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情報化社会の広がり、業務の IT化が進むにつれ、情

報管理のあり方が変わってきている。情報を収容するも

のが紙ベースから電子媒体になり、収容密度も拡大して、

データそのものに人間が直接、接しただけではその内容

を読み取れなくなったと同時に、「１枚」に収容されて

いる情報量が格段に増加してきた。このため、情報セキ

ュリティの観点から、電子媒体に内蔵されたデータの取

り扱いは従来の紙ベースよりも慎重な管理が情報セキュ

リティの観点から必須となっている。ここでは、電子媒

体の廃棄・転用時等における媒体に内蔵されたデータの

セキュリティ対策について説明する。

パソコンのハードディスクに内蔵されているデータ

は、ファイルをゴミ箱で消去しても、ハードディスクを

フォーマットしても実は物理的に完全に消去できていな

い。ゴミ箱での消去や、フォーマット実施で消去される

のはファイル管理領域のみで、データ本体は実データ領

域にもとのまま残っている。これは基本的な知識である

が、パソコン等のユーザー全てが認識しているわけでは

ない。パソコン等の利便性を理解していても、データの

消し残しがもたらす情報漏洩のリスクについては、意識

外になっている場合が多いようである。パソコンパーツ

の中古市場ではフォーマットしただけ、または、フォー

マットすらされていないハードディスクが販売されてい

るケースが多々あり、中古ハードディスクは「隠れた情

報流失源」となっている。

例えば、2002年１月には、警察職員がハードディス

クのフォーマットを実施して中古業者へ引き渡したパソ

コンより、重要な個人情報が流出した事例が発生してい

る。また、パソコンの修理を委託した業者の作業員がハ

ードディスクのデータをコピーして横流ししたといった

事件も発生している。電子媒体のセキュリティ対策は

「業務情報の流出源が身近なパソコンに潜んでいる」と

いうことを全員に理解させることから始まる。図１、２

は、ある企業が全社員に配布した意識啓発資料例であ

る。

（１）データ消去実施にあたっての方針

業務用パソコン、サーバ等電子媒体を含んだ機器、お

よびフロッピーディスク等のリムーバブル媒体は廃棄、

社外転用、リース返却実施などの時点に、自社の管理よ

り離れる。重要なのは、この時までに媒体に記録された

データを「完全に」消去することである。さらに、媒体、

または媒体を含んだ機器の故障修理を外部業者へ委託す

る場合においても、情報セキュリティの観点からは、上

記の場合と同様に考える必要がある。

「完全消去」を組織として確実に実行するには、消去

技術の目利きのみならず、実施者の勘違い、手順間違い

等を防止するための管理方法や、作業プロセスの確立が

必要である。すなわち、確実な消去、消去結果の確認、

消去完了の証拠保存、さらに、これらの作業プロセスに

おいて第三者の不正な介在を排除する仕組みを確立する

ことである。
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（２）消去方法の選択における留意点

消去方法は、ハードディスク等媒体製造技術の進歩、

および媒体よりのデータ再生、読み出し技術の進歩に対

応して最適な方法を選ぶ必要がある。

さらに、パソコン等の廃棄、転用、リース品返却、ま

たは故障修理など、場合に応じて方法を選択することが

必要となる。例えば、物理的破壊は廃棄時には採用可能

な方法であるが、転用時には採用できない。

①物理的な媒体盤面破壊

これは、物理的に媒体の盤面を破

壊するものである。ハードディスク

専用の破砕機を用いて、媒体の盤面

全体を複雑に変形させ、復元不可能

な状態にしてデータを読み出せなく

する方法と、媒体表面にドリルによ

り穴を開ける方法等がある。気を付

けなければならないのは、ドリルに

よる穴あけの場合、ディスクドライ

ブ自体の機能が正常であれば、媒体

面の傷がついていないトラックの情

報は読み出される可能性があること、

また、仮にドライブ自体の機能も動

作しないとしても、媒体面の傷のつい

ていない部分は、物理的に走査等によ

りデータを読み出される可能性がある

ということである。

②強電磁気照射による媒体破壊

これは、市販の強磁気照射装置を用

いて、電子媒体に強電磁気を直接照射

し、媒体の記録状況を物理的に破壊す

るものである。ただし、ハードディス

クの場合はサーボ信号も破壊されてし

まうため、再利用ができなくなる。

この方法による消去実施の場合、以

下の点についての留意が必要である。

・磁気照射の強さ

一般に、媒体表面の記録状況を電磁気により物理的に

破壊するためには、その媒体の平均保磁力の2倍以上の

大きさの磁気を照射する必要がある。現状のハードディ

スクの平均保磁力が3000エルステッド程度とされてい

るため、真空中の透磁率を1として、約6000ガウス以上

の磁力をかければよいことになる。

・磁場の方向性

通常のデータ書き込みとは異なり、強電磁気による記
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（１）不適当なデータ消去方法、または、不確実なデータ消去実施によるデータ流失�
　　　→�「消去したという認識」（誤認識、技術面での認識不足）�のもとでの取り扱いによる�

　　　具体例：�
　　　　　　①フォーマット実施で全て消去したと誤解（データ管理領域はもとのまま）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→市販データ再生ソフトで簡単に再生可能�
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　　　　　　②輸送を外部業者へ委託　→　荷物の積み替え時に行方不明　�

図2 データが流失する典型的なケース

図1 パソコン等の廃棄・転用時におけるセキュリティ対策の必要性について
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録状況破壊の場合は、円盤形の媒体全体に一気に磁気を

照射する。一方、媒体側での情報の記録は媒体の回転方

向（トラック）と平行に磁化される。このため磁気照射

による破壊の方向と媒体側での磁化の方向を媒体の円盤

面全体で考えると、双方が直行する部分が存在すること

になる。よって、少なくとも媒体の円盤面を90度回転

させて２回以上、磁気照射を実施する必要がある。ただ

し、こういったことを考慮して、１回の磁気照射にて媒

体の円盤面全体の記録状況を破壊できるよう対応した装

置についてはこの限りではない。

③データ消去ソフトを使用した媒体への上書きによ

るデータ消去

ハードディスク、または、それを含む機器を再利用す

る場合は、データ消去ソフトによる方法をとる必要があ

る。ソフトによる消去については各国にさまざまな規格

があるが、それぞれ違うコードで３回以上繰り返し上書

きを実施すると、通常の盤面走査機器を使用しても残留

磁気が読み取れないレベルになると言われている。１、

２回程度の上書き、同じコードによる複数回の上書きで

は、再生が可能なレベルにあることに、注意してほしい。

ソフトによっては、全セクタに対して上書き処理を実施

しないものや、上書きのできなかったセクタをスキップ

して処理するものもあるため、仕様確認が必要である。

なお、データ消去ソフトとしては、消去結果の確認、

実施証明ファイルを作成する機能を備えているものが、

消去完了証拠の保存の観点からは望ましいと考える。

④CD-ROM等の粒断による破壊

CD-ROM等、光磁気媒体の場合、盤面にキズをつけ

ることにより対応するものがあるが、これは盤面を研磨

することによりデータを再生される恐れがある。盤面自

体を物理的に細かく砕いてしまう方法が望ましい。

（３）データ消去作業管理における留意点

データ消去を確実に実施するためには、消去技術の目

利きは重要だが、その技術を使った作業を漏れなく、確

実に実施するためのプロセスの整備も重要である。その

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

ために作業管理基準を定義し組織に導入することが大切

である。

ここでは、作業のチェックポイントと各チェックポイ

ントでの管理項目、内容を説明する。

①データ消去物品の物品管理との関連付けの明確化

全ての物品について、漏れなく対策を実施するには、

データ消去対象物品を日頃の物品管理と関連付けておく

のが望ましい。例えば、物品管理簿等で物品毎に管理番

号が割り振られている場合、データ消去をこの管理番号

単位で行うことにすればデータ消去したパソコンが管理

できる。ただし、この管理番号とパソコン等のシリアル

番号との対応が明確になっていることも必要である。

②物品毎のデータ消去工程管理の実施

（消去実施方法（実施回数）、消去確認結果、消

去作業実施者等）

適切な方法で消去が実施されたかどうか、かつ、結果

の確認記録、作業実施者の記録を残す。具体的には、消

去完了日、消去実施方法、および実施回数、消去実施後

の結果確認、消去および確認実施者名について記録を残

すことにより、「いつ、どうやって、誰が、消去を実施

し、実施結果を、誰が、確認した」のかを管理する。

③物品毎のデータ消去実施確認、および実施証明の

取得、保管

消去実施確認後、消去したことを客観的に証明する証

拠を取得する。消去ソフトを使用する場合は、消去ソフ

トのディスクビューアー機能を利用して実施確認を行

い、レポート機能を利用して消去実施レポートを取得し

実施証明とする。また、強電磁気照射による場合は、デ

ィスク試験器へ接続し、試験器側でディスクを認識でき

ないことを確認し、ディスク試験器が認識できないこと

を示すメッセージのコピーを消去証明とすることで対応

する。

④データ消去を業者に委託する場合の業者管理

データ消去・媒体破壊を専門業者へ委託して実施する
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場合、委託業者側での作業実施場所におけるセキュリテ

ィレベルのチェックを行う。図３はチェック項目例であ

る。

要求するセキュリティレベルを満たさない業者へのデ

ータ消去作業の発注は、発生するリスクを回避できない

と判断される場合、見合わせるぐらいの慎重さが必要で

ある。

⑤輸送を行う際の輸送業者管理、および物品管理と

の関連付けの明確化

データ消去実施時に、データ消去・媒体破壊の委託業

者とは別の業者による媒体輸送が必要となる場合があ

る。この場合は、輸送業者側に管理を委ねることになる

が、輸送中の物品紛失の防止、機密性の確保という観点

から輸送業者側での作業実施時におけるセキュリティレ

ベルのチェックが必要である。図4はチェック項目例で

ある。

これに加えて、作業の再委託の有無、再委託がある場

合の再委託作業内容、再委託先名、および再委託先との

機密保持契約の有無等についてもチェックが必要であ

る。（業務委託の場合は再委託関連について共通的に確

認実施）

要求するセキュリティレベルを満たさない輸送業者へ

の発注は、発生するリスクを回避できないと判断される

場合、見合わせるぐらいの慎重さが必要である。

（4）修理実施時におけるセキュリティ対応の留意点

（修理実施時における対応の留意点と対処について）

パソコン等の故障修理の際、業務情報を収容したハー

ドディスクの取り扱いが問題となる。故障修理時におけ

るハードディスク交換により、業務情報を収容したまま

のハードディスクが業者へ渡らないようにすることが原

則である。すなわち、該当するハードディスクを業者へ

引き渡す前にデータを消去するか、ハードディスクを情

報が収容されていない別のものに交換して業者へ引き渡

すのが理想であるが、以下の課題が存在する。

・機種によりハードディスクの取り外し・交換が難しい

場合がある。

・ハードディスクを交換してしまうと故障修理に支障を

来たす場合がある。

・ハードディスク交換用予備部品の配備が必要となる。

連 載 企 画�

１．考え方�
以下の観点に着目する。� これより、以下の項目についてレベルを定義する。�
①作業場所・物品へのアクセス管理� （１）作業場所の入退出管理�
②作業場所における物品・情報の保管管理� （２）作業場所の物品保管・持ち出し管理�
③作業場所における作業実施状況の監視� （３）作業実施状況の監視�
④作業実施記録の管理� （４）作業実施記録の作成�
⑤作業員の管理� （５）作業員の雇用関係、機密保持契約の有無�
⑥再委託先の管理� （６）再委託実施時の条件、再委託先との機密保持契約の有無�

２．セキュリティレベルの定義と許容度�

項目� 個別レベル� 許容度� 許容度説明�

レベル１� ×� 侵入防止対策なし�

レベル２� △� 侵入防止対策のみの実施�

レベル３� △� 委託先関係者内でのアクセス制限がない�

レベル４� ○� 委託作業に関する第３者のアクセスが制限される�

レベル１� ×� 紛失・一時持ち出し・複製持ち出し発生の可能性あり�

レベル２� △� 一時持ち出し・複製持ち出し発生の可能性あり�

レベル３� ○� 紛失・一時持ち出し・複製持ち出し発生の可能性小�

レベル１� ×� 侵入・持ち出し等のチェック不可�

レベル２� ○� 侵入・持ち出し等のチェック可能�

レベル１� ×� 問題発生時の追跡、原因究明困難�

レベル２� ○� 問題発生時の追跡、原因究明可能�

レベル１� ×� 指揮監督権限・責任が不明確、機密保持規定なし�

レベル２� ○� 指揮監督権限・責任が明確�

レベル１� ×� 再委託作業内容、機密保持責任が不明確�

レベル２� ×� 再委託作業に関わる機密保持責任履行が不明確�

レベル３� ○� 再委託作業内容、機密保持責任が明確�

凡例：� ○� 許容可�
△� 状況により許容可�
×� 許容不可�

内容�

施錠管理、入退出管理なし�

施錠管理のみ実施�

施錠・個人認証管理実施（入室者を限定せず）�
入退出�

雇用契約のない作業員が作業実施�

雇用・機密保持契約のある社員等が作業実施�

常時監視カメラ設置なし�

常時監視カメラ設置あり�

保管記録なし、持ち出しチェックなし�

保管記録あり、持ち出しチェックあり�

作業実施記録なし�

作業実施記録あり�

施錠・個人認証管理実施（入室者を限定）�

発注元の許可が前提、機密保持契約あり�

再委託�

作業員の�
雇用関係�

物品保管�

作業実施記録�

作業状況監視�

保管記録あり、持ち出しチェックなし�

再委託実施条件が不明確�

発注元の許可が前提、機密保持契約なし�

図3 データ消去・本体修理時のセキュリティレベルチェック項目例
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・ハードディスクのユーザー側での回収が保守・故障契

約の中で想定されていないために、ハードディスクが

回収できない。

機種、故障の状況、予備部品配備の可否により対応が

異なるが、故障時に備えて上記課題を考慮した柔軟な対

応をあらかじめ想定することが望ましい。

例えば、保守・修理業者への引渡し前のデータ消去・

ハードディスク交換が難しい場合には、業者との間での

保守契約においてセキュリティ確保に関する条項を取り

決めておく必要がある。また、保守契約とは別に、保守

業者による機密保持宣言等を実施させるなども効果的で

ある。

このような契約・宣言の前提として、保守業者の業務

実施体制、特に再委託関連、および修理作業者の管理状

況等についての情報収集が必要であることはいうまでも

なく、委託業者の作業実施時のセキュリティレベルのチ

ェック（図３）も実施する必要がある。

今回説明した内容は、主に、パソコン、サーバ内蔵の

ハードディスク、およびリムーバブル媒体が主な対象と

なっているが、これらはいずれも現状の技術水準での対

処、管理方法である。今後の技術動向によっては、さら

に進んだ対処が必要となる可能性もあり得る。

残念ながら電子媒体の廃棄・故障は必ず発生する。電

子媒体のセキュリティ対策は技術動向を見据えつつ、情

報システムに保存される情報の重要性とデータ消去にか

かるコストとのバランスを考慮しながら追求して行かざ

るを得ない。

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

本連載へのご意見・ご感想は、弊誌編集部TEL:03-3507-0560、
またはE-mail:bcm@bcm.co.jpまでご連絡願います。

4．あとがき

１．考え方�
以下の観点に着目する。� これより、以下の項目についてレベルを定義する。�
①荷物へのアクセス管理� （１）梱包の実施�    →①の観点に対応�
②荷物の紛失リスク軽減� （２）封印の実施�    →①の観点に対応�
③輸送実施状況の監視� （３）積荷ラベルの付与�   →①②の観点に対応�
④輸送実施状況の記録� （４）積載方法�    →①②の観点に対応�

（５）配送管理�    →④③②の観点に対応�

２．セキュリティレベルの定義と許容度�

項目� 個別レベル� 許容度� 許容度説明�

レベル１� ×� 外見より物品識別可能�

レベル２� ×� 外見より物品識別可能�

レベル３� ○� 外見より物品識別不可能�

レベル１� ×� 機密性確保の保証に欠ける�

レベル２� ○� 機密性確保可能�

レベル１� ×� 個体識別不可、紛失の可能性大�

レベル２� △� 個体識別可能、配送管理との連動性低い�

レベル３� ○� 個体識別可能、配送管理との連動性高い�

レベル１� ×� ワンマン運行で車両が無人となることがある�

レベル２� △� 紛失、誤配送の可能性あり�

レベル３� ○� 紛失、誤配送の可能性少ない�

レベル１� ×� 紛失時、追跡不可�

レベル２� ×� 紛失時、追跡不可（存在は確認可）�

レベル３� △� 紛失時、追跡可能、対応に時間がかかる�

レベル４� ○� 紛失時、迅速に追跡可能�
※：専用車による輸送実施の場合、荷台の箱型トランクの施錠・封印実施により梱包・封印実施としてもよい。�

凡例：� ○� 許容可�
△� 状況により許容可�
×� 許容不可�

配送管理�

梱包�

封印�

積載方法�

積荷ラベル�

管理・記録なし�

顧客受渡し記録のみ�

ラベル連動の記録あり（マニュアルベース）�

ラベル連動の記録あり（オンラインベース）�

専用積載�

ラベルなし�

手書きのラベル�

管理コード付きのラベル�

封印なし�

封印あり※�

宅配便�

中継区間のみ混載�

内容�

梱包なし�

透明シート等による梱包�

ダンボール等による梱包※�

図4 輸送時のセキュリティレベルチェック項目例


