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セキュリティルール違反行動の抑止に関する一考察
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概要：組織における情報漏洩は内部者に起因するものが多い．特に，業務優先等のためにセキュリティルー
ルに故意に違反し，本人の意図に反して情報漏洩につながってしまうことが，セキュリティマネジメント
の課題となっている．本研究ではセキュリティルール違反行動の中で特に多い，
「職場からの許可のない情
報持出行動」
（以下，持出行動）に焦点を当て，持出行動時の状況や持出行動当事者の心理に着目した持出
行動要因を明らかにし，その抑止策について考察を行った．セキュリティマネジメント担当者へのヒアリ
ングや持出経験者に対するグループインタビュー調査によって要因・抑止策についての仮説構築を行い，
その検証のため質問紙調査を実施した．この分析で，根本原因として外部からのプレッシャによるものが
多いことが分かった．また，研修に頼るだけでは持出行動は防げない可能性があることを示した一方で，
組織のリスクよりも個人のリスクを認識させることや持ち出し・残業についての正規の手続きを実行する
際の負担を軽減すること，情報持ち出しについての相談先を設けることが持出行動抑止に必要であると考
察した．
キーワード：セキュリティマネジメント，情報持出行動，質問紙調査
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Abstract: Information leakage incidents in organizations are often caused by insiders. In particular, it is
placed as an issue that the employees violate security rules, such as giving priority to work. In this study,
we focus on behaviors to take business related information out of the workspace without permission which is
often seen in violation behaviors. We consider situations of takeout behaviors and psychology of parties, and
we find factors of those behaviors and consider deterrents. We carried out hearings of the people in charge of
security management and group interviews with people who have taken out illegally, hypothesized factors and
deterrents, and carried out the questionnaire to verify the hypotheses. We find that pressure from outside is
underlying cause of takeout behaviors. We show that we may not only prevent those behaviors by employee
training, and consider that it is necessary for preventing those behaviors that the employees recognize not
information leakage risk the organization faces but risk they face and we facilitate the employees’ execution
of normal procedures when they take out to the outside or do overtime, and the help desk about takeout of
business related information is established.
Keywords: security management, takeout behaviors, questionnaire

1. はじめに
国内の組織で発生するセキュリティインシデントとして
情報漏えい事故が主としてあげられる．情報漏えいは組織
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のブランドイメージの低下や金銭等による賠償リスクを負
う結果をもたらす．組織からの情報流出経路として大きく
内部者起因と外部者起因との 2 つに分けられる．前者は，
たとえば，メールの誤送信や内部犯罪，自宅への業務資料
持ち出し途中の紛失・置忘れがあげられ，後者は，たとえ
ば，不正アクセスや盗難があげられる．
日本ネットワークセキュリティ協会の調査によると，
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2013 年に国内の組織で発生した情報漏えい事故件数のう

から，内部不正への気持ちを低下させることが期待できる

ち，内部者起因の割合が約 8 割であった [1]．ヒューマン

対策として「社内システムの操作の証拠が残ること」をあ

ファクタについて Reason [2] や江崎ら [3] が述べている分

げ，そのような証拠を残す対策を導入検討し，対策を行っ

類を援用すると，事故を引き起こす可能性のある内部者の

ている事実を周知させることが重要ということを述べてい

行動は，うっかりミス等の「ヒューマンエラー」と組織に

る．しかし，この報告書では「内部不正」について「
『うっ

意図的に損失を与える「内部犯行」，損失を与える意図は

かりミス』
，
『企業内のルール違反』等を含めた全体の内部

ないが，ルールに意図して違反した「セキュリティルール

者の不正行為を『内部不正』とし，……」と述べている．

違反行動」
（以下，違反行動）の 3 つに大別される．上述

そのため調査報告書で明らかにされている各要因・各対策

の 2013 年に発生した情報漏えい事故件数のうち，ヒュー

が果たして「内部犯行」
「うっかりミス」
「ルール違反」の

マンエラーや違反行動を原因とする事故は内部犯行と比べ

どれに対するものかは明示されていない．

ると圧倒的に多く，組織としてのセキュリティ課題となっ
ている．

杉浦ら [6] は，組織内でセキュリティ対策を指示する立
場のセキュリティ推進部門と，その指示を受けて実施する

ヒューマンエラーへの対応は，システムの作り込みに

立場の従業員の行動をモデル化し，組織のセキュリティ対

よって対処していくことがあげられるが，違反行動は意図

策をゲーム理論によって定量的に分析している．従業員の

してルールに違反しているため，技術的に対応していくに

利得を「セキュリティ対策実施の際の業務効率の低下」
「従

は限界があり，人的対策を含むマネジメント面での対策も

業員が考える事故の発生確率」
「事故発生時の損失」
「推

求められる．

進部門に対する対応コスト」
「セキュリティ対策を実施し

違反行動としては「職場からの許可のない情報持出行動

なかった場合のペナルティ」を用いて表現し，従業員がセ

（以下，持出行動）
」
，
「社外サービスの無許可業務利用」
「暗

キュリティ対策の実施の意思決定をするためにどのように

号化/パスワードロックの未設定」
「廃棄ルールに従わない

パラメータを調節すればよいかゲーム理論を用いて明らか

情報資産の処分」等があげられるが，デジタルアーツによ

にしている．しかし，要因として上記 5 つを固定したうえ

る調査 [4] では，情報漏えいの原因となる違反行動のうち

での分析であり，要因の推定・探索は行われていない．

持出行動が最も多くみられることが分かっている．
そこで本研究では，持出行動に焦点を当てることにし，

浜屋ら [7] は，セキュリティルールを破る行為（逸脱行
動とここでは呼んでいる）の要因について，質問紙調査に

持出行動時の状況や持出行動当事者の心理に着目した持出

よる仮説検証を行い，
「逸脱行動の程度は，情報セキュリ

行動要因を明らかにし，その抑止策について考察を行うこ

ティに関する形式的な対策が実施されているかということ

とを目的とした．この目的の下，我々は，組織のセキュリ

に影響を受ける」
「逸脱行動の程度は，形式的な情報セキュ

ティ担当者へのヒアリングや持出行動経験者へのグループ

リティ対策だけでなく，上司の態度や職場の雰囲気といっ

インタビューによる定性調査を行い，その結果に基づいて

た形式化できない組織的な要因に影響を受ける」
「形式化で

仮説を立て，その後 Web 質問紙による定量調査の実施と

きない組織的な要因は，集団主義に代表される組織文化・

仮説の検証を行った．本稿では，これらについて述べる．

組織風土に影響を受ける」といった，組織文化・風土の観

なお，ここでの持出行動とは，組織が管理する情報資産

点で明らかにしている．しかしながら，当事者の観点での

（たとえば，事業に関わる資料や顧客/従業員のプライバシ

逸脱行動の意志決定要因は明らかになっていない．

に関わる資料）を，その組織の情報セキュリティ対策の適

濱田ら [8] は，持出行動について，社会的絆理論，分化的

用範囲外に，その組織が認識しない形で持ち出すこと，を

接触理論，組織風土，組織市民行動，ルールに対する認識，

意味する．持ち出し方法としては，文献 [4] の調査でもあ

組織としてのルールへの取り組みについての認識，組織構

げられているような，PC・スマートフォン・USB メモリ

成員自身の仕事への認識に関して仮説を立て，質問紙調査

等が有する記憶媒体による物理的な持ち出しや，メール添

で検証を行っている．持出行動について，
「組織風土要素」

付やクラウドサービスにアップロードすることによる電子

と「組織市民行動要素」との関連性が強い傾向にある，と

的な持ち出しとする．

結論付けている．
「組織風土要素」については「非難・批判

2. 関連研究
本章では，セキュリティルール違反行動に関する既存研
究について以下に紹介する．

風土」は持出行動を助長させる可能性があり，
「伝統優先・
個人無視風土」においては持出行動が抑止されやすい傾向
にある，と述べている．また，
「組織市民行動要素」につい
ては「組織において規定されていない貢献活動」をキーと

独立行政法人情報処理推進機構は，内部不正行為への気

し，自発的に行う「積極的市民行動」と周囲に同調しなが

持ちを高める要因や内部不正行為への気持ちが低下する対

ら行う「協調型市民行動」に分けて検証をし，
「積極的市民

策，効果があると考えられる対策等について社員と経営者

行動」傾向にある人ほど持出行動を行う傾向にあり，
「協調

向けに質問紙調査を行っている [5]．社員向けの調査結果

型市民行動」傾向にある人ほど持出行動は抑制傾向にある

c 2017 Information Processing Society of Japan
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と結論付けている．持出行動の要因としては非常に抽象度

表 1 グループインタビューで得られた発言（一部）

が高いものとなっており，そのため組織としてどのような

Table 1 Remarks in the group interview.

対策を行うべきかまでは述べられていない．
したがって，本稿では持出行動の状況・当事者の心理に
着目した持出行動要因の把握をし，抑止策について考察を
行う．

3. 調査と検証
3.1 本研究の流れ
持出行動の実態と当事者の心理状態を把握するため，情
報セキュリティマネジメント担当へのヒアリングと持出行
動経験者へのグループインタビュー（定性調査）を実施し
た．この結果をふまえ，持出行動要因と抑止についての仮
説を立てた．仮説の検証のため，Web 質問紙調査（定量調
査）を実施した．

3.2 定性調査
仮説構築を適切に行うため，持出行動に関する情報収集
を目的とした以下の調査を行うことにした．

[A] セキュリティマネジメント担当者へのヒアリング
一般企業 4 組織の情報セキュリティ担当者計 9 名に対
し，持出行動を含む違反行動の事例や抑止のための取組
状況等についてのヒアリングをし，持出行動の実態把握
を行った．

[B] 持出行動経験者に対するグループインタビュー

は，そもそも上記条件に該当する女性が少なかったためで
ある．

組織のルールに違反した際の状況・意思決定の様子につ

• 男性，20 代中盤〜30 代前半

いて当事者の生の声を聞くことを目的としたため，本調

• 男性，30 代中盤〜50 代前半

査の対象者は 1 都 3 県（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉

• 男性，40 代後半〜50 代後半

県）に在住の 20 代〜50 代の男女 24 名で，以下の条件を

• 女性，20 代中盤〜30 代中盤

満たす人をリサーチ会社の保有する Web モニタより抽
出した．

インタビューは上記各グループ 1 回ずつの計 4 回とし，
一般的に有職者は平日勤務であることを考慮して，2015 年

（ア） 有職者である．

9 月 5 日（土）・6 日（日）に都内で実施した．持出行動時

（イ） 勤務先で「職場からの許可のない情報持出行為の

の周辺環境・心理状況についての回答を求め，これにより，

禁止」といったセキュリティルールが定められている．
（ウ） 過去に実際に上記ルールに違反した経験（うっか

持出行動の意志決定要因の把握を行った．得られた発言の
一部を表 1 で紹介する．

りミスや内部犯行を除く）がある．
（ア）については，組織のセキュリティルール違反を本

3.3 仮説構築

研究では扱っているため，会社員・公務員といった組織に

質問紙調査で検証する仮説とそれに関する質問構成につ

属する有職者を対象とし，自営業・自由業や学生，専業主

いて述べる．仮説は前節で述べたセキュリティマネジメン

婦（夫）
，無職は対象外とした．（イ）については，そもそ

ト担当者へのヒアリングと持出行動経験者に対するグルー

もルールがなければ違反することはないため，規定されて

プインタビューの結果をふまえたものである．

いることを条件とした．
（ウ）については，当事者視点での

なお，仮説構築の際の観点整理として，不正のトライア

持出行動の様子を知るためには，実際に経験がある人から

ングル（動機・プレッシャ，機会，正当化）を用いること

話を聞くことがより確実と考えたためである．

にする．これは，犯罪学者 Donald R. Cressey が提唱した

また，参加者からより率直な意見を引き出すため，抽出

不正行為者の意思決定のモデル化であり，不正行為の実行

した 24 名を，構成メンバの性別が等しくなるよう，かつ

を欲する主観的事情「動機・プレッシャ」
，不正行為の実行

年齢差が極端に現れないよう，以下の各 6 名のグループに

を可能ないし容易にする客観的事情「機会」
，不正行為の実

分けた．なお，女性が 1 グループだけであることについて

行を積極的に是認しようとする主観的事情「正当化」
（た

c 2017 Information Processing Society of Japan
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り，思いとどまったりしないこと）の 3 つのリスク要因が


2 残業申請に関わる時間的負担が大きい

3 持出申請に関わる時間的負担が大きい

そろったときに発生するという考え方である [9]．不正の

という仮説を立てた．

とえば，都合の良い理由をつけて良心の呵責を乗り越えた

トライアングルは，横領の発生原因についての研究結果か


2 
3 では，申請に関わる時間を，申請書の作成時間と承

ら提唱されたフレームワークであり，監査基準委員会報告

認までの時間に分けて申請書作成時間や承認までの時間が

書第 35 号「財務諸表の監査における不正への対応」[15] の

一般的に長いか否かという質問を設けた．これらの質問で

付録 1 において不正リスク要因の例示の際に活用されてい

は，本人の認識に対して「まったくあてはまらない」
「あま

る．この場合，
「不正行為」とは法律に違反する行為を指す

りあてはまらない」
「どちらともいえない」
「ややあてはま

ものであるが，法律だけでなく，組織の情報セキュリティ

る」
「かなりあてはまる」の 5 つの選択肢で回答を求めた．

に関するルールに違反する行為も「不正行為」とすること

(2) 機会

で，情報セキュリティにおける内部不正についてもこのモ

持出行動の実行が可能である理由について考察する．グ

デルが適用可能であると考えられている．たとえば，独立

ループインタビュー調査で，
「周囲にだれもいないことを確

行政法人情報処理推進機構 [5] では内部不正の分析に関係

認して行った」
（男性・30 代前半ほか多数）
「メールや Web

する理論として不正のトライアングルをあげている．

を監視すればルールを守るようになると思う」
（男性・50

次節の検証結果の際にも，上記 3 つの観点で整理して述

代前半）といった監視性が低い状況を利用して実行したと

べることにする．

いう意見が多かった．そのため，監視性は持出行動の実行

(1) 動機・プレッシャ

可能性に関わる要素であると考えられる．上記 2 つの意見

セキュリティルールに違反して持ち出すことになったそ

で見たように，監視という行為は，物理的障害物が排除さ

もそもの理由について考察した．グループインタビュー調

れ，自然に周囲に配慮ができる状態かどうかによる自然監

査では，持出行動の理由として「時間内に仕事が終わらず，

視 [10] と Web 閲覧の監視といった技術的管理によるシス

自宅で継続しなければならなかった」
（男性・20 代後半ほ

テム監視の 2 つに分解できる．そこで，持出経験のある人

か多数）
「取引先から急ぎで資料を送ってくれと言われた

ほど，

から」
（男性・30 代後半）と，所属組織や取引先といった


4 時間的・空間的死角が存在するという認識が高い

5 持出経路において監視がされているという認識が低い

他者からのプレッシャによるものとする意見が多く，他に
「休日にカフェとかで仕事をするほうがはかどる」
（男性・

という仮説を立てた．

30 代中盤）といった，社外で仕事をすることで効率が上が


4 については，業務中オフィスに自分以外いないときが

るから，とする意見は見られたが数は少なかった．以上か

あるかどうか（時間的死角）
，自分が業務を行うところは他

ら「社外の方がはかどる」ということよりも「やらざるを

の人からは見えにくい位置にあるかどうか（空間的死角）
，

えないから持ち出す」という心理のほうが大きいと考えた．

5 については業務上必須であるために，完
という質問を，

したがって，根本原因として

全にブロックすることができない，
「メール」
「Web」で監


1 所属組織や取引先といった他者からのプレッシャによ

視されているかどうか，という質問を設け，本人の認識に

るものが多い

対して「まったくあてはまらない」から「かなりあてはま

という仮説を立てた．

る」の 5 つの選択肢で回答を求めた．


1 については，当事者が認識できていると考え，理由を

(3) 正当化

直接聞く質問を設けた．選択肢としては，グループインタ

持出行動の実行を思いとどまらせるための要素について

ビューで得た意見を参考に，
「定められた時間内に仕事が

考察する．セキュリティマネジメント担当者へのヒアリン

終わらず，自宅で継続して仕事を行いたかったため」
「突発

グでは，違反行動が少ないという組織があり，そこでは情

的な業務（顧客や取引先からの急な依頼等）に対応しなく

報セキュリティも含むヒヤリハット事例がさかんに報告さ

てはならなかったため」
「持出ルールを遵守した，正規の手

れるような風土であった．ここでは情報セキュリティのヒ

続きを行うのが面倒くさいと思ったため」
「職場より自宅

ヤリハットを以下のいずれかを満たすものと定義する．

やカフェ等の外部で仕事を行うほうがはかどるため」
「そ

• 情報セキュリティ事故には至らなかったもの

の他（自由記述）
」とした．

• 情報セキュリティ事故を引き起こしたが，社会に影響

また，残業せずに業務情報を持ち帰った，持出申請をせ

を及ぼすには至らなかったもの

ずに持ち出した，といった正規の手続き（残業申請や持出

ヒヤリハット事例が積極的に共有されることで，事故を

申請）を行わなかった原因として，グループインタビュー

誘引する行動をなるべく抑えようとする心理が従業員に働

調査では正規手続きを実行する時間的余裕がないといっ

くために，違反行動は少ないのではないかと考察した．し

た，負担の大きさがあげられた．そこで，持出経験のある

たがって，持出経験のない人ほど，その人の属する環境は，

人ほど，


6 ヒヤリハット文化が醸成されている
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という仮説を立てた．


6 について，ヒヤリハット事象が発生したときに自ら
報告を行っているかどうか，所属組織がヒヤリハット事象
の共有を行っているかどうか，という質問でヒヤリハット

程度」），長期（「30 年に 1 回程度」，「左記よりも少ない」）
と分けて 7 つの選択肢で回答を求めた．後者については，
「10 万円未満」
「10 万円以上 100 万円未満」
「100 万円以上

1000 万円未満」
「1000 万円以上 1 億円未満」
「10 億円以上」

文化が醸成されているかどうかを測った．上記質問につい

「見当がつかない」と常用対数による対数刻みで選択肢を

て，本人の認識に対して「まったくあてはまらない」から

設け，
「見当がつかない」を除いては実感できると思われ

「かなりあてはまる」の 5 つの選択肢で回答を求めた．

9 については（持出行動の
る金額の範囲で回答を求めた．

グループインタビュー調査では，
「
（情報セキュリティに

発覚確率）×（持出行動が発覚した際の自分への影響）をふ

ついて）担当以外の人たちは何も知らない．みんなが理解

まえて，自分が違反すると他のだれかが必ず気付くかどう

するようにしないと担当者ばかりが一生懸命やっている」

か，違反が発覚すれば罰則を受けると思うかどうか，とい

（男性・50 代前半）という意見があった．このことをふま

う質問を設け，本人の認識に対して「まったくあてはまら

え，セキュリティそのものの理解があるほど，安易にセ

ない」から「かなりあてはまる」の 5 つの選択肢で回答を

キュリティルールに違反する行為を行わないだろうと考察

求めた．

した．そこで，持出経験のない人ほど，

さらに，グループインタビュー調査では，
「取引先から急


7 情報セキュリティに関わる知識が高い，または情報セキュ

な資料送付が求められた際，上司がおらず個人の判断によ

リティに関わる業務経験がある

り無断で送付した」
（男性・30 代後半）という事例や「内

という仮説を立てた．

容によって持ち出していいものといけないものとの取捨選


7 について，前半の知識については，セキュリティに

択ができるとよい」
（男性・20 代前半）という意見があっ

関する知識を問う問題（正誤方式・計 5 問）を出して客観

た．相談できる部署や上司といったサポートや，どういっ

的にセキュリティ知識を測定し，さらに直近 1 年以内にお

た情報なら持ち出し可能かどうかの判断基準がなく，持ち

ける勤務先でのセキュリティ研修の有無を問う質問によっ

出しに関わる判断が当事者に委ねられると，自分にとって

て，一定期間の中でセキュリティの知識を得る機会があっ

都合の良い理由をつけて持出行動をしてしまう可能性が高

たかどうかを測った．後半の業務経験については，セキュ

まるだろうと考察した．そこで，持出経験のある人ほど，

リティ担当の職務または内部監査の経験の有無を問う質問


10 情報管理や持出手続きについて相談先が分からないと感

とした．

じている

また，グループインタビュー調査では「実際に起こった

という仮説を立てた．

事故の話をして，被害総額等もちゃんというといい」
（女


10 について，情報管理の区分けについて相談できる人/

性・30 代前半ほか多数）
，
「罰則を設けて，これだけのリス

部署がいるかどうか，情報を持ち出す際の手続きについて

クがあると言って危機感を持たせるようにした方が良い」

相談できる人/部署がいるかどうか，どの情報なら持ち出

（女性・30 代前半）といったリスクを認識させるべきとの

してよいかが部署で共有されているかどうか，という質問

意見が見られた．そこで，持出経験のない人ほど，

を設け，本人の認識に対して「まったくあてはまらない」


8 漏えいリスクを高く認識している

9 持出行動に関わる個人のリスクを高く認識している
8 
9 ではどちらもリスクというこ
という仮説を立てた．

から「かなりあてはまる」の 5 つの選択肢で回答を求めた．
終わらないと，評価に関わる」
（女性・30 代前半）という

8 のリスクは所属組織の
とばを用いているが，ここでは 

意見があった．人事評価に対する意識が高い人ほど過剰な

かかえるリスクを指し，これを（漏えい確率）×（漏えいし

業務を任された際に持出行動の心理的ハードルが低いので

9 のリスクは自分のかか
た際の組織への影響）と定義し，

はないかと考え，持出経験のある人ほど，

えるリスクを指し，これを（持出行動の発覚確率）×（持出


11 人事評価に対する意識が高い

行動が発覚した際の自分への影響）と定義する．先ほどの

という仮説を立てた．

また，自宅で持ち帰ったという事例においては，
「仕事が

グループインタビューにおける意見では，前者は所属組織


11 について，評価を気にするかどうかや実際に意識して

のかかえるリスク，後者は個人のかかえるリスクを指すも

行動しているかどうかという観点で，自分の人事評価を気

のと考えられる．

にするかどうか，他人からの評価を考えながら行動するか


8 については（漏えい確率）×（漏えいした際の組織へ

どうか，という質問を設け，本人の認識に対して「まった

の影響）をふまえて「自分が情報漏えい事故を引き起こし

くあてはまらない」から「かなりあてはまる」の 5 つの選

てしまう頻度」と「情報漏えい事故が発生した際の想定す

択肢で回答を求めた．

る損害額」について質問をした．前者は勤続期間をふまえ，

以上の仮説と質問の対応については表 2 に記載してい

ごく短期（
「1 カ月に 1 回以上」
）
，短期（
「半年に 1 回程度」
，

る．また，表 2 項番 21 のセキュリティ知識に関する正誤

「1 年に 1 回程度」
）
，中期（
「5 年に 1 回程度」
「10 年に 1 回
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表 2

表 4 対象者の性別/年代別構成

質問と仮説の対応

Table 2 Questions and corresponding hypotheses.

Table 4 Gender/age composition of the subjects.

職者
（イ）20 代以上の者
（ウ）勤務先で「職場からの許可のない情報持出」行為が
禁じられている者
（エ）
（（ウ）に対する違反経験者のうち）現在の所属部
署でなおかつ過去 3 年以内に（ウ）に対する違反経験があ
る者
（イ）については，10 代のモニタのうち，
（ア）に該当す
る割合が低いと考え，スクリーニング調査の時点で 20 代
以上に限定して回答を求めた．
（ウ）については，グルー
プインタビュー調査での抽出条件と同じ理由である．
（エ）
については，違反時の状況・心理をより正確にとらえるた
めに，
（ウ）に対する違反経験者（以下，持出経験者）のう
ち，現在の職場環境で持出経験があり，なおかつ持出経験
時が現時点から見て時間的に離れすぎていない者に限定す
ることにした．
本調査は 2015 年 11 月 26 日（木）
〜11 月 30 日（月）の

5 日間実施し，1763 名から回答を得ている．なお，スク
リーニング調査では持出経験あり・なしでそれぞれ一定数
以上（各 500 名）の確保をすることとした．結果的に本調
査において有効回答者は持出経験あり 743 名，持出経験な
し 1020 名であった．対象者の構成について表 4 で示す．
表 3 セキュリティ知識に関する問題

Table 3 Questions about security knowledge.

持出理由に関する質問以外については，持出経験ありと
持出経験なしの 2 群で，回答者の現在の職場状況をどう認
識しているか比較することで仮説の検証を行った．表 2 の
質問 2〜11，13〜19 については，
「まったくあてはまらな
い」
「あまりあてはまらない」
「どちらともいえない」
「やや
あてはまる」
「かなりあてはまる」の 5 件法で回答を求めて
いる．分析の際には，
「まったくあてはまらない」から順
に，1 点，2 点，3 点，4 点，5 点としている．上記質問と
質問 12，20 に対しては，Mann-Whitney の U 検定を行っ
た．この検定は，2 群間での有意差検定であり，群の標本
数は等しくなくてもよい [11]．また，この検定は分布の正

7 に関する設問のうち，知
規性は仮定していない．仮説 
3.4 Web 質問紙による定量調査
本調査はリサーチ会社の保有する Web モニタのうち，以

識を問う問題 21 については，正解数 1 つに対し 1 点とし，

Student の t 検定を行った．この検定は，2 群間での有意

下の 3 つの条件を満たす者を対象者とした．事前に行った

差検定であり，母集団が正規分布に従うと仮定している．

スクリーニング調査とリサーチ会社が把握している属性か

7
また，2 群の標本数は等しくなくてもよい．また，仮説 

ら，この条件に合致するサンプルを抽出した．

のセキュリティ研修の有無とセキュリティに関わる業務経

（ア）会社員，公務員，パート・アルバイトといった有
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表 6 監視性

Table 6 Monitoring.

図 1 持出理由（複数回答可）

Fig. 1 Reason of takeout.
表 5

申請に関わる時間的負担

Table 5 Time burden associated with application.

ち出しをしてしまう」ということが考えられる．

(2) 機会
4 に関わる質問 6，7 と仮説 
5 に関わる質問 8，9
仮説 
4 に関わる質問 6，7 に
の分析結果を表 6 に示す．仮説 
ついては持出経験ありの群の方が有意に高かったため，仮

4 である，持出経験のある人ほど「時間的・空間的死
説
角が存在するという認識が高い」ことがいえた．一方で，

5 に関わる質問 8，9 については有意な差が見られな
仮説 
5 の，持出経験のある人ほど「持出経
かったため，仮説 
路において監視がされているという認識が低い」ことはい

5 については，グループインタビュー
えなかった．仮説 
においても，
「勤務先がメール送受信ログを監視している
事象が独立かどうかを検定するカイ二乗検定を行った．い

ことを周知している」
（男性・30 代中盤）と答えた人でも，

ずれも有意水準を 5%とした．

社内資料を社用メールによって持ち出しした経験があると

(1) 動機・プレッシャ
1 に関する質問（持出理由）結果を図 1 に示す．
仮説 

答えている．上記発言した方は加えて，
「職員がいっぱい

この質問は持出経験ありの人のみ（N = 743）に回答を求

か持ち出していて，バレなかった」とも発言していたこと

めた．
「定められた時間内に仕事が終わらず，自宅で継続し

から，当事者の中で「監視されている = 発覚する」という

て仕事を行いたかったため」が 78.2%と最も多く，次いで

認識には至っていないために持出行為を行うのではないか

「突発的な業務（お客様や取引先からの急な依頼等）に対応
しなくてはならなかったため」で 38.5%であった．これに

1 のとおり，所属組織や取引先といった他者か
より仮説 
らのプレッシャにともなう理由が大きいことが分かる．

2 
3 の申請書作成や承認までの時間についてのそ
仮説 

いるのに，自分 1 人くらいバレないと思った」
「過去に何度

と考えられる．

(3) 正当化
6 に関わる質問 10，11 と仮説 
7 に関わる質問
仮説 


8
21，仮説
に関わる質問 12，20，仮説 9 に関わる質問

れぞれの質問 2，3 と 4，5 の分析結果を表 5 に示す．残業

10 に関わる質問 15，16，17，仮説 
11 に関わ
13，14，仮説 
7 に関わる質
る質問 18，19 の分析結果を表 7 に，仮説 

申請，持出申請に関わる質問については，
「現在の主な勤務

問 22，23 の分析結果をそれぞれ表 8，表 9 に示す．質問

先の制度」について「残業の申請」
「情報セキュリティに

20 では，
「見当がつかない」と回答した人を除外している．

関する資格の取得奨励」
「情報を外部へ持出する際の勤務

質問 10，11 については持出経験なしの群の方が有意に

先への申請」といった選択肢で尋ねた別の質問を設けてお

6 の，持出経験のない人ほど「その人の勤務
高く，仮説 

り，そこでそれぞれ残業申請制度，情報の外部へ持ち出し

先では，ヒヤリハット文化が醸成されている」ことがいえ

する際の勤務先への申請制度，があると回答した人のみを

た．質問 13，14 でも持出経験なしの群の方が有意に高く，

対象としている．質問 2〜5 はすべて持出経験ありの群の

9 の，持出経験のない人ほど「持出行動に関わる個
仮説 

2 
3 に対し，時
方が有意に高かった．したがって，仮説 

人のリスクを高く認識している」ことがいえた．質問 15，

間的長さによる負担感について持出経験のある人ほど感じ

16，17 についても 2 群間で有意な差が見られた．質問 15

ていることがいえた．このことから，
「残業手続きを行う

「情報管理の区分けについて相談できる人/部署が分からな

負担が大きいために，残業行為はせず，自宅に持ち帰って

い」と質問 16「情報を持ち出す際の手続きについて相談で

しまう」
「持出手続きを行う負担が大きいために，無断で持

きる人/部署が分からない」では持出経験ありの群の方が
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表 7 正当化

Table 7 Justification.

図 2 「気をつけようと思う」回答

Fig. 2 Answer “I think beware”.

問 23 については有意な差が見られたが，
「セキュリティ業
務経験がない人のうちの持出経験がある人の割合」よりも
「業務経験がある人のうちの持出経験がある人の割合」の
方が有意に高くでており，想定とは逆の結果が見られた．

7 の，持出経験のない人ほど，
したがって，仮説 
「情報セ
キュリティに関わる知識が高い，または情報セキュリティ
に関わる業務経験がある」ことはいえなかった．また，仮

8 については，質問 20 では持出経験なしの群の方が有
説
意に高かったため，
「持出経験のない人ほど，情報漏えい事
故 1 件あたりの損害額を高く認識している」ことがいえた
一方で，漏えい確率に関する質問 12 では，
「持出経験のあ
る人ほど漏えい確率を高く評価」しており，想定とは逆の

8 の，持出経験のな
結果が見られた．したがって，仮説 
表 8 直近 1 年以内での研修の有無

Table 8 Training within the past one year.

い人ほど，
「漏えいリスクを高く認識している」とはいえ
ない．

7 に関わる分析結果「セキュリティに関わる業務
仮説 
経験がない人のうち，持出経験があると回答した人の割合
よりも業務経験がある人のうち，持出経験があると回答し
た人の割合の方が有意に高い」は，セキュリティ業務経験
がある人ほど，勤務先で実施されているセキュリティ対策

表 9

セキュリティ業務の有無

Table 9 Business involved in security.

を把握していて，持出行動をとる際の抜け道を熟知してい

8 に関わる分析結
るためではないかと考えられる．仮説 
果「持出経験のある人ほど漏えい確率を高く評価している」
という結果については，
「早急に対応しなければならない」
「やるべき仕事がある」といった外部からのプレッシャが
あるために，危ないと分かりつつも持ち出しをしているの
ではないかと考えられる．

有意に高く，質問 17「どの情報なら持ち出してよいかが部

(3) その他分析結果

署内で共有されている」では持出経験なしの群の方が有意

• ルール遵守について気をつけようと思う事象

10 の，持出経験のある人
に高かった．したがって，仮説 

「どういった事象に対し，持出行為に関わるルール遵守

ほど「情報管理や持出手続きについて相談先が分からない

について気をつけようと思うか」に対し，図 2 で示した各

と感じている」ことがいえた．同様に，質問 18，19 は持出

質問でそれぞれ，
「気をつけようとは思わない」
「あまり気

11 の，持出経験の
経験ありの群の方が有意に高く，仮説 

をつけようとは思わない」
「少し気をつけようと思う」
「気

ある人ほど「人事評価に対する意識が高い」ことがいえた．

をつけようと思う」
「分からない」と回答を求めた．
「気を

7 については，質問 21 と質問 22 では有意
一方，仮説 

つけようと思う」と最も多く回答したのは，
「無断で外部

な差が見られなかった．セキュリティ業務経験に関する質

に情報を持ち出しした同僚が，何らかの処分を受ける」で
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表 10 職業別の持出経験の有無

Table 10 Job and takeout experience.

4. 全体考察
前章の仮説検証結果やその他分析結果から，持出行動要
因の特定と抑止策（教育の実施・リスク認知向上・手続き
の負担軽減化・相談先の設置）の有効性についての考察を
述べる．

• 持出行動要因に対する考察
1 の検証結果から，「早急に対応する必要がある」
仮説 
「仕事が終わらない」といったプレッシャに曝されるために
組織外に無断で情報を持ち出す，ということが持出行動の
根本原因として考えられる．特に，持出行動と人事評価の

11 の検証結果より，自分の人事評価
関係についての仮説 
を気にする人は持出行動を行う傾向にあると考えられる．

2 
3 
9 
10 が実証されたことから，上記の
また，仮説 
行動を抑止できない要因としては，
図 3

持出行動についての許容度

Fig. 3 Acceptable for takeout behavior.

(A) 必要な手続きを行うのに時間的負担が大きい，
(B) 個人のリスク（持出行動の発覚確率 × 発覚時の自分へ
の影響）の認知が低い，

あった．

• 職業別における持出経験の有無
持出経験の有無を職業別に見ると（表 10）
，派遣・契約
社員が 25.2%と最も少なく，公務員が 46.3%と最も多い．
雇用不安が小さいことが持出行動への心理的ハードルを下

(C) 情報管理や持出行為について問い合わせる場所を認識
していない，
があげられる．

• 抑止策に対する考察
上記持出行動要因をふまえ，どのような抑止策が有効と

げていると思われる．以上から正当化の項でも検証された

思われるか考察し述べる．

ように，個人のリスクを高く認識することが持出行動の抑

7 の検証結果より，持出経験がない人ほど「情報
I. 仮説 

止につながるのではないかと考察した．
上記 2 つの結果については，千葉ら [12], [13] の研究結果

セキュリティに関わる知識が高い」ことがいえなかっ
たため，研修等でセキュリティ知識を高めることは，

に類似している．この研究では企業従業員による Twitter

持出行動に限定して述べると，抑止効果があるとはい

での情報漏えいリスクに焦点を当て，社外秘をつぶやいて

い難い．したがって，研修等の教育に頼る形だけでは

いても良いと思っている人等の特徴や企業が当該リスクに

防げないと考えられる．
8 の検証において，持出経験のない人ほど，情
II. 仮説 

対し優先的にとるべき対策等について Web 調査を実施し，
その結果を報告している．その中で，一般公開前の情報を

報漏えい事故 1 件あたりの損害額を高く認識している

Twitter に投稿する行為について最も効果的な対策は「同

ことがいえたことから，持出行動が原因で引き起こさ

僚が減給等の処分を受ける」と述べている．また，上記行

れた漏えい事故によって，どのような損害が組織に及

為について雇用形態別で見ると，
「同僚が減給等の処分を

ぶか，を認知させることは有効であると思われる．し

受ける」を含む様々な対策に対し，正社員が非正社員に比

かし一方で，グループインタビュー調査において，
「企

べて「気をつけようとは思わない」と回答した割合が多い

業がこれだけの損害を出したとかで何億といった身近

ことから，
「多少のことを書いても大丈夫であろうという

でない数字を出されても，
『そうなんだ』という感じ」

安定した雇用形態への安心があるものと推測される」と考

（女性・30 代前半）等，実感がわかないといった意見

察している．これらは上記の「ルール遵守について気をつ

が見られた．高木 [14] は，情報の持ち運びや機密情報

けようと思う事象」の結果と「職業別における持出経験の

の取扱い等でセキュリティ事故を招く行動に対する注

有無」で述べた考察に類似している．

意喚起手段として，2 通りあるとしている．1 つ目は，

• 持出行動についての許容度

「A さんがうっかり機密情報を漏らし，会社を解雇さ

一方で，持出経験ありの人に対し，
「あなたの身近な同僚

れて大変な目に遭っている」といった，直感に働きか

が持出行為をしてしまった場合，どのように感じますか」

けるメッセージを用いて説得するやり方であり，2 つ

という質問をしたところ，約 25%の人が「特別な事情があ

目は不正発生件数や被害額等の統計情報を用いて説得

れば仕方ないと思う」
「まったく問題ない」と許容の姿勢を

するやり方である．高木は，感情的・経験的な直感的

示す回答をした（図 3）．

判断によって物事を判断する人にとって 1 つ目の説得
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のほうが効果は高く，分析的・理性的に物事を判断す

IV では正規の持出手続きをさせるための対策として，時

る人にとっては，2 つ目の説得のほうが効果は高くな

間的負担の軽減化を述べているが，組織の保有する情報資

るだろうと述べている．したがって，III で述べる考

産によっては原則持出不可能としていることも考えられ

察も合わせて，組織として従業員にどのように注意喚

る．今回は当事者の心理に着目して行っていたが，情報資

起すればよいのかを検討した方がよいと思われる．

産の性質にも着目し，漏えいした際の影響度に応じた抑止

III. 上記をふまえると，組織のリスクだけでなく，個人の

策の整理が必要である．また，考察した抑止策の有効性を

リスクの認知も高めることは有効であると思われる．

現場で実証実験を行うことが必要である．これは今後の課

持出行動を行うと必ず発覚するという認識を持たせる

題とする．

4 が実証されたことからも，死角物
ためには，仮説 
の排除やオフィスでの単独での勤務をさせない運用等

5. おわりに

で自然監視性を確保することが必要であると考えられ

セキュリティマネジメント担当者へのヒアリングや持出

5 が棄却されたこととその結果につ
る．また，仮説 

経験者へのグループインタビューの結果による仮説構築と

いての 3.4 節 (2) での考察から，従業員の PC 操作を

Web 質問紙調査による検証を行い，その結果から当事者

監視していることを周知しているだけにとどめるので

の心理や当時の状況に基づく持出行動の要因と，その抑止

なく，操作状況を定期的に通知することが必要である

のために有効と思われる対策について考察した．セキュリ

9 での検証結果から，発
と考えられる．そして，仮説 

ティに関する知識をつけていることは持出行動抑止に働く

覚すると自分にどのような影響が受けるかという認識

とはいい難いこと，持ち出し・残業についての正規の手続

を持たせるために，持出行動に対する罰則の明確化と

きを実行する際の負担を軽減することや情報持ち出しにつ

実際に持出行動を行った人に対してどのような処分を

いての相談先を設けることが持出行動抑止に有効に働くと

受けたか，といったことを周知させることが必要であ

思われること，といった考察は既存研究ではなされていな

ると考えられる．また，持出経験がない人の属する環

い．しかし，定性調査により現場の生の声を取り入れたう

境ではヒヤリハット文化が醸成されている，という仮

えで定量調査した結果であるため，持出行動の実情に近い

6 がいえたことからも，上記処分事例も含め，情
説

ものといえる．

報セキュリティに関わるヒヤリハット事例を日ごろか
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