明され
攻撃を受けるといわれています。ここで売買された個人情報は、さらなるサイバー
攻撃に使用されるのです。

Solution Brief

継続的な防御強化と運用負担軽減を
実現するための戦略

マカフィーの脅威対策ライフサイクル
止まらない脅威の進化への対抗、ビジネス継続の最大化、そしてセキュリティ運用負担の
軽減を考慮したライフサイクルです。人手だけに頼らず、日々得られる知見や洞察をイン
テリジェンスとして素早く活用できるよう連携と自動化を促進します。
ライフサイクルで得た知見と洞察をインテリジェンスとして
組織内で蓄積し素早く活用して防御を継続的に強化

旧

ビジネスの維持・継続のために

析 と 適応

検

復

分

知

防 御

対応準備と自動化促進により

情報集約と優先度の明確化で

攻撃の予兆や進行を早期に把握し

効率的な一次対応で被害を最小化

素早いアクション

連動

McAfee Cloud

ライフサイクル指向の
継続的な防御強化

●

自動

管理

●

分析

●

インテリジェンス

●

セキュリティサービス

プロフェッショナル
サービス

ワークフローの

自動化促進による
負担軽減

エキスパートによる支援

統合

テクノロジーの根幹かつ
エコシステムの基盤

パートナー
エコシステム
ダイナミック
エンドポイント

データセンターと
クラウドの保護

包括的な
データ保護

インテリジェントな
セキュリティ運用

200 を超えるパートナー

Open Data Exchange Layer（OpenDXL）
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