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今月から３回、今世間での関心が高

い情報セキュリティについて論じてみ

たいと思う。

現代はまさに情報化の時代である。

情報が価値を生み、その価値が取り引

きの対象となり、その情報をいかにす

ばやくキャッチし、経営に生かすかが

問われている。

そしてその情報のやり取りも様変わ

りしている。一昔前の情報交換の手段

は、もっぱら電話やFAXそれに郵便が

主流だった。急ぐ場合やあらかじめ相

手に確認をとっておきたいときは、電

話やFAXを利用し、正式な文書や通知

などは手紙が主だった。

ところが世の中にインターネットが普

及しだした頃から、情報の手段が違っ

衆電話の前に人々が行列をなし、長電

話の人に困惑させられたものだが、今

はその面影はなく公衆電話の撤去も進

んでいる。

このように情報交換の手段が様変わ

りし世の中が便利になった反面、新た

な問題が起きてきた。インターネットを

介した情報漏洩や情報破壊、それに迷

惑メールの問題だ。

インターネットの情報網は、わが国だ

けではなく世界の不特定多数の人々と

もつながっているから、ちょっとした不注

意により瞬く間に情報が、世界の人々

に流れてしまう危険性がある。また、メ

ールアドレスなどが何らかの手段で他人

に知られてしまうと、得体の知れない迷

惑メールが大量に送りつけられ、しかも

てきた。電話やFAXに代わり電子メー

ルが使われ始め、今や完全にこの伝達

手段におきかわっている。パソコンだ

けではなく、携帯電話のメールによる

情報交換も若者を中心に広く行われて

おり、パソコンでのやり取りをしのぐ勢

いである。何せこの電子メールは手軽

にでき、瞬時に相手に送付されるから

便利この上ない。しかも料金も電話に

比べ格段に安いこともあって急速に広

まった。送られた相手も、電話のよう

に時を選ばず迷惑をこうむることもな

い。時間が空いたときなどにメールを

確認し、好きなときに返事を出せばそ

れで用が足りてしまう。まったく自分の

ペースで情報交換ができるのだ。

携帯電話が普及していない頃は、公
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それらにコンピュータウイルスなどが含ま

れていると、データ破壊の脅威にもさら

される。ウイルスによるデータ破壊の脅

威は、背筋がぞっとする事態を引き起

こす。現代の組織では、コンピュータを

駆使したさまざまなシステムにより事業

活動が広く行われている。もしウイルス

によりデータが破壊されそのシステムが

ダウンしてしまったら、日常業務が完全

にストップしてしまう。そうなれば自社の

業務はもちろん、取引先へも多大な迷

惑が及び事業が立ち行かなくなってし

まう恐ろしさがある。

そのような時代の流れがあってか、

さまざまな情報をいかに保護するかの

関心が高まり、それらを実現するため

の情報セキュリティというビジネスが新

たに台頭するに至るのである。今や組

織や個人の情報を何らかの仕組みで保

護しなければ、いつ何時情報の漏洩や

盗難にあったり、また貴重な情報が破

壊されたりするか分からない。そしてそ

れら情報の甚大な被害を考えれば、そ

れを未然に防ぐ仕組みづくりは、組織

や個人を問わずどうしてもやらなけれ

ばならない必須事項になりつつある。

情報セキュリティの
仕組み

品質のISO 9001、環境のISO 14001に

続き、第三のマネジメントシステムに関

する国際規格として誕生したのが情報

セキュリティのISO 27001である。この

規格も品質、環境と同じように英国の

情報セキュリティに関する標準である

BS 7799がベースとなっている。先の品

質、環境と同じ国際規格ということもあ

り、仕組みの構造はよく似ていて、ベ

ースはP-D-C-Aのいわゆるマネジメント

サイクルである。

しかしこの規格は、基本となるマネ

ジメントシステムの要求事項の巻末に、

情報セキュリティとしてやるべきことが、

いくつかのカテゴリー別に列挙されて

いて、その中から組織として必要なも

のが選択できるよう付属書としてまとめ

られており、この規格の利用者にとっ

ては使いやすい配慮がなされている。

例えば資産の管理というカテゴリーが

あるが、そこでは組織内にどのような情

報資産があるかを明確にし、それらの資

産は誰が責任を持って管理し、各々の

資産についての利用制限はどのように

するのかを決定するよう要求している。

今までのISO 9001やISO 14001は要求事

項が単に羅列されていただけだが、こ

のISO 27001は、情報セキュリティの観点

から具体的にどのようにやるべきかを噛

み砕いて、それらを要求事項として付属

書に落とし込んでくれているのだ。した

がって仕組みを構築しようとする組織

は、この要求事項を自組織にあった仕

組みで実現することを考えるだけでいい

から、以前の品質や環境の仕組みづく

りに比べ、仕組みの構築のばらつきは

少ないように思う。もっともこの要求事

項だけで不足するときは、自組織で新

たにやるべきことを追加してもよいとさ

れているから、自組織なりの仕組みの

構築は十分可能だが。

さてここで、基本的に５年ごとに改正

される国際規格としての問題点が浮上

する。特に技術革新が著しい情報セキ

ュリティの分野をカバーするこのISO

27001の規格についてである。

次々とこの新しい分野で技術革新が

行われている現状を思えば、すでに現

在のこの規格そのものも「陳腐化」が始

まっているということである。５年も経

てばほとんど古い技術が使いものにな

らないこの分野にあっては、この国際

規格の内容がとてもその技術の進歩に

追いついてはいけない現状を知るべき

だろう（図表１）。つまり、単純にこの付

属書の要求事項に従っているだけで

は、とても複雑化し高度化する情報セ

キュリティ技術に対応できなくなること
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図表１ 技術革新に追いつかない国際規格



は目に見えているので、組織としては

この規格にとどまらず、自組織なりの最

新の技術を踏まえた仕組みづくりの構

築を目指すべきだろう。

一方、国際規格発行側としては、こ

の手の技術革新が著しい国際規格につ

いては、よほど先を読んだ内容にする

か、あるいは技術の進歩に関連する部

分は、取り組む組織側にある程度任せ

るような配慮が必要だと思われる。

プライバシーマーク

情報セキュリティの国際規格とは別

に、わが国独自の国内規格であるJIS Q

15001を要求事項とするプライバシーマ

ーク（以下Pマークという）認定制度が

ある。近年個人情報の漏洩事故が相次

ぎ、社会の関心を呼んでいるが、それ

につれて急速にこの制度を活用する組

織が増えてきた時代背景がある。ISO

と同じように、このマークの認定を受

けているだけで、取引先から信用され

るというメリットが大きいからだ。

この個人情報の保護を目的とするＰ

ころ、個人情報保護を盾に病室を教え

てもらうことさえできなかったという苦

情も少なくない。

もう一つは、個人情報保護を隠れ蓑

に、都合の悪いことは明かさない風潮

が出始めていることだ。これではさまざ

まな問題発生時に、迅速な解決が阻害

される危険性がある。

もともと個人情報は太古の昔から存

在していた。相手を名前で呼び、男女

の性別や年齢を識別し、またどこで生

活しているかを知るために住所が必要

だった。年齢が同じくらいであれば同

じようなことに関心があると想像され、

郷里が同じとなれば何となく親しみが

わくのも人情というものである。このよ

うな個人情報があればこそ、お互いに

親しくもなり商談もスムーズに進むとい

うものだ。

そもそも個人情報保護を目的とする

このＰマーク制度は、取り扱う個人情

報を「事業の用に帰するもの」に限定し

た内容である。つまり、事業の用に帰

するもの以外の個人情報の取り扱いに

ついては、この規格の対象外なのだ。

たとえば、個人的に親しい仲間の同窓

マークは、近年成立したわが国の個人

情報保護法と深く関連している。Ｐマ

ーク制度は、個人情報保護を目的とし

たマネジメントシステムという位置づけ

であり、法律ではなく任意の規格であ

る（図表２）。しかしながら2006年に、時

代の進展に合わせ旧来の内容が大幅

に見直され改正されたのはよかった

が、個人情報保護法との整合性が図ら

れた結果、法律にありがちないい回し

に近くなり、難解でとっつきにくい内容

になってしまった。個人情報保護法に

ついては、これに違反すると刑事罰の

対象になるので、保護法を遵守してい

るという証明にこのＰマーク認定制度

を活用する組織も多く、すでに認定を

受けている組織は8,200を超えている。

一方、個人情報漏洩事故がマスコミ

で大きく取り上げられ、人々の関心が

高まるにつれさまざまな問題が浮上し

てきている。一つは個人情報保護に関

する人々の過剰反応である。親しい仲

間の同窓会名簿や連絡ルートなどが、

内容が個人情報というだけで作成でき

なくなったという笑えない現実がある。

一方、友人を病院に見舞いに行ったと
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図表２ ISO 27001とＰマーク制度の違い

ISO 27001 Ｐマーク制度

位置づけ 国際規格 国内JIS規格

認定機関 UKAS、JAB他 JIPDEC（日本情報処理開発協会）

認証機関 ISO 9001、ISO 14001の認証機関に準ずる（現在約30） JIPDEC及び指定機関（現在11）

認証取得単位 法人または事業部、部門別でも可 法人単位

認証更新期間 ３年および年１回以上のサーベイランス ２年（サーベイランスなし）

認証取得費用 約60～200万 約30～120万

認証取得件数 約2,100（2007年８月現在） 約8,200（2007年８月現在）

項目 規格



会名簿や連絡ルートを作成するのは、

単なる連絡先をお互いに明らかにする

もので、何かの事業の目的として作成

するものではない。病院に入院してい

る患者の病室なども、相手が明らかに

友人であることが確認できれば速やか

に教えるのが筋であろう。

ここでのＰマークの対象は、事業で

大量に個人情報を取り扱う事業者をい

うのである。例えば名簿や名刺の作成

を専門とする業者は、大量の個人情報

を扱っているので取り扱い事業者にな

る。その他ダイレクトメール発送業者な

ども、一日数万通の個人情報を取り扱

っているので、やはり対象業者になる。

一方、この規格の目的は、個人情報

の取り扱いを制限しているわけではな

い。取り扱う個人情報をいかに適切に

保護するかの仕組みとその実行を要求

しているのだ。今問題なのは、個人情

報としてどのようなものが該当するの

かを理解していない人が少なくないこ

とである。氏名、住所、生年月日をはじ

め、メールアドレス、映像、写真など、

個人が特定できてしまうものはほとん

ど個人情報とみなされるので、その取

り扱いには十分気をつけることを自覚

すべきなのである。

ISO 27001か
Ｐマークか？

情報セキュリティの仕組みづくりで、

ISO 27001かＰマークかのどちらが有効

なのかがよく議論になるが、勝負は明

らかだ。組織の事業活動は個人情報ば

かりを扱っているわけではない。事業

活動にきわめて重要なさまざまな技術

やノウハウが多数存在する（図表３）。

それらの情報が知らないうちに社外に

漏洩していたり破壊されたとすれば、

明日の事業活動が保証されないことに

なる。つまり、個人情報だけを保護す

る仕組みでは、個人情報だけを取り扱

っている事業者ならともかく、一般の事

業者にとってはまったく不足なのであ

る。また、個人情報だけを取り扱って

いる事業者にしても、事業を行う上で

の必要不可欠な重要な技術やノウハウ

もあるはずである。ましてやISO 27001

は国際規格で、Ｐマークはわが国独自

の国内の規格である。実はISO 27001

でも、個人情報保護が要求されている

ので、この国際規格の導入ですべてが

カバーできてしまう。

一方、品質や環境と同様に、仕組み

を構築する上で重要なことは、規格に

忠実なガチガチの仕組みの構築は避け

るべきである。ISO 27001の概要のとこ

ろでも、「ISMSの導入は組織のニーズ

にしたがって規模の調整をはかる」こと

が規定されており、組織に見合った仕

組みづくりを推奨している。

そのためには、ISO 27001やＰマーク

の仕組みの構築に際し、要求事項をい

かに自組織なりに柔軟に解釈するかに

かかっている。つまり、要求事項はい

ったい何を求めているかの正しい解釈

と、それを自組織の実態に変換する作

業である。また、情報セキュリティの仕

組みづくりでいえることは、情報漏洩の

事故が起ってしまったら終わりという

危機感を社員全員に持たせることであ

る。漏洩事故による損害額が数十億円

にもなったという組織が過去にいくつ

もあった事例を考慮すれば、その脅威

はまぎれもなく本物なのである。▼
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図表３ 組織内の情報の実態


