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国立大学のインシデント管理システム を考える
永井好和†1

多田村克己†2

小河原加久治†1, †2

情報セキュリティマネジメントに対する関心が日々高まる中，依然として様々の情報セキュリティインシデントが発
生している．国立大学もその例外ではなく，各大学におけるインシデント管理の重要性は高まっており，国際規格
ISO/IEC27001 に準拠して ISMS（Information Security Management System;情報セキュリティマネジメントシステム）を
構築する大学も多い．筆者は，13 大学におけるインシデント管理の状況を調査して結果を整理するとともに，筆者所
属大学の現状との比較を含めて，大学におけるインシデント管理の持つ課題について考えてみた．インシデントを関
係者に報告しそれを記録し参照する為のコンピュータシステムが稼働しているに越した事は無く，インシデント発生
から原状復帰させる迄の作業が重要である事も言うまでもない．しかしさらに重要な事は，これらを発生させる真の
根本原因を追究し再発防止策を確実に実施して行く為の，人の行動を含めた管理の仕組みである．情報システムとし
てのインシデント管理システムとは何かについて考える為，事例を紹介する．

Considering Incident Management Systems in some National Universities
YOSHIKAZU NAGAI†1

KATSUMI TADAMURA†2

KAKUJI OGAWARA†1, †2

Although concern about an information security management is increasing every day, various information security incidents have
still occurred. National University is not exception, the importance of incident management in universities is increasing. Some
Universities have built each ISMS in compliance with the international standard ISO/IEC 27001. In addition to organizing the
results by investigating the situation of the incident management in 13 universities, including a comparison with the current state
of our university, We were considering about the challenges with the incident management at universities. Of course work up to
return to the normal state from the incident is important, and taking advantage of the computer system is desirable in order to
inform the interested parties as well as record the incident. Mechanism of management including the behavior of people is more
important, in order to steadily implement preventive measures pursue the root cause of them. In order to think about something to
do with the incident management system as an information system, we introduce an example.

1. はじめに

上で，山口大学（以下「本学」）のインシデント管理の現状
を見直す事とした．結果，インシデントの記録・管理に使

JIPDEC(Japan Institute for Promotion of Digital Economy

用する情報システム「インシデント管理システム」は，デ

and Community；日本情報経済社会推進協会）により運営さ

ータ入力をはじめとする人の動作を含めて，その改善が必

れている ISMS(Information Security Management System;情

須である事を再確認した．

報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度に

以下，第 2 章で他大学調査内容について述べ，第 3 章で

おいて JIS Q 27001:2006（以下「JIS 規格」） もしくは

は国際規格におけるインシデント管理について述べる．第

ISO/IEC27001：2005（以下「国際規格」）への適合性の認証

4 章では，本学のインシデント管理の事例について，今ま

を受けている組織体は，2013 年 12 月末日時点において全

での課題と改善策を紹介し，情報システムが人の動作や作

国で 4,443 を数える[1]．国立大学でも，筆者が知る限りで

業が有って初めて機能を発揮する事を述べる．そして最後

も 8 大学の情報系センター（以下「センター」）等がこの認

に第 5 章で結論を纏める．

証を受けて ISMS を運用している．情報セキュリティイン
シ デ ン ト （ 以 下 「 イ ン シ デ ン ト 」） に つ い て は JIS Q
27001:2006[2]附属書 A13 の要求事項を満たす管理策により

なお本稿では，参照する図面を本文の後に纏めて付録の
形で添付している．

管理する事になる．上記認証を得ている各大学は共に同じ

2. 事例調査

規格に基づく管理策により ISMS を運用しているが，具体

2.1 概要

的な実施手順や管理方法は互いに異なり，
「情報セキュリテ

調査の目的は，大学間相違点を明らかにして，国際規格

ィインシデント」という用語が指し示す対象も必ずしも同

や JIS 規格が求めるインシデント管理のあり方を再確認し，

一ではない．また，認証取得有無によっても異なる事が推

自組織における管理のあり様を見直す事にある．調査項目

測される．そこで，上記認証を受けていない大学も含めて

は次の各項目である．その詳細については付録 A.1「イン

13 大学のセンターを訪問し，現状について調査・比較した

シデント管理に関するアンケート」を参照頂きたい．
① インシデント管理対象の学内情報システムの範囲

†1 山口大学 大学情報機構 Yamaguchi University, Organization for Academic
Information
†2 山口大学 理工学研究科 Yamaguchi University, Graduate School of Science
and Engineering
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② インシデントの記録手順
a. 記録として残す範囲
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b. 記録の保管方法

(4) インシデントの大きさや重要度の評価についての質問

c. 所属員教育への記録の活用

に対しては，9 大学が「特にるルールは定めていない」と

d. インシデントの形態・規模・費用の定量化

回答している一方，3 大学ではインシデントによってもた

③ インシデントの評価の方法
調査方法としては，アンケート用紙を送付して回答を記
入して貰った上で，各大学の窓口担当者を訪問し回答の内
容について説明を受ける事とした．各調査項目について比
較検討した結果の概要を次節で述べる．
2.2 調査結果とその検討

らされる損害について費用を算出していると回答している．

3. 国際規格や JIS 規格におけるインシデント
管理
3.1 用語の定義について
この章では，国際規格や JIS 規格におけるインシデント

アンケートの回答の状況は，付録 A.2「インシデント管理

管理について，ISMS 適合性評価制度における認証を取得

に関するアンケート回答状況」の通りである．各質問項目

している国立大学の例を参考にして述べる．インシデント

への具体的な回答は，公表に向けた各回答元（各大学のセ

管理について議論する上で，用語の定義を明確にする事が

ンター）との調整未了の為，本稿では省略するが，各大学

必要である．前章でも述べたが，人によって異なる意味で

それぞれの組織の規模に応じて，独自に管理手順を定めて

使っている場合が少なくないからである．JIS 規格の中で

いる．回答から見える特徴の主な内容を次に示す．

は，
「情報セキュリティ事象(infomation security event)」，
「情

訪問調査の際，インシデント・情報セキュリティ事象（以

報セキュリティインシデント(information security incident)」，

下「事象」）・障害・事故などの関連用語の意味やその指し

「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム (information

示す対象が人により微妙に異なる事に注意が必要であった．

security management system)」等の用語が定義されている．

(1) 全ての大学において，センターが責任を持って維持管

付録 A.3 「JIS 規格における用語定義」の通りである．

理している学内ネットワークをはじめとするハードウェア

その他の用語も含めて各大学と民間企業 2 社からの回答

やソフトウェアなど学内ネットワークインフラストラクチ

によれば，事象の定義を ISO/IEC TR 18044:2004 の通りと

ャを中心として，センターの所掌業務範囲内におけるイン

して，情報セキュリティインシデントか否かを当該組織に

シデントを管理対象としいる点は共通している．

おける情報セキュリティ責任者の判断に任せている．情報

(2) 大学間でインシデント管理範囲に差異が有る要因は，

セキュリティ責任者は，他部署や学外にかけた迷惑の度合

組織や業務範囲における差異にあり，次の様な状況である．

いや蒙った損害の大きさにより判断している．ただ明確な

①事務系情報システム（財務会計システム／人事システム

定量的判定条件が全ての場合を想定して明文化されている

／教務システムなど）に関しては，センターとは別の事

わけでは無く，インシデントの影響や重要性から総合的に

務組織で運営している大学とそうでない大学とがある．

記録や報告の必要性な事象とそうではない事象とに分類し

②メールシステムや Web サーバなど，全学共通の情報シス

ていると推測できる．インシデントとアクシデントとの違

テムは，全ての大学で範囲内となっている．

い，事件と事故との違いについては大学間でほぼ共通して

③高速計算システムは，個別の大学では廃止されて全国共

いる．ただ，それぞれの事象を何処まで記録し，何処まで

同利用情報基盤センターを利用する傾向にあり，範囲外

（あるいは誰まで）報告するかという取扱いは，大学間で

としている大学が多い．

かなり異なる．前章の調査結果も考慮し，本稿では表 1 の

④e ラーニングシステムや遠隔講義システムについては，

通り定義する．
表１．本稿における用語定義

教育を担当する組織が維持管理している大学も多い．
(3) インシデントの記録については，次の様な状況である．
①異常状態（いわゆる「事象」）の発生を全て記録している

Table1. Definition of terms
項番

大学は無いが，全ての大学において，センター外に何ら
かの迷惑や影響を与えた事象について記録を残している．

情報ｾｷｭﾘﾃｨ

当該組織の事業活動または情報セキュリティを損ねる事

事象

象，若しくはその可能性のある当該組織が望まない事象．

情報ｾｷｭﾘﾃｨ

情報セキュリティ事象の中で，当該組織やサービス利用者

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ

に損害を与えたり迷惑をかけるか迷惑と感じさせるもの．

ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ・事

偶発的な要因（制御若しくは管理のできない要因）によるイ

故

ンシデント．

情報ｾｷｭﾘﾃｨ

脆弱性．

弱点

「セキュリティーホールなどのセキュリティ上の欠陥」

2

②全ての大学で記録様式を定型化しているが，専用のソフ
トウェアを利用していたり，MS-word で定型様式を用意

筆者による定義

1

異常状態を 3 段階のレベルに応じて記録や報告の範囲を
分けている大学もある．

用語

3

していたり，その記録方法は様々である．
4

③9 大学において記録をもとにセンター内で意見交換をし
て情報共有しており，3 大学において学内（センター外）

情報セキュリティ事象の発生要因となる事象で，ICT 環境の
5

障害

6

事件

正常な動作を遮るもの

の情報セキュリティ教育に記録を活用している半面，教
育には使っていないところも 3 大学あった．
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故意性が高い要因によるインシデント
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留まる事案
実務における対応を考慮した定義としては，当該組織が

b.実務者グループ内でで共有する事案

提供するサービスが意図せず平常状態を逸脱する事象を

c.センター内で組織的に共有する事案

「情報セキュリティ事象」，その中で，サービスの利用者な
ど関係者に損害や迷惑を掛ける事象を「情報セキュリティ
インシデント」と考えると判りやすい．
3.2 インシデント管理手順
ISMS 適合性認証を受けている大学では間違いなく何ら
かの管理手順書を文書化している．しかしほとんどの場合，
それらの具体的な内容（あるいは文書）は部外秘（若しく
は学外泌）の扱いになっている．その為アンケートへの回
答においても充分な情報提供を得る事が出来ていない部分
も有る事を承知頂きたい．

d.センター以外の他部署にも報告する事案
3.4 情報セキュリティインシデントの管理及びその改善
Information Technology Infrastructure Library（以下「ITIL」）
のバージョン 2[4]では，インシデント管理と問題管理を別のプ
ロセスとして捉えている．前者の目的は，可能な限り迅速に異
常状態（あるいは非定常状態）を脱して平常状態（あるいは定
常状態）に戻す点にある．従って原因追求よりも早く平常状態
に戻す事が優先される．これに対して後者の目的は，インシデ
ントの原因を明確にしたうえで再発や類似事故発生を防止し，

JIS 規格(JIS Q 27001:2006)附属書 A.13 記載のインシデン

業務への悪影響を最小限に抑える事にある．この為，問題管

トの管理に関する要求事項に対して，
「情報セキュリティマ

理においては，時間をかけてでも根本原因を追及して是正処

ネジメントの実践のための規範」
（以下「実践規範」）(JIS Q

置を講ずる事が大切になる．ITIL にいう問題管理の対象となる

27002:2006)[3]には，要求を満たす為の望ましい管理策につ

「問題」の中には，インシデント発生前のリスク対策としての改善

いて記載されている．次節以降で，ISMS に関する JIS 規格

要求対応なども含む．インシデントの内容によっては，その対応

への適合性認証を受けている大学における，それぞれの管

により平常状態（あるいは定常状態）に回復した後も根本原因

理策の状況を述べる．

追究やその解決策さらには再発予防策の検討・実施・検証の

3.3 事象及び弱点の報告

作業が残り，長期間にわたる対応作業となる場合もある．

(1) 報告の範囲

…

JIS 規格では，組織所属員のみならず

取引先従業員を含む全ての者に，いかなる事象や弱点をも
出来る限り速やかに定められた連絡先に報告する事を求め
ている．各大学とも，所属員のミーティングの場で報告し
合う仕組みにしている．どの範囲（どのレベルのスタッフ）

これに対して実践規範では，13.2 「情報セキュリティインシデ
ントの管理及びその改善」において，ITIL のいう問題管理に相
当する活動をも「インシデント管理」の一部としている．「実施の
手引き」では，事前事後を問わず異常状態の検知とその管理を

まで情報共有するか，どのレベルの事象までを記録するか

求めており，原因の分析や特定，さらには再発防止の為の是

またその記録を保管するかについては，大学によって異な

正処置や予防措置の計画と実施をインシデント管理の範囲内

る．しかし明文化された取扱いルールが定められている点

としている．

は共通している．

いずれにしても，非定常状態が発生した場合はこれを定常状

実践規範 13.1.1 には，次の様なインシデントや事象の例
が関連情報として記載されている．
a)

サービス，装置または施設の停止

b)

システムの誤動作又は過負荷

c)

人による誤り

d)

個別方針又は指針の非順守

e)

物理的セキュリティの取決めにたいする違反

f)

管理されていないシステム変更

g)

ソフトウェア又はハードウェアの誤動作

h)

アクセス違反

(2) 情報共有の程度

…

各大学における ISMS 適用範囲

内の構成員の人数は，概ね 20 名程度であり，ほとんどの情
報を構成員全員が共有している場合が多い．ただ，原因や
対策の議論の中では，事務職員，技術職員，教員，センタ
ー管理者，大学経営陣など，職種・職位間で共有する情報
の内容に差異がある場合も多く，所属員間における情報共
有の段階は概ね次の 4 段階がある．．
a.実務者（インシデント検出者若しくは対策者）個人に

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

態に戻す事を優先し，定常状態に戻った後，原因を特定して
再発防止策あるいは恒久対策を講じると言う姿勢に変わりは無
い．本稿では，問題管理を含めた JIS 規格におけるインシデント
管理を「インシデント管理」と呼び，インシデントの発生から原状
復帰（定常状態への復帰）迄の管理を「狭義のインシデント管
理」と呼ぶ．本稿で扱う「インシデント管理」の業務の流れのイメ
ージを図 1「インシデント管理の業務流れ図」に示す．
3.5 情報セキュリティインシデントからの学習
実践規範の「13.2.2 情報セキュリティインシデントからの学
習」の項では，インシデントの形態・規模・費用を定量化して監
視できる仕組みを求めている．第 1 章の調査結果を見る限り，
「定量的」に管理している大学は 4 大学に留まっている．しかし
ながら，9 大学でインシデントの記録をセンター内での意見交
換に利用しており，3 大学で学内情報セキュリティ教育に利用し
ている事が判る．ただ訪問調査によれば，全てのインシデントに
ついて費用を算出し記録している大学は無く，規模の大きなも
のについてのみ費用の算出がなされている．インシデント対策

3

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2014-IS-127 No.7
2014/3/17

に当たって発生する人件費について算出するためには，作業

タシステムである．ここで，簡単に各処理プロセスの説明

時間の記録や時間単価の設定が欠かせないが，その習慣や

を加える．

仕組みのない国立大学においては，きわめて困難な規格要求

(1)事象を検知したスタッフは，センターのホームページの

であるといえる．

障害情報入力フォームより，その状況を簡単に入力する．
入力項目は，発生日時・件名・障害の種類・影響を受け
たサービス・障害内容概略・影響を受ける構成員の種類・
学内への広報要否などである．
(2)～(3) 管理システムは，DB に当該事象に関するデータを
記録するとともに，センターのスタッフや管理者など関
係者にメールで，通知する．
(4)～(7) 早期原状復帰に向けて処置や対策を実施する．
(8)～(10)原状復帰した事実について復帰日時等を(1)の説
明で記載した障害情報入力フォームを使って DB に記録
し関係者宛通知を行うと共に，センターのホームページ
に掲示する．
(11) 定期的に開催されるスタッフ会議において，発生した
事象やインシデントについて，原因や再発防止策，さら
には類似インシデントの可能性や対策の必要性などにつ
いて意見交換を行う．事象やインシデントの中には，一
部の所属員のみに関係する案件や緊急措置を実施した案
件など DB への登録未了の状態のままスタッフ会議で報
告されるケースもある．この場合，会議終了後に登録が
必要となる．
（現実的には登録を忘れるケースも散見され
てる．）
(12) 意見交換の結果，課題や対策が残る案件については，
担当者を決めて是正や予防の為の対策計画を作成した上
で，措置を講ずる．これらについては，定められた様式
で是正措置計画書や予防措置計画書を作成し，記録する
ルールが定められている．

図 1 インシデント管理の業務流れ図
Figure 1

Business flow chart of the Incident Management

4. 本学のインシデント管理
4.1 インシデント管理システム
本学は ISMS 適合性認証を取得しており，国際規格及び
JIS 規格に則った ISMS 活動の一環としてインシデント管理
を実施しており，図 1 に示す業務の流れに沿って対応する
手順になっている．この中で「通知」と「記録」の機能を
コンピュータ化し省力化を図る為，図 2「本学のインシデ
ント管理システム」の中の「インシデント管理システム」
（以下「管理システム」）を開発し運用している．図中の(1)
～(12)の各ボックスが処理プロセスである．管理システム
は Web サーバ・PostgreSQL(DB)サーバ・アプリケーション
サーバ（trac1)用）から構成される Web ベースのコンピュー
1) trac（トラック）は，ソフトウェアのプロジェクト管理とバグ追跡の為
のツールである．本学では，インシデント 1 件を trac のチケット 1 件に対
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図 2 本学のインシデント管理システム
Figure 2

Incident Management System in our university

4.2 事象の状況
本学では，2013 年 4 月～2014 年 1 月迄で，34 件の事象

Vol.2014-IS-127 No.7
2014/3/17

は無いと考えがちである．その為，データ入力作業にお
ける人の作業態度の課題の解決に積極的に取組む姿勢に
はなりにくいという事情がある．
4.4 課題解決に向けて

が定例のスタッフ会議において報告されている．管理台帳

前節記載の課題の解消に向けては，次の対策が有効であ

である trac システムに登録されたにはそのうち 18 件であ

ろうと考えており，本稿執筆時にはこれら対策を推進中で

り，他の 17 件は，前節に書いた管理システム上に記録が残

ある．対策結果については，改めて報告することとする．

されず，スタッフ会議議事録に記録されるに留まっている．

(1) インシデント管理という業務について，人の行動の順

JIS 規格附属書 A13.2.2 には「情報セキュリティインシデン

序を中心とした業務フロー図（UML に言う活動図に相

トの形態，規模及び費用を定量的かし監視できる様にする

当）により事象のライフサイクルを可視化する事で，管

仕組みを備えなければ無ければならない」とされており，

理システムへのデータ入力の必要性についてスタッフの

本学では各業務あるいはサービスの担当者のもとで管理す

再認識を促す．前記業務フローと各処理ステップの説明

るルールである．個別事案ごとに担当者が異なる為，事象

を，使用される用語の凡例とともに図 3 に示す．

発生後の監視において不便な状態である．
4.3 インシデント管理システムの課題

(2) 管理システムの管理対象である事象に関して管理する
べき事項やタイミングを具体的に明確に決めて，trac 上

4.1 節記載の管理システムはコンピュータシステムとし

のチケットの状態遷移と対応させて管理する．必要最小

て，事象を管理する為の仕組みを提供しており，当初の要

限の「状態」を設定して，データ入力の回数を最小限に

求仕様通り完成し運用されていると言える．しかし，前節

抑える事が大切である．管理する「状態」とその遷移を

記載の通り，必ずしもセンター内で検出される事象全てが

使用される用語の凡例とともに図 4 に示す．

そのライフサイクルにわたって記録されているとは言えな

(3) 管理システムが，事象の検出から解決までのライフサ

い状況にある．この場合，情報システムとして完成したと

イクルを通して管理する為の情報システムであり，その

言えるのであろうか？コンピュータシステムとしては完成

機能を発揮する為には，人の動作や行動を確実に実行で

しているが，人によるデータ入力が充分なされない為に，

きる仕組みが欠かせない事をスタッフ全員で再確認し，

当該管理システム構築の目的を達成しているとは言い難い．

管理システム開発者を含めて，人の動作を含めた管理の

これは，以下の様な課題を抱えている為であると考えられ

仕組みの改善を行う．

る．
(1) 細かな作業記録を残す事よりも異常状態から原状復帰
させる作業を急ぐ為，発生時刻など詳細な記録を残せず，
記憶のある範囲で口頭報告はできるが，定められたデー
タ項目について入力する（記録を残す）事が出来ない．

(4) 定例スタッフ会議で報告される事象を会議の席上で入
力すると共に，既登録の事象の状態を同会議の席上で確
認するる様に運用形態を改める

5. おわりに

(2) 原状復帰により（一時的である場合もあるが）利用者

国際規格や JIS 規格におけるインシデント管理について

の不便を解消出来る事や，スタッフ会議で報告を済ませ

説明し，本学や他の国立大学のインシデント管理への取り

ている事もあって，本務（あるいは本来の定常業務）復

組みについて概観した．管理システムを題材として，
「情報

帰後に，担当者にとっては根本原因の追及や恒久対策の

システム」が決してコンピュータだけでその機能を発揮す

優先順位が下がる為，データ入力がおろそかになる場合

るものでは無く，情報システムが想定している人の動作が

が多い．

確実に実行されて初めてその機能を発揮する事を述べた．

(3) 担当者には，事象（あるいはインシデント）の発生を

本学の ISMS 運用の中で検出される「事象」を組織全体で

知られたくないという意識が有って，記録を残す事を避

学習し，恒久対策を愚直に進める仕組みが確実に動き，真

けようとする傾向が有ると推測され，データ入力の手間

に「情報システム」としての「管理システム」が完成して，

を掛けようとしない傾向にある．

ISMS 適用範囲内における，職種を越えた組織全体の知識・

(4) 管理システムを開発した担当者の意識としては，デー

技術の更なる向上を期待したい．

タ入力は情報システム運用の問題であり，しかも，プロ
トタイプを通じてスタッフ全員の意見をほとんど取り込
んだ上で開発を完了させており，情報システムの問題で
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＜凡例；用語説明＞

図 3 インシデントのライフサイクル
Figure 3

Life Cycle of an Incident
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