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東京海上日動あんしんコンサルティング（TAC)について

１．会社名 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社

２．設立 1948年1月13日

３．資本金 1億円

４．株主 東京海上日動火災保険株式会社

５．本店所在地 東京都中央区日本橋１－１９－１ 日本橋ダイヤビルディング８階

６．代表取締役社長 神田 修

７．社員数 ２１２名（２０２２年４月１日現在）

８．主たる事業内容
損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務
金融商品仲介業 関東財務局（金仲）第６７２号
ライフプランニング業務

９．営業店舗
本店・ライフプランニング事業部・名古屋支店・大阪支店
中四国支店・九州支店

１０．主取引銀行 三菱UFJ銀行



自己紹介
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藤巻 知也 Tomoya Fujimaki

【所属】

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 公務広域法人部

℡03-3243-8977   t_fujimaki@web-tac.co.jp

【担当分野】

同業者団体・広域団体・医療マーケット・健康経営・中小企業支援

【職歴】

1984年4月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社

2017年3月 同社繰上定年退職

2017年4月 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社入社



１．サイバー攻撃の動向・トピックス

２．2022年4月施行「改正個人情報保護法」の

ポイント

３．インシデント対応プロセスと支出が想定され

る各種費用

４．実際のサイバー被害事例から考える

本日お伝えしたいこと
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（１）IPA（※）「組織の情報セキュリティ１０大脅威２０２２」

出典：IPA

https://www.ipa.go.jp/security/vulm/10threats2022.html
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第１位：ランサムウェアによる被害

第２位：標的型攻撃による機密情報の搾取

第３位：サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

第４位：テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃

第５位：内部不正による情報漏えい

第６位：脆弱性対策情報公開に伴う悪用増加

第７位：修正プログラムの公開前を狙う攻撃（ゼロデイ攻撃） NEW

第８位：ビジネスメール詐欺による金銭被害

１．サイバー攻撃の動向・トピックス

（※）独立行政法人 情報処理推進機構
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１．サイバー攻撃の動向・トピックス

（２）「サイバーリスクは誰にでもある！」

メールやインターネットはいつでも・どこでも・誰でも使える

２４時間・３６５日・世界中

いつでも・どこでも・誰でもサイバーリ
スクに遭う



7

１．サイバー攻撃の動向・トピックス

（３）個人情報漏えいは無かったけれど

①「Emotet」に感染！

・約1ヶ月半社員全員お詫びし続ける

・社長は途方に暮れ廃業の恐怖に独り怯える

・全員が精神的負担の極限に迫る

②「ランサムウェア」に感染！

・問い合わせ、お叱りの電話が鳴りっぱなし

・注文情報、取引履歴閲覧不能に

・売上半減、廃業危機に

・切羽詰まり身代金払うもデータ完全復旧できず信用失墜
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１．サイバー攻撃の動向・トピックス

③踏み台にされ取引先で被害発生！

・取引先からやるべきことを怠っていたと叱責

・社会的制裁（バッシング）を受ける

・信用、取引、お金、人材を失う

①～③とも悪意のある犯罪集団の仕業で

本来は被害者であるのに

加害者にされてしまう



２．2022年4月施行改正個人情報保護法のポイント
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（１）一定の基準を満たす個人情報の漏えいが発生した場合

①個人情報保護委員会（※）への報告

個人情報保護法を所管する政府機関であり、個人情報取扱業者等に対して、いつ様な指導・助言や報告徴収・立入検査を行い、
法令違反があった場合には、必要に応じて勧告・命令等を行う。

②漏えい対象となった被害者本人への通知
義務化

（２）一定の基準を満たす個人情報の漏えいとは？

①要配慮個人情報の漏えい、滅失もしくは毀損、またはそのおそれのある場合

②不正利用されることにより財産的被害が発生するおそれがある場合

③不正の目的をもってアクセスされたまたはおそれがある場合 サイバー攻撃
④漏えいまたはおそれのある被害者が1000人を超える場合
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（３）実務においてどのような影響が生じるか？

①個人情報保護委員会への報告方法

・速報 事故発生から約３～5日以内

・確報 事故発生から約３０日以内

不正アクセスに該当する場合は約６０日以内

②個人情報保護委員会への報告内容

概要 原因被害者数

二次被害またはおそれの有無 再発防止策

本人への対応実施状況

２．2022年4月施行改正個人情報保護法のポイント
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（４）想定される対応と発生しうる費用

①原因調査、被害範囲特定のための「フォレンジック調査」

端末1台あたり100万円～200万円

②漏えい被害者からの問い合わせ対応

コールセンターの増設、外注費、超過人件費の発生

③漏えい被害者へのお詫び対応

文書作成に於ける「相談費用」や被害者への通知にかかる「通信費」

保護委員会
だけ報告す
れば終わり
でない

（５）悪質な違反がある場合

法人名公表・罰金1億円以下

２．2022年4月施行改正個人情報保護法のポイント
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

事故対応プロセス（例）

ケース
スタディ
（架空）

業種・規模： 製造業、社員数約50名、売上高約5億円
事故・被害： 標的型メール攻撃により、社内PC10台がマルウェアに感染。取引先の機密情報および顧客の個人情報約500件が流出
経緯： セキュリティ運用管理会社に情報流出の可能性を指摘され発覚。その後本格調査に乗り出し、事故・被害の全容を把握

求
め
ら
れ
る
対
応

検知 初動対応 本格対応 事態収拾 再発防止
計画

•検知内容の精査 •影響の調査
•影響箇所・範囲の特定

等

•ログ収集
•証拠保全
•原因・被害調査
•バックアップ復元 等

•見舞金
•広報対応
•弁護士費用 等

•再発防止のための各種
施策(技術対策、教育、
ルール作り等)の計画策定

想
定
費
用 約500 万円

(社内で対処)

約3,000 万円 約 4,000 万円 約 500 万円

※ 上記金額はあくまで想定です。個社の状況、事故の内容、対応業者等により金額は変わります。

初動対応・フォレンジック調査費用
ダークウェブ調査費用

コールセンター設置費用
弁護士費用

再発防止費用

コンサルティング費用

合計
約８,000万円



13

３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

（１）想定される対応と発生しうる費用 以下全て日本ネットワークセキュリティ協会
インシデント損害額調査レポート２０２１から引用

①初動対応：フォレンジック調査費用

サイバーインシデントが発生した場合、初動対応やフォレンジック調査（PCの中に残されたログを解

析し、事故の原因や影響・被害範囲を特定する調査）を実施する必要があるものの、高度な専門性
を要するため、一般的には専門の事業者に委託する。

具体的な委託内容

・ネットワーク遮断、証拠保全、被害拡大防止

・フォレンジック調査

・初動対応・フォレンジック調査後の対応方針のアドバイス・支援

・被害者への謝罪、メディアや関係機関などへのコミュニケーションの支援

・クレジットカード会社との調整支援

費用

初動対応：約１００万円 フォレンジック調査：ＰＣ１台約１５０万円、サーバー１台約２００万円

マルウェア感染の範囲が拡大した場合フォレンジック調査の対象が増加すると費用は数千万円に及ぶ場合もある
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

②ダークウェブ調査費用

ダークウェブとは、一般的なウェブブラウザでは閲覧することができない、匿名性の高いネットワー
ク上に構築されたサイト群。情報漏えいが発生した場合、特に取引先に関連する情報等がダーク
ウェブ上でその情報がやり取りされていないかを確認することの検討も必要。ダークウェブの調査
は高度な専門性を要し、専門事業者への委託が必要。

ダークウェブ調査会社への委託費用例

・スポット検索調査（３ヶ月）：５００万円～１，０００万円

・年間調査：１，５００万円～４，０００万円

・認証情報（ユーザーＩＤなど）の情報流出調査：１，０００万円～５，０００万円

・技術者を介在させた調査を実施する場合、概ね数百万円～数千万円程度のコストを要すると

想定される

・ダークウェブでは、英語以外の言語も多く使用されており、これら言語に精通した要員を調達する

ためのコストも大きくなる
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

③コンサルティング費用

インシデントによってお客様、取引先など第三者に被害が発生する。また、世間の受け止め方も念
頭に入れた上で、対外的にインシデントの概要や対応方針等を示していく必要がある。

これらの対応は、危機管理・メディア対応を行う専門の事業者（コンサルティング会社等）へ依頼す
ることが通常。

コンサルティング費用の一例

対応コンサル 費用 対応の概要・補足

上級 ２０万～２５万円／日 ２５万円×１０日間（事案によって対応日数は大幅に異なる）

中堅 １５万～２０万円／日 １５万円×１０日間（事案によって対応日数は大幅に異なる）

合計 数百万円～ 謝罪文例の作成やレイアウト、記者会見のサポート、広
告の手配など、様々な対応業務の支援に係る費用

・ある事業者では、プロフェッショナル１名あたり１時間数万円程度の時間単価に加え、お詫び文等

の対外的に発信する文章・ツールのチェックでそれぞれ数十万程度の料金を設定

・危機管理コンサルティングに係る費用は一律に定まったものはなく、対応する事案内容や企業と
の取引状況によって左右される
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

④弁護士相談費用

サイバーインシデントが発生した場合、リーガル面の考慮が必要。特に２０２２年４月施行の改正個
人情報保護法においては、一定の要件のもとで被害者への通知の義務化等が実施。この点を踏
まえた対応が必要。リーガル面での各種対応は法律事務所へ依頼するのが通例。

対応検討項目

・被害者への通知、その他関係者に対する各種対応策の策定

・個人情報が漏えいし訴訟が提起された場合の各種対応

・クレジットカード情報が漏えいした場合のクレジット会社との損害賠償等に関する折衝

・個人情報保護委員会への報告

弁護士相談費用の一例

対応弁護士 費用 対応の概要・補足

筆頭クラス ４万～５万円／時間 ５万円×１０時間（事案によって対応時間は大幅に異なる）

次席クラス ３万～４万円／時間 ４万円×１０日間（事案によって対応時間は大幅に異なる）

合計 数百万円～ 各種対応を依頼する場合には数十万～、大手事務所に
依頼する場合は数百万円～
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

⑤コールセンター設置費用

サイバーインシデントが発生して、お客様の個人情報の漏えいが発生した場合、被害者やその家
族だけでなく、その企業のすべてのお客様、部外者等からの問合せに対応するため、電話による
受付体制を整備する必要があり、一般的には、コールセンター運営事業者へ委託する。

主な業務内容

・ＦＡＱやスクリプトの整備

・スーパーバイザーやオペレーターへの研修

・システムの改修・設定

・関係者からの電話受付などの受信業務

コールセンター設置費用の例

会社 初期費用 運用費用 備考

Ａ社 約500万円 初月約1000万円（2ヶ月目以降は縮小）オペレーター10席程度。通信費は別途 録音は3ヶ月保存

Ｂ社 約550万円 初月約1500万円（2ヶ月目以降は縮小）オペレーター10席程度。通信費は別途 録音は1年保存

Ｃ社 約100万円 初月約300万円（2ヶ月目以降は縮小）オペレーター10席程度。通信費は別途 録音は6ヶ月保存

・オペレーター１席あたりの価格に引き直した場合、概
ね１ヶ月１２０万円～２００万円

・３ヶ月の対応を実施する場合、初月はオペレータ席３
席、２ヶ月目以降は1席の場合、６００万円～１０００万
円が必要
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３．インシデント対応プロセスと支出が想定される各種費用

⑥再発防止費用

インシデントの収束に向けて特に重要なのは再発防止の対応。関係者が納得する形での収束に
向けて、再発防止策を策定し、セキュリティ対策の強化に資するサービス・製品、教育などの導入
に着手する必要がある。

想定される費用

・セキュリティ商材導入費用：セキュリティ商材・サービスを導入した場合の費用

・組織編成費用 ：セキュリティ組織の立ち上げや組織強化を行った場合の費用

・セキュリティ教育実施費用：再発防止のためのセキュリティ教育を実施した場合の費用

サービス 費用 サービス概要

Ａ ・初期費用：400万円程度 （ログソースの決定、ＳＩＭＥの検知ルールの作成等）
・年間費用：５００万円程度
・必要に応じて追加費用発生 （回線準備やＳＩＭＥライセンス費用）

24時間365日対応可能
複数機器を監視し高度な
相関分析を行う

Ｂ ・初期費用：３０～40万円程度
・年間費用：１００～６００万円程度（定期的な報告会・技術的問合せ対応等）
・必要に応じて追加費用発生 （回線準備やＳＩＭＥライセンス費用）

24時間365日対応可能
対象機器のセキュリティイ
ベントログの分析を行う

組織編成費用の例 初期費用及び年間費用で数十万円～数百万円
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４．実際のサイバー被害事例から考える
（１）保険金支払い事例：Emotetの感染
●業種 ：製造業（食品関連）

●従業員数 ：約２００名

●支払保険金：３，５００万円

原因・被害範囲調査費用：１，３００万円

弁護士費用：２００万円

コンサルティング費用：１，０００万円

再発防止費用：１，０００万円

事故概要と保険金支払いまでの経緯

①Ｅｍｏｔｅｔと呼ばれる非常に感染力の強いマルウェア（コンピューターウィルスなどユーザーのデバイスに不
利益をもたらす悪意のあるプログラムやソフトウェアの総称）に感染

②マルウェアにより過去にメールをやり取りしたことがある関係者（含む取引先）宛に感染した会社の社員をか
たった「なりすましメール」が毎日１４～１５万件ペースで発信された

③感染したパソコンは５台だったが、フォレンジック調査を含む原因・被害範囲調査費用で１，３００万円の保
険金が支払われた

④「セキュリティ強化計画サービス」を策定するためにコンサルティングを受けその費用として１，０００万円の
保険金が支払われた

⑤再発防止費用として外部の専門事業者の「不正アクセス検知サービス」の導入費用のうち１，０００万円の
保険金が支払われた
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４．実際のサイバー被害事例から考える

（２）フォレンジック調査について

①フォレンジックの相場は端末１台当たり１００万円～２００万

円。専門家が手作業で対応する職人技

②フォレンジックの目的は第三者への説明責任を果たすこと。

通常中小の事故では必要ない場合が多かった

③２０２２年４月施行の改正個人情報保護法によって好むと好ま
ざるを問わず第三者への説明責任が発生



｜企画書タイトル｜March 1, 2015

ご清聴ありがとうございました


