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個人情報漏えい事件の動向とNECのソリューション
Personal Information Disclosure Incidents and NEC’s Proposal

伊 東 真 理＊ 谷 川 哲 司＊

Mari Itoh Tetsuji Tanigawa

要　旨

個人情報保護法全面施行を目前に控えたこの一年の間に、

大規模な個人情報漏えい事件が相次いで発覚しています。

これらの事件は，個人情報の漏えいが企業経営に与える影

響を改めて認識させる結果となりました。

本稿では，個人情報漏えい事件の動向とそれに対する

NECの取り組みについて紹介します。

In Japan,“Act for Protection of Computer Processed

Personal Data”will be fully enforced in this April.

However, large-scale personal information disclosure inci-

dents have been revealed everyday. Those incidents

have made people conscious about the information disclo-

sure influence over business.

This paper presents trends of personal information dis-

closure incidents and NEC solutions for personal informa-

tion protection.

1．まえがき

2003年5月，個人情報保護法が国会で可決され，成立し

ました。現段階では部分的に施行されているこの法律は，

2005年4月1日より全面施行されます。この法律には罰則

が規定されており，違反した場合，6ヵ月以内の懲役また

は30万円以下の罰金に処される可能性もあります。個人情

報取扱事業者はコンプライアンス，個人データに関する顧

客からの開示請求への対応などが必要とされています。個

人情報取扱事業者においては，全面施行期日に向け，これ

らへの対応体制の整備を急ピッチで進める必要があります。

2．動　向

2.1 多発する個人情報漏えい事件

近年，個人情報漏えいの発生件数は，急激な増加傾向に

あります。図1に過去8年間の新聞などで報道された情報

漏えい事件の件数を示します。2003年には1996年の実に30
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倍を超す事件が発生していることになります。特に2003年

以降は，数十万件から数百万件規模の個人情報漏えい事件

が多発し，大きな社会問題となっています（表1）。これら

の大規模事件が発生する背景には，安易に大規模な顧客デ

ータベースが構築されているにもかかわらず，アクセス制

限などが不十分，パスワード管理に厳密さが不足という実

態が影響しています。

図1 新聞などで報道された個人情報漏えい事件の件数
Fig.1 Number of personal data leak incidents.
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DCカード 
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451万7,039件 

34万9,177件 
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62万5,300件 

約36万件 

最大47万7,959件 

内部犯 

 

 

犯人特定 

 

 

犯人特定 

PC盗難 

 

表1 最近発生した大規模な個人情報漏えい事件
Table 1 Recent large-scale personal data leak incidents.
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2.2 情報漏えい事件の被害

情報漏えい事件・事故では，法的な責任問題以外に，損

害賠償への対応，信用失墜に伴うビジネス機会の喪失，株

価の低下といった問題が発生します。特に信用失墜が及ぼ

す影響はきわめて大きく，2004年3月に発生した，テレビ

通販業者の場合，約1ヵ月間の営業自粛により数十億円の

被害が発生したといわれています。また，個人情報の漏え

い事件ではありませんが，昨年末に地方の金融機関で発生

した風評被害事件の場合，約500億円の預金が流出してい

ます。

国内の，情報漏えい事件に関係した裁判事件としては，

日経マグロウヒル社の事件（70年），京王百貨店の事件（85

年），テンプスタッフの事件（98年），京都府宇治市の事件

（99年），TBCの事件（02年）などが知られています（表2）。

これらのうち特に影響力が大きいのは，京都府宇治市の

個人情報21万7,617件が漏えいした事件です。市会議員3人

が原告となり，最高裁まで争いましたが（02年7月），基本

4情報（住所，氏名，性別，年齢）の漏えいに対し「少な

くとも1万円」（弁護士費用5,000円）という賠償額が確定

しました。本裁判では，総額4万5,000円の損害賠償でした

が，対象者全員が原告になった場合は，約33億円にも及ぶ

可能性がありました。このように，宇治市の判決以降は，

損害賠償請求という新たなリスクも顕在化しました。また，

賠償費用による損害のみならず，組織のイメージダウン（間

接被害）も軽視できません。

イメージダウンを防ぐには，損害賠償請求を未然に食い

止めることが重要だと考えられています。これは，情報漏

えいの被害者に対し，一律に金券もしくは商品券を配布す

るといった行動に表れています（表3）。

実際に個々の情報漏えい対象者に支払われる金額として

は500～1,000円が多いですが，総額でみると，Yahoo!BB

の事件の場合には，金券ならびに関係費用に40億円以上の

費用が必要だったと発表されています。

3．情報漏えい事件の種別

情報漏えい事件は，犯行主体に注目して分類すると，内

部犯罪と外部犯罪に分けることができます。この分類では，

公表されている事件の約85%が内部犯罪となっており，性

悪説に基づいたセキュリティ対策の重要性を示唆していま

す。

3.1 内部犯罪と関連した事件

内部犯罪と関連した主な事件を表4に示します。

そのうち，昨年発生した個人情報漏えい事件としては，

Yahoo!BBの事件が有名です。この事件は，2つの異なる情

報漏えい事件から成り立っています。

①　ソフトバンクBB恐喝事件

②　Yahoo!BB恐喝事件

①の451万件の個人情報が漏えいしたソフトバンクBBが

脅迫された事件では，容疑者が，ソフトバンクBBの元派

遣会社社員からYahoo!BBの顧客データベースにアクセス

するためのIDならびにパスワードを引き出しています。

容疑者はこのパスワードを利用して同社の顧客データベ

ースにアクセスし，全顧客データに当たる約660万人分の

個人データとBBフォンの約140万件の通話データを入手し

ていました。このように簡単に顧客データが盗み出せた理

由としては，顧客データへアクセスできる対象者の制限が

不十分だったことや，退職者などの権限失効時の管理が不

十分だったことなどが考えられます。

②の事件では，容疑者はYahoo!BBの名古屋市内のサポ

ートセンターに人材派遣会社から派遣されていました。容

疑者は検索機能を悪用して多数の顧客データを盗み出して

発生 
時期 
 

判決 
時期 
 

企業・組織 備　考 

1970 
 
1985 

1998.1 

1999.5 

2002.5 

 

1973.4 
 
1987.9 

和解 

2002.7 

係争中 

 

日経マグロウヒル 
 
京王百貨店 

テンプスタッフ 

宇治市 

TBC 

 

懲役１年（販売目的で顧客データが 
入力された磁気テープを持ち出し） 

1人当たり1万円の判決 

表2 裁判に発展した主な事件
Table 2 Examples of incidents tried in court.

表 3 金券・商品券の配布事例
Table 3 Examples of notes or merchandise coupon distribution.

発生 
時期 
 

1998.1 

1998.1 

1998.1 
 
1999.5 
 

2001.8 
 

2004.6 

 

派遣業A社 

百貨店B社 

関西の美術品販売業者 
 
自治体C市 
 

百貨店D社 
 

プロバイダーE社 

 

9万件 

50万件 

53万件 
 

22万件 
 

38万件 

 
9,200万件 

 

外注業者のシステムエンジニア 

社員が持ち出し、50万円で売却 

不明、計460万円で売却 

アルバイトの大学生、25万8千円で 
売却 

顧客担当だった男性社員、約160 
万円で売却 

元社員、約1,090万円（5万2,000ドル
で転売） 

企業・組織 
 

漏えい規模 犯人・状況 

表 4 内部犯罪と関連した主な事件
Table 4 Examples of incidents occurred by inside criminals.

発生 
時期 
 

2002.7 

2002.8 

2003.6 

2003.8 

2003.11 

2004.2 

2004.3 

2004.5 

2004.8 

製造業 

食品業 

コンビニエンスストア 

金融業 

コンビニエンスストア 

プロバイダー 

通信業 

自転車製造業 

カード会社 

1,300 

2,000 

500 

1,000 

1,000 

500 

5,000 

500 

500 

1,200 

1,200 

115万 

8万 

18万 

451万 

15万 

1万6,000 

48万 

156万 

240万 

5億7,500万 

8,000万 

1億8,000万 

23億（40億） 

7億5,000万 

800万 

約2億4,000万 

商品および懸賞品

商品 

商品券 

商品券 

プリペイドカード 

金券・関係費用 

遊戯施設入園券 

商品券 

予定 

企業・組織 
 

金額 
（円） 
 

配布件数 
（件） 推定総額（円） 形　態 
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3.4 宅配便の利用による紛失

個人データの受け渡しに，宅配便が使用され，媒体ごと

データが紛失する事件が発生しています。北海道の地方自

治体で発生した事件では，開発業者からのデータ返送時に

除籍データ1,799件と除籍の見出し6万634件が空港で紛失

しています。また九州の県立病院で発生した事件では，修

理に出したPCが返送途中で紛失し，PC中に保管されてい

た患者データ67人分が紛失しています。

4．NECの取り組み

個人情報漏えい事件・事故の原因の85%近くが組織内部

に起因するといわれています。不正な個人情報の持ち出し

だけでなく，盗難や紛失・メールの誤送信にも配慮するた

めには，単にツールを導入するだけでは不十分です。こう

した状況を受け，NECでは個人情報の保護と個人情報保護

法の遵守を目標とした「個人情報保護ソリューション」の

提供を開始しました（図2）。

この個人情報保護ソリューションは，効率的にセキュリ

ティ対策を導入できるように「コンサル」「構築」「運用」

の3つのフェーズで構成しています。

4.1 コンサル

コンサルのフェーズでは，

・現状の個人情報管理の実態の把握

・事件が経営に対して与えるインパクトの明確化

・具体的な対応方針の決定（体制ですべきこと，ITです

べきこと）

を，ターゲットとしています。まず始めに，健康診断に相

当する「クリニック」を実施し，さらに脅威やリスクを細

かく分析し対策を立案する「リスク特定」「戦略策定支援」

を行います。また，個人情報保護法の遵守，開示請求への

対応，クレーム処理といった課題への対応を検討するのも

このフェーズです。

4.2 構　築

コンサルフェーズで明確にした個人情報保護対策を実現

いた可能性が高いです。

ログの保管期間が1週間と犯人を特定するには不十分で

あり，また十分な偽装工作がされていましたが，脅迫に使

用された顧客リストにリスト作成者のIDが含まれていたた

め，犯人の特定が可能になりました。

3.2 PC・媒体の盗難・紛失事件

内部犯罪による大規模な情報漏えい事件とは別に，PC

（パソコン）やフロッピーディスクなどの媒体の盗難・紛失

事件が急増しています。その内訳は，

①　職場からの盗難，車上荒らし，自宅での盗難

②　外出時，帰宅時の不注意による紛失

③　廃棄時のデータの消し忘れ

ですが，特にノートPCの普及とともに①，②が急増してい

ます。

①の盗難では，PCの中古市場（ネットオークションを含

む）が確立し，容易に現金化できることが，増加原因の一

端を担っています。盗まれた側にとってみれば，盗まれた

PC本体価格の数百倍の損害を被ることもあります。

②の不注意による損失では，外出時や自宅でのPC利用

の機会が増えたことが増加の一因です。その一方で，ノー

トPCやフロッピーのなかに貴重な顧客データが存在するに

もかかわらず，電車のなかで紛失したり，車内に放置して

車上荒らしに遭ったりする事件が後を絶ちません。社外で

の顧客情報管理に関して，セキュリティポリシーを定め，

それに従って運用することが重要です。また，社外で使用

するPCは，盗難の被害に遭う可能性が高いため，あらか

じめデータを暗号化しておくなど，たとえ紛失した場合で

も顧客データの漏えいだけは避ける対策が望まれます。

③のデータ消し忘れでは，データを消し忘れた廃棄PCが

中古市場に流れ，情報漏えいが表面化する事件が多数発生

しています。廃棄ルールを徹底するとともに，専用の磁気

媒体データ消去装置などの準備も必要です。

3.3 誤って公開される個人情報

2002年5月にエステティックサロンで発生した個人情報

の漏えい事件では，約5万件の顧客データの内容が表計算

ソフトのファイルで自社のホームページに公開され，これ

を発見した人が，誰でも自由に情報が書き込める掲示板に

この情報を掲載したため，多くの人の目に触れることにな

りました。さらには漏えいしたデータがファイル共有ソフ

トで共有され，回収は全く不可能になりました。現在，個

人情報がいったん漏えいしてしまうと，回収するのはまず

不可能と考えるべきです。

また，ファイル共有ソフトによって発生する情報漏えい

事件も急増しています。これらの事件は，PCのワーム感染

による場合が最も多いです。このワームに感染すると，PC

画面のスクリーンショットとPC内の機密ファイルを公開し

てしまいます。実際に，表5のように，警察の捜査資料な

どが公開されてしまう事件も発生しています。

発生 
時期 
 

2002.11 陸上自衛隊 

「教育訓練実施計画」 
「総員名簿」「精神教 
育の書式」など約30種 
類のファイル 

ファイル共有ソフトで公開 

2004.3
A都道府県 
警察 
 

個人情報、11人分 
操作資料がファイル共有ソフトで 
公開 

2004.3
B都道府県 
警察 
 

個人情報、8人分 
操作資料がファイル共有ソフトで 
公開 

2004.4
C都道府県 
郵便局職員 
 

業務上の内部資料 
ファイル共有ソフトで閲覧可能な 
状態に設定 

2004.5 NTT東日本 
公衆電話の電話番号 
表の一部 

企業・組織 漏えい規模 犯人・状況 

表 5 ファイル共有ソフトによる主な事件
Table 5 Cases of using file sharing software.



NEC技報Vol. 58 No. 2/2005

50

に移すのが構築のフェーズです。個人情報の漏えいリスク

を最小にするために，各種情報漏えい対策ツールを導入し，

運用設計を行います。そのツールのなかで中心的役割を果

たすのが，情報漏えい対策スイート「InfoCage」です。

「InfoCage」は，「出さない・見せない・逃さない」という

コンセプトを実現した製品であり，機密情報の持ち出し制

御，暗号化，ファイルの操作監視などを実現します。

一方，個々の情報漏えいリスクに対処するだけでは，時

間の経過とともにセキュリティ強度は低くなります。した

がって，各対策ツールが確実に運用されているか否かを把

握し，新たなリスクやその兆しを発見し，改善できるマネ

ジメントシステムを構築することが重要になります。

4.3 運　用

運用フェーズでは，マネジメントシステムを適切に運用

し，定常的なセキュリティレベルの維持をめざします。日々

のログ解析などの運用支援や事故発生時の対応を行う「運

用支援・事故対応」や「定期診断」，「教育支援」といった

メニューで従業員のセキュリティ意識を保ち，抑止効果を

高めた対策を行います。

5．むすび

情報漏えい事件の傾向としては，内部犯罪や誤操作など

の内部的な要因が大きな割合を占めており，システム的な

防御だけで防ぎきることは困難です。組織経営には，組織

が一丸となり，情報漏えいのあらゆる可能性へ対処する体

制を整えること，事件が起こった場合の緊急対応体制を整

備すること，監査・教育などを含め，維持管理するための

組織経営の仕組みを構築することが求められます。

図2 NECの個人情報保護ソリューション
Fig.2 Personal Data Protection Solution provided by NEC.

Tetsuji Tanigawa

谷川
たにがわ

哲
てつ

司
じ

1985年，NEC入社。現在，シス
テムソフトウェア事業本部IT基盤システム開発事
業部セキュリティ技術センターコンサルティングマ
ネージャー。

Mari Itoh

伊
い

東
とう

真理
ま り

1992年，NEC入社。現在，シス
テムソフトウェア事業本部IT基盤システム開発事
業部セキュリティ技術センター主任。

筆者紹介


