
サイバーセキュリティ侵害に備える 
転ばぬ先の杖

ホワイトペーパー

2016年 www.clearswift.co.jp



目次

	 はじめに	 3

	 サイバーセキュリティ侵害対応計画が必要な理由	 4

	 	 想定されるシナリオ（インシデントの種類）	 4

	 どこから手を付けるか	 5

	 	 サイバーセキュリティ侵害対応チーム	 5

	 	 コミュニケーションと法に基づく報告義務	 5

	 ステップ	1―事態の把握	 6

	 	 何が実際に起きたのか？	 6

	 	 どの情報が被害を受けているか？	 6

	 	 何人が影響を受けるか？	 6

	 ステップ	2―情報伝達による沈静化	 7

	 	 コミュニケーション	 7

	 	 報道機関	 7

	 	 事態は収束したか	 7

	 	 よくあるご質問（FAQ）	 7

	 ステップ	3–	事後処理	 8

	 	 持続的な影響	 8

	 	 持続的影響への対策	 8

	 	 再発防止	 8

	 	 対応計画の継続的検討	 8

	 	 成果に報いる	 8

	 予防は治療に勝る	 9

	 まとめ	 10

	 資料：サイバーセキュリティ侵害対応計画テンプレート	 11

	 クリアスウィフトについて	 12

|  2  |  サイバーセキュリティ侵害に備える www.clearswift.co.jp



はじめに

メディアを賑わすサイバーセキュリティ関連の記事を見れば、サイバー

セキュリティ侵害は今や避けようがないように思われます。もはや「も

し起きたら」ではなく、「いつ起きるか」という問題なのです。事実、サ

イバーセキュリティ侵害が起こる見込みがあまりにも予測できるように

なったため、侵害の可能性を90%以上の確率で予想できるサイバー保

険やサイバーリスク管理サービスが登場してきています。*1

サイバーセキュリティ侵害は、ほんのわずかな努力を事前にしておくこ

とで、インシデントが発生した際の組織と利害関係者へのダメージを

少なくし、状況のコントロールを著しく容易にすることができるので

す。ところが多くの企業では、この事実をうまく活かせずに、結局何も

しないままでいます。

そこでこのホワイトペーパーでは、サイバーセキュリティ侵害への備え

の一助として、インシデント対応計画のアウトラインを提供いたしま

す。計画があれば、混乱の発生を防ぐことができます。混乱はセキュリ

ティインシデントの渦中でもっとも避けるべきものです。

1   KING, R. (2016). Cybersecurity Startup QuadMetrics Calculates Odds a Company Will be BreachedDow Jones & Company, Inc.  
http://blogs.wsj.com/cio/2016/01/12/cybersecurity-startup-quadmetrics-calculates-odds-a-company-will-be-breached/
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サイバーセキュリティ侵害対応計画が必要な理由
なぜ、必要ないとお考えなのでしょうか、と質問するほうが簡単かもしれません。火災発生時の簡単な避難計画や、災害普及計画、

事業継続性計画など、その他の災害については何らかの対応計画をお持ちのはずです。今日のサイバーセキュリティ侵害事故は、こ

れまでの災害と比べて長期的にみた組織の継続性にはるかに大きなダメージを及ぼし得ます。しかもそのダメージは、株価、罰金、

顧客喪失など、幅広い範囲に及ぶと考えられます。事実、小売業に限ったある調査結果によると、サイバーセキュリティ侵害を被った

企業に対して、36％の顧客の購買頻度が減少し、12％の消費者はもうその店では買わないという結果が出ています。*2

しかし、侵害を技術的に封じ込める対応計画を立てたとしても、まだそれは始まりにしか過ぎません。必要とされる顧客への報告、

想定される訴訟への準備、悪評への対策などといった危機管理業務は、プレッシャーに晒されながらの過酷な作業となります。さ

らに、日本のいわゆる｢マイナンバー法」や米国のHIPAA法(Health	Insurance	Portability	and	Accountability	Act)、金融行動監視機構

(Financial	Conduct	Authority,	FCA)、PCIデータセキュリティスタンダード(Payment	Card	Industry	Data	Security	Standard,	PCI	DSS)、

そしてEUの一般データ保護規則(General	Data	Protection	Regulation,	GDPR)	では侵害発生から72時間以内の報告を義務付けるな

ど、新しいグローバル規制では、公的なプレッシャーを加えています。対応計画は絶対に必要です。

想定されるシナリオ（インシデントの種類）

サイバーセキュリティ侵害では、単純なウイルス感染からDDoS攻撃、ノートパソコンの紛失、そしてハッカーによる顧客データベー

スの盗難など、インシデントの種類が多岐に渡ります。この中の一部に対しては、すでに対策をお持ちかもしれません。なお、ウイ

ルス感染については、実行すべきアクションなどはないとお考えかもしれませんが、それも深刻度次第です。たとえば、2016年ドイ

ツのグンドレミンゲン原子力発電所では、マルウェアへ感染していることがわかり、原子炉が停止するという事態に至りました。*3		

いずれにせよ、起こり得るインシデントをリストアップして、それから対応計画が必要かどうかを見極めることが重要です。

想定されるシナリオには、次のようなものがあります。

•	 通常のマルウェア／ウイルスへの感染

•	 ランサムウェアへの感染

•	 ノートパソコンの紛失

•	 記録メディアの紛失	―	USBドライブ、CD-ROM、DVDなど

•	 システム／サーバーの盗難

•	 DoS攻撃

•	 ウェブサイトのハッキング	―	ウェブサイトの書き換え、情報の盗難、ウェブサイトからのマルウェア拡散など

•	 ハッキングやインサイダーによる不正なデータ侵害	―	データベース、文書、報告書など

•	 従業員のミスによるデータ侵害	―	重要情報を間違った相手へメール送信／企業ウェブサイトへ掲載など

•	 外部データ処理業者によるデータ侵害

リストアップしたシナリオは、各部門と担当者／グループごとに適用し、それぞれが管理、またはアクセスできる重要情報と関連付

けを行います。

想定されるシナリオのリストを作成すれば、発生確率に応じた優先順位付けができます。それをもとに、リスクの大きなものにつ

いて、リスク管理の枠組みや対応計画を作成します。つづいて、全体的なリスク削減と将来のインシデントにおけるダメージを軽

減させるため、その計画をゆっくりと時間をかけて拡大させていくこともできます。

2   Perceptions, R. (2014). Retail’s Reality:Shopping Behavior After Security Breaches. 
http://www.interactionsmarketing.com/: 
http://www.interactionsmarketing.com/retailperceptions/2014/06/retails-reality-shopping-behavior-after-security-breaches/

3  www.techworm.net/2016/04/german-nuclear-power-plant-shut-due-malware-chernobyls-30th-anniversary
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どこから手を付けるか
プロジェクトを始める段階であまりにもやり遂げるのが難しそうに見えると、プロジェクトに手を付けることすらなく終わってしま

うことがありがちです。

すべてを一人でこなす必要はありません。サポートしてくれる人は必ずいます。外部のコンサルタントや、信頼できるパートナーや

サプライヤーは、プロジェクトの始めから終わりまでずっと（費用を抑えたい場合はプロジェクトの開始当初のみ）協力してくれる

可能性があります。関連する法令がどれかについて’確信が持てない時には、誰かの助けを借りた方が、自分で調べるよりも確実

に時間と労力の節約になります。はじめの一歩を踏み出せれば、プロジェクトが思ったよりも容易に遂行できることが分かるはず

です。基本的に、インシデント発生の際に理解して実行すべきことは次の3つです。

•	 計画に従って行動すること（インシデントが起きる前に予行演習を済ませておけば、実際に役立つという確信が持てます）

•	 関係者に準備を整えさせ、動いてもらうこと

•	 計画実施の各フェーズにおいて効果的なコミュニケーションを行うこと

その後は、すべてが自動的に進んで行きます。

サイバーセキュリティ侵害対応チーム

計画を立てる際には、メンバーの人選をはっきりさせておく必要があります。実際に活動するメンバーを含めて計画を立てること

で、計画作成がより容易になります。では、誰をメンバーに入れるべきでしょうか。

サイバーセキュリティ侵害は、重大なものと些細なものとの2つに分類することができますが、実際に起きて初期評価を行ってみ

なければ、どちらになるかを判断はできません。したがって、最悪のケースを想定しておく必要があります。そうすると、チームの

主要メンバーは次のようになります。

•	 CEO	―	報道機関が求めるのは、最高責任者の話です

•	 CIO（またはそれに相当する人物）―	インシデントがITや重要情報にかかわるためです

•	 マーケティング広報部門	―	さまざまな	形態のコミュニケーションを取り扱うには、マーケティング広報チームの参加が必要です

•	 法務部門	―	訴訟に発展する可能性があるため、法務チームの早めの参加が必要です

•	 営業部門	―	インシデントがメディアに取り上げられれば、営業部門が影響を受けます

•	 カスタマーサポート部門	―	営業部門と同じく、顧客窓口の参加が必要です

コミュニケーションと法に基づく報告義務

サイバーセキュリティ侵害においても、他の重大インシデントと同様にコミュニケーションが必要になります。顧客情報が紛失し

た場合、法定の報告義務をローカル、国、および全世界レベルで履行しなければなりません。事実、米国のPonemon	 Instituteが

実施した調査では、公式報告の必要性が次のように示されています。

•	 データ侵害を被った企業の95％が、情報漏洩、盗難の対象者であるデータ主体に対する報告を求められた

•	 97%は州法に基づいて報告を求められた

•	 58%は、HIPAAやGLBAなどの連邦プライバシー保護法に基づいて報告を求められた*4

米国外における報告義務に関する統計については、まだそれほど判明していません。EUで2018年春に施行される一般データ保

護規則（General	 Data	 Protection	 Regulations、GDPR）は、報告の必要性と報告プロセスについて、統計データが容易に利用可

能になるような形でまとめようとしています。GDPRは、拠点のあるなしに関わらず、ヨーロッパでビジネスを行うすべての法人や

個人に影響があるため、大陸を超えた侵害報告プロセスが必要になります。

コミュニケーションを取るべき対象はさまざまです。したがって、対応計画作成時には対象者をリストアップし、報告漏れが起きな

いようにすることが肝要です。コミュニケーションの準備が必要な対象グループは、次のとおりです。

•	 従業員

•	 お客様

•	 サプライヤー

•	 取締役会

•	 株主

•	 規制当局

•	 報道機関

4  Ponemon Institute.（不明）. The Business Impact of Data Breach.Scott & Scott, LLP: 
http://www.scottandscottllp.com/main/business_impact_of_data_breach.aspx
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ステップ 1―事態の把握
インシデントが発生したら、できる限り速やかにチームを招集し、対応についての打ち合わせを行います。判明していることがわ

ずかしか無かったとしても、情報を伝達することが必要です。

重要な第一歩は、「何が起きたか」と「誰が影響を受けるか」を正しく特定することです。それができて初めて、次に取るべき一

連の行動を決定することができます。それほど重大なインシデントでなければ、CEOが報道担当を務める必要はないかもしれ

ません。その場合は、CIOかマーケティング広報担当者にバトンを渡すことができます。

何が実際に起きたのか？

事実を知らなければ、または断片的なことしか知らなければ、情報を伝達することは困難です。事実を収集し、知るべき人に確実

に伝えましょう。この時点において、つじつまの合わない情報が伝達されると余計に損害が広がります。（だからこそ、報道担当者

は1人であることが望ましいのです。）異なるグループであっても必ず同じ情報が伝わるように気をつけましょう。

実際に何が起きたかを調査し、「どの情報が被害を受けているか」、および「何人が影響を受けるか」という点をクリアにするため

には、この時点でもう一組のチームが必要かもしれません。

どの情報が被害を受けているか？

どの重要情報が被害を受けているのでしょうか。クレジットカード情報を含む顧客データでしょうか、それとも製品企画書でし

ょうか。この点をはっきりさせることが、侵害報告やその他のコミュニケーションを行うためにも、それ以外の理由でも、たいへ

ん重要です。

何人が影響を受けるか？

影響が及ぶのは1人ですか、それとも数百万人ですか。重要情報はすべて大切なものですが、規模の小さなインシデントと大きなも

のでは対応の仕方が異なります。個別の対応が必要な規模でしょうか、それとも新聞に全面広告を打つ必要があるくらいのものでし

ょうか。

すべての情報には金銭的価値がありますが、ある種の情報は不正に使用されやすいのです。特に危険なのは、銀行口座情報やペイ

メントカード（クレジットカード、デビットカードなど）です。そのような情報が侵害された場合は、個人と、できれば銀行に対しても、

インシデント発生の報告と不正使用に対する注意の呼びかけを、できるだけ速やかに行うことがより重要となります。
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ステップ 2―情報伝達による沈静化
セキュリティインシデントの影響を最小限にとどめて乗り切るためには、組織全体でバックアップしなくてはなりません。従業員へ

の情報提供を十分に行えば、噂による破壊的なダメージをある程度防ぐことができます。

対策本部を設置して、その場所とメンバーを全従業員に通知しましょう。外部からの質問の受付窓口はどこか、自分自身の疑問は

誰に尋ねれば良いのかを整理統合することも必要です。イントラネットサイトで最新情報が常に更新されるようにし、そこへ従業員

を誘導しましょう。

コミュニケーション

対応計画には、コミュニケーションを取るべき個人／グループのリストが載っています。インシデントに応じて優先順位を決めて、適

切なメッセージを発信しましょう。コミュニケーションが早く行われれば、それだけ早く不安感が取り除かれます。

ある種のセキュリティインシデントでは、侵害発生報告を行う必要があります。報告を行うまでの時間的猶予は、管轄する法令と地

域によります。

異なったグループに対しては、異なったコミュニケーションを、それぞれ適切な頻度で行う必要があります。コミュニケーションを成

功させる秘訣は、決められたタイミングを守ることです。何も伝えることがない場合は、そのことを正直に伝えましょう。次のニュー

スがあるまでコミュニケーションを遅らせるのは、たいしたことではないように思えるかもしれません。しかし、待つ方の身にとって

は、何もない場合でも伝えてもらえれば、自分たちは忘れられていないということを実感できます。

報道機関

「悪評も評判のうち」という言葉があります。残念ながら、セキュリティインシデントに関しては、特にデータ侵害については、これは

当てはまりません。報道担当者を決めて、言って良いことと悪いことを決めたガイドラインを設けることが重要です。重要なのは「事

実」です。事実をストレートに伝え、憶測を交えない	―	これが鉄則です。メディアは、噂や憶測を自分たちの都合の良いように、そし

てこちらにとっては都合の悪いように利用できるからです。

事態は収束したか

普通最も多く発せられる質問は、「問題は解決したのか、それともまだ尾を引いているのか？」というものです。これは、簡単に

答えられる質問ではないかもしれません。その場合は、詳しい回答を出せる期限を設けるようにしましょう。

どのような脆弱性が利用されたのか、そしてそれは修正されたのか？	 システムが不正侵入されたのであれば、排除作業は完了

したのか？	バックドアは塞いだのか？	サイバー犯罪者達が利用するダークウェブ上のサイトに情報が流れたのか？

侵害の影響を緩和できる対策があるのなら、それを確実に実行しましょう。例えば、ウェブサイトを短時間だけオフラインにす

ることや、注文の受付を手作業に振り返ることなどです。

よくあるご質問（FAQ）

影響が及ぶ人数の規模にもよりますが、「よくあるご質問	 (FAQ)」をウェブサイトに掲載することも検討に値します。これは、最新

情報を求めて殺到する問い合わせ電話を減らすために役立ちますし、また、情報の一元化窓口としての機能を果たしてくれます。

FAQは定期的に更新しましょう。何もニュースがない場合は、そのことも掲載しましょう。そうすれば、ベストを尽くしていることを

理解してもらえます。
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ステップ 3– 事後処理
火災警報の場合は、避難した人はいずれ建物に戻って何事もなかったかのように仕事を始められます。しかし、セキュリティ侵害

の場合そうはいきません。侵害の影響は何か月にも及び、時には数年間残ることもあり得ます。

持続的な影響

重大な侵害の影響を軽く見積ってはいけません。罰金以外にも、悪評による影響が残ります。既存のお客様は、離れていってしまう

かもしれません。場合によっては、訴訟を起こされる可能性もあります。そして、新しいお客様を獲得するのは、前よりも難しくなり

ます。

規制当局からは、罰金だけにとどまらず、再発防止策の実施に加えて、毎年の徹底した監査を要求される恐れがあります。ダメージ

を抑えるためには、対応計画を立てる際にこの点を考慮すべきです。

銀行口座やクレジットカード情報など、詐欺行為につながる恐れがあるケースでは、クレジット監視サービスの利用を対応計画に含

める必要があるでしょう。どのサービスをどれくらいの期間利用するかを決めておくことで、計画の実施が迅速かつ容易になりま

す。

持続的影響への対策

対応すべきグループは多岐に渡りますが、最も保護されるべきはお客様です。お客様を守ることが、組織の信用を守ることにつなが

ります。正しい対応をしているとお客様から認知されれば、信頼回復と以後も引き続き取引を継続していただけることになります。

カスタマーサポートは、懸念を抱くお客様からの電話でパンク状態になると予想されます。	したがって、対応計画には、増員計画を

含めることが肝心です。その際には、増員を社内でまかなうか、それとも外部委託するかを検討し、電話回線やデスクスペース増設の

必要性も確認しましょう。電話応対については、その方法や説明の仕方についてのトレーニングが必要かどうか、また、インシデント

発生前に実施できるかどうかも検討しましょう。さらに、サポートデスク増員までの所要時間（たとえば2時間以内）を詰めておきま

しょう。

電話サポートと平行して、ソーシャルメディアや自社のウェブサイトを活用することも考えられます。ウェブサイトの場合は、アクセス

が集中して回線が過負荷状態になることが考えられますので、回線容量や帯域の拡張を対応計画に織り込む必要があります。

ひとたびインシデントが発生したら、通常業務状態ではいられなくなります。そこで、対応計画の目標は、組織のなるべく多くの部分

を速やかに通常業務状態に戻すことに置かれます。通常業務への復帰に最も時間を要するのは、追加の処理や監視業務を継続す

る必要のあるIT部門になると考えられます。

インシデント収束後は、お客様に対してどうすれば一番良いかをもう一度お伝えし、さらに、将来の再発を防止するために最善を尽

くしたことをお知らせしてお客様をつなぎとめるためのキャンペーンを実施しましょう。

再発防止

二度と起こらないという保証はどこにもありませんので、再発防止策が必要になります。インシデントの予防策だけでなく、それ

が再び起きないことを明確に示せる措置が必要です。例えば、従業員の啓発、より良いプロセス、定期的な試験、セキュリティをサ

ポートするポリシーや適切なテクノロジーなどが必要です。

多くの場合、インシデントが発生したら、それに対する予防策が講じられ終了となります。それで問題はないのですが、しかし、よ

り大きな視点から真の問題は何だったのかを探る機会を逃さないようにしましょう。問題の根本原因を突き止めて解消すること

は、将来の異なった種類の侵害に対する備えとなります。サイバーセキュリティ侵害はリスクが大きいため、侵害を阻止するという

観点から業務プロセスの改善を模索する必要があります。クラウド上で情報を共有するためのコラボレーションツールは掃いて捨

てるほどありますが、セキュリティ要件にかなうものはどれでしょう？そういったツールの使用を止めるということではなく、安全

に使用できるツールを選択することが重要です。また、使用が承認されているものと、されていないもののIT機器リストを作成しま

しょう。シャドーITがはびこると、CIOやIT部門は手遅れになるまで気づけません。

対応計画の継続的検討

対応計画は、インシデントを踏まえて見直しを行うだけでなく、メディアが報じる新しいタイプのサイバー攻撃に対しても定期的

に見直す必要があります。新たに報告された攻撃に対しては、同じようなダメージを受けないために、適切な防御がなされている

かどうかを検討し、不十分な場合には重要情報の保護を強化するための対応計画を立てましょう。

成果に報いる	
セキュリティ	インシデントにうまく対応できれば、会社を救うことができます。対応に貢献した個人やグループには、なんらかの

表彰や報奨を検討しましょう。
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予防は治療に勝る
セキュリティ	 インシデント予防策の中には、あまり実際的でないものもあります。しかし、以下のような予防措置は講じられるべ

きです。

•	 ビジネスプロセスの中で安全性の低いものを検討し、改善策を講じる。

•	 IT部門がインシデントの予防、対応に必要なリソースを保有しているかどうかを検討する。

•	 重要情報とシステムの防御のために、企業文化をどのように改善できるか検討する。	―	これは一時的なものではなく、継続

的なプロセスであり、事業の変革とともに進化すべきものです。たとえば、クラウド	コラボレーションと情報共有はメリット

がありますが、同時に、新たに軽減すべきリスクも生み出しました。

•	 現行の情報セキュリティポリシーは、今日の脅威に対して十分なものかどうかを検討する。

•	 現行のポリシーは一貫して施行されているか、それとも、施行のためにはより良い技術が必要かどうかを検討する。

•	 セキュリティ	インシデントの発生を監視し、その防止や影響の緩和に役立つ別の手段があるかどうかを検討する。

•	 対応計画を実際に試てみる。	―	対応計画を立てても、それが一度も試されたことがなければ、どのような改善ができるか

を知ることはできません。やってみると、メンバーの入れ替わりや電話番号などのまめな更新が必要な場合が多くあります。

•	 （特に新人に対して）従業員教育を継続的に実施し、対応計画と直面するリスクに対する認識を高める。	―	サイバーセキュ

リティ侵害が発生した時に、自分が何をすれば良いのかを周知徹底することが必要です。コミュニケーションの実施は、イン

シデントが発生するまで待つ必要はありません。

•	 サイバー保険の加入を検討する。	―	特に必要はないかもしれませんが、まずは検討してみなければ必要かどうかは分かり

ません。これは新しいタイプの保険ですが、特に中小企業にとっては、ある種の費用をカバーできる可能性があります。

セキュリティを効果的なものにするためには、複数の防御策を何層にもわたって構築する必要があります。防御の各レイヤーは、

定期的に評価し直し、必要に応じて補強しましょう。
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まとめ
データ侵害を含むセキュリティインシデントが起きる可能性は極めて高くなっており、もはや「もし」ではなく「いつ」起こるかとい

う問題になっています。インシデント対応のポイントは備えにあります。備えこそが、ダメージを小さくしてくれます。

お客様と従業員、そして見込み顧客を含むお客様への悪影響を最小限に抑えましょう。そして、組織と取締役会、幹部、スタッフ

へのダメージを最小限にしましょう。

備えで肝心なのは計画です。はじめはシンプルな概要とシナリオからスタートし、徐々に築き上げていきましょう。シナリオを作

成する際には、妥当性の確認だけでなく、改善の目的にも報道記事を利用できます。リスクと影響を理解することが、焦点の絞り

込みに役立ちます。組織にとって最大の課題は、そんなことは自分たちに起こるはずがないと言い逃れして、計画作成に取り掛ら

ないことです。下手に節約しては、後にかえって高く付くことになります。

つまりは転ばぬ先の杖なのです。
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資料：サイバーセキュリティ侵害対応計画テンプレート
テンプレートは、災害復旧／事業継続性計画と基本的に同じものです。このような計画をお持ちなら、それをたたき台として利用

してみてください。

テンプレートにあるアクションには、侵害発生前に完了できるものと、実際に侵害が発生して詳細が判明してからでないと実行で

きないものがあります。

タスク／アクティビティ 説明

サイバーセキュリティ対応チーム サイバーセキュリティ対応チームサイバーインシデントへの対応にあたる

メンバーのリスト

•	 CEO
•	 CIO
•	 マーケティング広報部門
•	 営業部門
•	 カスタマーサポート

報道担当者 報道担当者は、インシデントの重大性に応じてCEOまたは通常の広報担当者

（例：マーケティング部長）が勤めます

誰に対して、いつ、何を話すか（何を話してはいけないか）のガイドラインを設けます

コミュニケーションの
対象グループ

コミュニケーションを行う必要のあるグループ

従業員、お客様、株主、行政機関など

インシデント対応 インシデントに対する対応は、次の質問に対する答えによって異なります

•	 何が実際に起きたのか？
•	 どの重要情報が被害を受けたのか。
•	 何人が影響を受けるのか？

コミュニケーション計画 コミュニケーションを取るべき対象グループとその頻度は？

メッセージの骨子は前もって準備してあるか？

行政機関／法に基づく報告義務 報告義務のある関係当局はどこか？	―	侵害を受けた情報の種類によります

侵害発生報告提出の期限は？

クレジット監視 必要となった場合、どこのサービスをどれくらいの期間利用するか？（通常12か月）

その他に必要な長期的軽減措置はあるか？

インシデント収束 インシデントが収束したと言える根拠は何か？　どのように伝えるか？

追加のリソース カスタマーサポートデスク応援のための追加の人員は確保されているか？

追加的なスペースや機材は必要か？

よくあるご質問	(FAQ) FAQを掲載するか？どこに掲載するのか？

責任者は誰か？更新頻度は？

事後処理 軽減措置の効果の監視を含め、事後処理に責任を負うのは誰か？

実施スケジュールはどうなっているか？

シナリオ 該当するシナリオはどれで、対応が必要な侵害の量的規模はどれくらいか？―　

1件か、100万件か、あるいはその中間か？

予防策 侵害の被害を軽減できる措置は何かあるか？優先順位を決めて、時間と予算が
許す範囲で実施します。
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クリアスウィフトについて 

クリアスウィフトは組織のビジネスクリティカルな情報を保護し、セキュアなコラ

ボレーションの実現とビジネスの成長を推進する、世界から信頼を受けている情

報セキュリティ企業です。クリアスウィフトの革新的技術は、アダプティブ（適応

型）DLP（情報漏洩防止）への迅速な移行をサポートし、ビジネスの阻害要因とな

るリスクを除去し、組織の機密データの常時100％の可視化を実現いたします。

クリアスウィフトはヨーロッパ、オーストラリア、日本、アメリカに拠点を置き、現在

900を越えるリセラーと共に世界各地でビジネスを展開しています。

クリアスウィフト株式会社

〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1　新宿パークタワーN30階
tel.	03-5326-3470（代表）　
fax:	03-5326-3001
Email:	sales.jp@clearswift.co.jp
Web:	http://www.clearswift.co.jp/


