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はないと外務省のお答えがありましたけれども︑

氏を称することになっている︒先ほど条約違反で

るカップルが法律婚をし︑その九六・二％は夫の

○仁比聡平君 つまり︑一年間に六十六万を超え

というふうになっております︒

御夫婦は二万五千百八十一組で︑割合は三・八％

二組︑割合として九六・二％︑妻の氏を選択した

夫の氏を選択した御夫婦は六十三万五千四百三十

十三組というふうになっておりまして︑そのうち︑

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 上川法務大臣︑時間

するというのが大臣の責任じゃありませんか︒

見を経て︑検討して出されている答申をこれ実現

出すのは︑これは背理じゃないですか︒様々な意

やらない理由に様々な意見があるというのを持ち

て︑それをやらない理由︑つまり法制審の答申を

を踏まえて法制審の答申は出されているのであっ

成の人も反対の人もいることも含めた様々な意見

対の人もいるでしょう︒だけれども︑そうした賛

大臣︑様々な意見がある︑それは賛成の人も反

では作れないということも金融庁︑厚労省に確認

民健康保険︑あるいは健康保険に当たっても通称

今日︑銀行口座を作るについても︑あるいは国

ばならないと思います︒

していかがなものですかと厳しく申し上げなけれ

弁するような姿勢というのは︑これは法務大臣と

で︑やってはならないという人だけの声を何か代

その声を︑何だか賛成も反対もあるみたいなこと

三・三％がやるべきだと言っているわけですよね︒

すよ︒女性を見れば︑例えば二十代の女性は五

いという声が四割︑あるいは四七％になるわけで

な選択的別姓をやるべきだといいますか︑構わな

同一だという形式上の平等があっても︑現実はこ

ですので︑答弁は簡潔に願います︒

したいと思っておりましたけれども︑時間がなく

した声が大きく上がっているわけですよね︒

うなんですよ︒毎年毎年︑六十数万の︑あるいは

○国務大臣︵上川陽子君︶ はい︒

五年︑二〇一三年の婚姻数は合計で六十六万六百

七十万のカップルが誕生し︑女性の六十三万五千

成︑四十代の方は八割の方が賛成だと︒実際︑職

す︒働く既婚女性の七七％の方が選択的別姓に賛

日経新聞が発表した調査がこれ話題になっていま

その下で︑働く女性の意識についての︑三月に

しゃる︒

こうした法律上の強制をされている方々がいらっ

も︑旧姓のままがいいというふうに思いながらも︑

が︑望んでの方ももちろんおありでしょうけれど

す︒

とにつきまして申し上げてきたところでございま

向を見てみましても︑様々な意見があるというこ

ということでございます︒世論調査のこうした動

〇％︑反対が三六・四％︑分からないが四・一％

が三五・五％︑また通称使用のみ容認︑二四・

介させていただきましたが︑夫婦別氏に賛成の者

世論調査も含めまして︑平成二十四年の事例を紹

在り方に深く関わる問題であるということで︑今︑

ただきます︒

に対するセキュリティーについて質問をさせてい

所属の田中茂です︒

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

を終わります︒

力を尽くしていただきたいと願って︑今日は質問

そうした実態をしっかり見て︑実現のために全

理にはもう極めて膨大なコストが掛かる︒

界があるし︑その二重の管理︑通称と戸籍名の管

なりました︒できないんですよ︒通称使用には限

場で通称の使用については相当な苦労があるわけ

○仁比聡平君 時間がなくなりましたから︑本当

去る六月二十四日に法務省のネットワークシス

様々な意見ということでございますが︑家族の

ですよね︒旧姓で仕事をしているという方が四人

に残念ですけれども︑その内閣府の世論調査によ

テムにつながれた端末で不正プログラムに感染し

四百三十二人ですよね︑二〇一三年においては︑

に一人に上る︒その中で︑二つの名前を使い分け

っても︑性別を問わず五十代以下の世代は︑みん

今日は︑法務省のサイバー攻撃︑ウイルス感染

るのが面倒だ︑あるいは判こが二つ必要だ︑こう
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末を持ち歩いていたとのことでありますが︑網棚

事務所を出て︑飲酒等の立ち寄りにタブレット端

大変に不安に感じるところであります︒そもそも︑

全体のセキュリティー体制はどうなっているのか︑

きに遭ったというニュースもありましたが︑政府

ち︑国土交通省の局長がタブレット端末の置き引

上︑原因の調査を進めました︒その結果︑六月二

のためネットへのウエブ閲覧を全部遮断しました

は成功しなかったということでございますが︑念

いません︒セキュリティー機能によってその試行

りまして︑そこから情報が出たということはござ

ステムセキュリティーによってブロックされてお

この不審な通信先への通信の試行は︑当省のシ

いかということを調査している︑そういう状況で

ことはございませんが︑念のためほかに出ていな

されておりますので︑そこから情報が出たという

されましたその試行によっては︑これはブロック

○政府参考人︵嶋智光君︶ 六月十七日に検知

うことでしょうか︒

ないということでしょうか︑まだ疑いがあるとい

○田中茂君 それでは︑現在において情報流出は

以上でございます︒

に荷物を載せるなどは︑民間企業では厳禁であり︑

十四日︑当省の端末が不正プログラムに感染した

ございます︒

と︑こういうことでございます︒

セキュリティー意識が低いのではないかと思わざ

可能性があるということが判明したものでありま

○田中茂君 ありがとうございます︒

た疑いがあるとの報道がありました︒それに先立

るを得ません︒
す︒

そこで︑法務省のセキュリティー対策はどうし

公にするには限界があると︑そう思っております︒

それで︑今現在︑法務省でデータベース化して

アラートを発見しました六月十七日の翌日にすぐ︑

一般的なもので結構ですので︑お聞かせいただけ

そこで︑二十五日にこれを公表したものであり

いつどこで誰がどのようにして発見したのか︒法

試行があったけれども︑つまり不審な通信先への

ればと思います︒

ているのか︑お聞きしたいと思います︒

務省独自で見付けたのか︑あるいは内閣サイバー

通信の試行が確認されたけれども︑これはブロッ

また︑法務省では︑そのような秘匿性の高い情

いる重要情報としてどのようなものがあるのか︒

セキュリティセンター︑ＮＩＳＣからの情報なの

クされていますということはＮＩＳＣには報告し

報の管理体制はどのようになっているのか︑この

ますが︑ＮＩＳＣ︑つまり内閣サイバーセキュリ

か︒具体的な経緯及び︑現在調査中と聞いており

ております︒また︑その後も随時調査の進捗状況

点も︑話せる範囲で結構ですので︑お聞かせいた

最初の質問ですが︑今回の法務省の端末が不正

ますが︑現状について︑ＮＩＳＣとの協力関係も

等についてＮＩＳＣに報告しまして︑六月二十四

だければと思います︒

セキュリティーに関しては︑特に技術的なものは

含めてお聞かせいただけませんでしょうか︒

日には不正プログラムに感染した疑いがあるとい

○政府参考人︵嶋智光君︶ 法務省で管理して

ティセンターとの関係におきましては︑まずこの

○政府参考人︵嶋智光君︶ お答えいたします︒

うことが判明したものですから︑これにつきまし

おります︑そういうセキュリティーの非常に高い

プログラムに感染した疑いがある事案に関して︑

昨月︑六月十七日に︑法務省が保管している端

てもＮＩＳＣに報告しております︒

よって確認されました︒これは︑当省が設置して

先への通信の試行があるということが当省職員に

ところでございます︒

ろ援助をいただきまして対応を講じているという

ＮＩＳＣとの関係におきましては︑随時いろい

は差し控えさせていただきたいと思っております

ましては︑その性質上︑この場ではお答えするの

情報がどのようなものであるかということにつき

末︑使用している端末につきまして︑不審な通信

おりますセキュリティーシステムに引っかかった
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いうネットワークシステムでありまして︑他の外

務省独自︑法務省の一般事務を扱っている︑そう

た法務省のネットワークシステムというのは︑法

の関係で申し上げれば︑今回この試行が検知され

が︑今回のネットワークシステムのインシデント

たします︒

○最高裁判所長官代理者︵中村愼君︶ お答えい

でしょうか︒

いかになっているのか︑お聞かせいただけません

る重要情報︑どのようなものなのか︑管理体制は

次に︑最高裁においてもデータベース化してい

そう思っております︒

すので︑その辺十分注意をしていただきたいと︑

なり重要なものがたくさん含まれていると思いま

があるかというのは大体想像は付くんですが︑か

ばと思います︒

になっているんでしょうか︑お聞かせいただけれ

○田中茂君 公安調査の情報についてはどのよう

ざいます︒

そういう問題が発見されたと︑こういうことでご

ておりまして︑法務省本省の一般事務の中だけの

との間にはファイアウオールがしっかりつくられ

な情報について情報漏えいというようなことがな

裁判所としては︑そのような︑含まれている重要

ざいましたとおり差し控えさせていただきますが︑

的に申し上げますのは︑先ほど法務省の答弁もご

その中に含まれている重要情報ということを具体

スを構築して活用しているところでございます︒

行政に関する情報の管理を目的としてデータベー

裁判所におきましても︑事件情報の管理や司法

法務省において︑ＣＳＩＲＴの構成及び専門家

ＲＴが設置されていると︑そう聞いております︒

で期待されて︑二〇一三年までに全省庁にＣＳＩ

ったＣＳＩＲＴ︑これは緊急対応組織ということ

はないかと︒そういう意味で︑今さっきおっしゃ

う思います︒そういう意味での危機管理が重要で

問題は感染後の緊急事態への対応の仕方だと︑そ

前提で処理すべきであると︑そう思っております︒

でありまして︑ウイルスには必ず感染するという

そこで︑サイバー攻撃は日常化しつつあるわけ

庁とはまた別のシステムになっております︒そこ

○政府参考人︵嶋智光君︶ 委員御指摘の公安

きましては︑これは︑今回ウイルスが発見された︑

情報︑ふだんから収集しています治安情報等につ

かと承知しますが︑公安調査庁が扱っている治安

ＳＩＲＴというんでしょうか︑そういうのと同様

ただきますが︑現在政府において置かれているＣ

内容は︑事柄の性質上︑答弁を差し控えさせてい

データベースの保護の技術的な対策の具体的な

が害され又は害されるおそれがある事象が発生し

法務省内におきましては︑情報セキュリティー

○政府参考人︵嶋智光君︶ お答えいたします︒

ら︑それじゃお願いいたします︒

の有無︑レポートラインといいますか︑指揮命令

不正プログラムが発見されたネットワークシステ

に︑最高裁の事務総局情報政策課に情報セキュリ

た場合につきましては︑今委員御指摘のＣＳＩＲ

いように管理体制を構築しているところでござい

ムとはまた別のネットワークシステムでございま

ティー対策の専門の係を設けまして︑同様の体制

Ｔ︑そのためにＣＳＩＲＴという組織を整備して

調査庁の情報といいますのは非常に保秘性が高い

す︒現場で情報収集している︑その際につくって

で管理等を行っているということでございます︒

ございます︒

系統はどのようになっているのか︑チェック体制

いるネットワークは先ほど申し上げましたとおり

○田中茂君 ＣＳＩＲＴについては先にお答えい

これは︑最高情報セキュリティ責任者︑ＣＩＳ

ます︒

別のシステムでありまして︑そこにはしっかりと

ただいたんですが︑今からちょっと質問いたしま

Ｏと呼んでおりますが︑この最高情報セキュリテ

ものでございまして︑そういう観点からの御質問

したファイアウオールがございます︒

すが︑どちらにしろ︑どういう秘匿性の高いもの

を含めてお聞かせください︒まずは法務省の方か

○田中茂君 ありがとうございます︒
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ＣＳＩＲＴは︑情報セキュリティーインシデント

法務省の独自のものでございまして︑この法務省

運用面︑技術面等のスタッフによって構成される

方︑これは行政府の方での言い方だと思うので︑

ＲＴとは言わないと思うんですが︑多分別の言い

と思うんですが︑最高裁の方でも同様な︑ＣＳＩ

この件についてはまたちょっと後で質問したい

うな体制を整えているということでございます︒

ったような場合には復旧支援等を迅速に行えるよ

るところでございますし︑また︑仮に事故が起こ

確に情報共有ができるというふうな形を取ってい

係に所要の情報が集約され︑内外の関係部署と的

態が発生した場合におきましては︑速やかにその

が発生した際︑その発生した事案を正確に把握し︑

最高裁においても同じように︑その構成及び専門

○田中茂君 ありがとうございます︒

は思います︒

被害拡大防止︑復旧︑再発防止等を迅速かつ的確

家の有無︑先ほどＣＩＯとおっしゃいましたが︑

ィ責任者であります官房長をヘッドとしまして︑

に行うことを可能とする︑そういうものでござい

その有無︑あとレポートライン等チェック体制が

のＣＩＯ補佐官︑実際に法務省の中で勤務してい

官という技術的な専門官が入っておりまして︑こ

少し先に答弁してしまいまして申し訳ございませ

○最高裁判所長官代理者︵中村愼君︶ 先ほど︑

いと思います︒

どのようになっているのか︑お聞かせいただきた

いうか︑雇用期間終了後の安全性の確保が極めて

思うんですが︑その場合に︑セキュリティー面と

の専門家について︑民間会社からの採用になると

に大事かというのが分かるわけでありますが︑そ

そんなに専門ではないので︑ＣＩＯの方がどんな

先ほどもちょっとお話ししましたが︑ＣＩＳＯ︑

ます︒

ただいているのですが︑このＣＩＯ補佐官は内閣
んでした︒

ちなみに︑このＣＳＩＲＴの中にはＣＩＯ補佐

官房における非常勤の国家公務員として任用され

○田中茂君 今︑ＣＩＳＯということで︑黒川さ

ざいます︒

って働いていただいていると︑こういうことでご

方でして︑国家公務員という立場で守秘義務を持

しても併任されているんですけれども︑そういう

ります︒さらに︑それらの情報を︑インシデント

総局情報政策課の専門官ほかの係員で構成してお

下にインシデント担当者︑窓口ということで事務

者ということで情報政策課の参事官を置き︑その

策課長を置いております︒インシデント管理責任

同様に︑まず責任者ということで最高裁の情報政

付けてはいないんですが︑政府等のＣＳＩＲＴと

は国家公務員としての身分を有しております︒し

明させていただいたんですが︑このＣＩＯ補佐官

○政府参考人︵嶋智光君︶ 先ほども若干御説

的にちょっとお聞かせいただければと思います︒

は思うんですが︑どのようにしているのか︑具体

の秘密保持などの契約︑交わしていらっしゃると

具体的にはどのようにしているのか︒任期終了後

そこで︑その会社との採用形態といいますか︑

重要だと思っております︒

んですか︑がなっていらっしゃるんですか︒多分

アドバイザーということでＣＩＯ補佐官等の助言

たがいまして︑国家公務員法第百条に基づく守秘

最高裁におきまして︑ＣＳＩＲＴという名前は

官房長というと多忙を極めていらっしゃると思う

を受けつつ︑迅速に分析︑検討し︑適切な対策の

義務というのを負っておりまして︑これは職員が

た上で当省に派遣いただいている︑当省の職員と

ので︑あと︑官房長が果たしてセキュリティーに

立案︑指示するための体制を整えているところで

以上です︒

そんなに精通していらっしゃるのかどうかは微妙

その職を退いた後といえども守秘義務は課せられ

る︑そういう規定になってございます︒

ございます︒
それによりまして︑情報漏えい等︑仮に緊急事

なところなんですが︑そういう意味でその今おっ
しゃったＣＩＯ補佐官というのがいらっしゃると
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おきましては︑ＣＩＯ補佐官︑補助者について競

○最高裁判所長官代理者︵中村愼君︶ 裁判所に
ティーを高めるとしていますが︑これまでの状況

本法が成立しまして︑政府ではサイバーセキュリ

ファイル︑何人か引っかかった方はいらっしゃる

ど︑今までの訓練で︑おとりメール︑おとり添付

○田中茂君 お答えできる範囲で結構なんですけ

りませんでしたけれども︑その結果については私

を考えれば︑果たして全体としてのセキュリティ

この点について︑法務省ではいかなる取組を現

も聞いておりませんので︑ちょっとお答えができ

争入札を実施いたしまして︑落札業者との間で委

在で行っているのか︒今の体制は分かるんですが︑

ません︒申し訳ございません︒

んですか︒

契約におきましては︑その受託者に対して資格

標的型メール攻撃への訓練とか教育︑その辺を含

○田中茂君 先ほども言いましたように︑法務省︑

ー意識が高いか疑問を持たざるを得ないわけであ

要件という︑情報セキュリティマネジメントシス

めて具体的にお聞かせいただけませんでしょうか︒

最高裁には秘匿性の高い情報がありますので︑サ

託契約を結んで︑最高裁の定める資格要件を満た

テム適合性評価制度の認証でありますとか︑ＩＴ

○政府参考人︵嶋智光君︶ お答えいたします︒

イバー攻撃が今︑日常茶飯事になっております︒

○政府参考人︵嶋智光君︶ 私自身は引っかか

ストラテジスト等の公的資格を持っている等︑い

法務省におきましては︑この基本法が施行され

今後も様々なウイルス︑サイバー攻撃が出てくる

ります︒

ろんな要件を課しているところでございます︒

る以前から︑相当前からネットワークシステムの

と想定されます︒そこで︑もちろん感染に対する

す者をＣＩＯ補佐官及び補助者として充てること

さらに︑機密保持の点でございますが︑これは

情勢を踏まえました適正な教育を行っているとこ

になっております︒

受託者の契約におきまして︑業務の全期間及び委

事前防止も大事でありますが︑感染後への迅速な

対応には十分な危機意識を持って臨んでいただき

ろであります︒全職員に対して情報の適正な取扱
いやサイバー攻撃に関する訓練を行ってきており

託期間の終了後におきましても業務上の秘密等を
第三者に開示しないということで契約を定めてお

たいと︑そう思っております︒

最後に︑時間がもうありませんが︑質問させて

ます︒
また︑施行後は︑情勢を踏まえた標的型メール

りまして︑適切な管理がなされているものと認識
しております︒

うなのか︑その辺は厳重な契約ということで︑あ

るのか︑もしそれができなかった場合の罰則がど

終わった後その方が常に秘密保持をしていただけ

雇用形態︑そういうことで︑問題は︑とにかく

としました一般的な研修︑こういう中におきまし

対象にした訓練︑研修︑それから一般職員を対象

しております︒また︑情報セキュリティ責任者を

うにできるかどうかと︑こういう訓練をやったり

にメールを送り付けまして︑ちゃんと開かないよ

のみでありますが︑元少年が書くことが唯一の自

際に本は読んでおりません︑メディアからの情報

ありましたように︑この件に関しては︑私自身実

が︑例の神戸児童連続殺傷事件︑先ほどもお話が

なものですから重なる部分があって恐縮なんです

先ほど山先生からも質問がありまして︑最後

いただきます︒

と国家公務員という立場でその後も続くというこ

ても情報セキュリティーに関する講義などを行い

己救済の方法であったと︑非常に違和感を私は覚

等のサイバー攻撃に関する訓練︑これは実際職員

とですので︑その辺はしっかりとしておいていた

まして︑その一層の意識の向上というのを図って

えたわけであります︒被害者遺族にも自己救済の

○田中茂君 ありがとうございます︒

だきたいと思います︒

いるところでございます︒

次に︑最後に︑昨年︑サイバーセキュリティ基
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きなくはありませんが︑もしそうであれば︑ネッ

理学的見地などから知りたいという意見は理解で

覚ではあり得ないと思うわけであります︒犯罪心

業的な方法で出版することに関しては︑通常の感

少年がそうであったとしても︑それを公表して商

方法などないのは明らかであります︒万が一その

ことについては︑これはこれからもしっかりと取

いただくところまで切れ目ない施策の支援という

罪を受けたところから本当に平穏な生活に戻って

法の理念にのっとって尊厳を守りつつ︑また︑犯

ないというふうに思うところでございます︒基本

で苦しめ続けるという状態は本当にあってはなら

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 田中君︑時間です︒

り組んでいくべきことであるというふうに思って

このような︑先ほど言いましたサムの息子法︑

○田中茂君 時間ですので簡潔に締めをしたいと

トで限定公開するなど商業的ではない方法なども

アメリカでもあるようでありますが︑犯罪者が自

思うんですが︑本がなかなか売れないこの御時世

おります︒

らの事件を商業的に利用して金銭を得ることには

に初版分が十万部を刷り︑また増刷もしていると︒

あったのではと︑そう思っております︒

歯止めを掛けるべきではないかとも私自身は考え

出版社の意図があからさまであるわけであります︒
事件であったわけでありますが︑それほど社会全

ておりますが︑先ほど大臣はお答えになりました
を与えておりますので︑上川大臣のこの件につい

体に大きな衝撃と影響を与えたわけであります︒

そこで︑この事件︑少年法が改正されるほどの

て御意見をお聞かせいただければと思います︒

司法制度改革の骨子が市民感覚を反映させた司法

が︑非常にこの件は社会的にも大きなインパクト

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 上川法務大臣︑時間

を目指しているのであれば︑市民感覚を必要とす
被害者や遺族が二重三重に苦しむことにより︑も

ですので︑簡潔にお願いいたします︒
御指摘のとおり様々な意見がございまして︑出

っと被害者遺族の立場に立った施策を是非とも検

るのは裁判員裁判だけではないと思っております︒

版に対しての規制︑抑制ということになりますと︑

討していただきたいと︑そのように思って︑私の

○国務大臣︵上川陽子君︶ はい︒

当然のことながら表現の自由等の観点ということ

質問を終わりにいたします︒

度にとどめ︑これにて散会いたします︒

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 本日の調査はこの程

どうもありがとうございました︒

がございますので︑慎重な検討が必要である案件
というふうに考えているところでございます︒
被害者の皆さんの︑また御遺族の皆さんの本当
に思いを考えますと︑大変︑二次被害︑三次被害

午前十一時四十九分散会
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