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今月の『ニュースレター』は会員の博士・修士論文の要旨を掲載する。 

 

私の修士論文は２００６年に提出した。拙稿は、『日本経済新聞』が沖縄県で

発行することに合わせて２００８年１０月に『ライブドアニュース』『ＰＪニュー

ス』などから全文が配信された。 

 

 「地方紙の役割と課題 」から(２)地方紙の現況・(４)首都圏の地方紙を掲

載する。拙稿は最小限の手直しに留めた。 
 

                                     高橋健太郎  
 

 

 

 

 

巻頭言 
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 地方紙の役割と課題（２） 地方紙の現況 
 

http://www.pjnews.net/news/532/17484  2008年10月27日 06:43 JST   高橋 健太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ▲近畿地方の地方紙。（撮影：高橋健太郎）  
 

一般紙は全国紙と地方紙に分類できる。全国紙とは『読売新聞』（約1000万部）『朝日新聞』（約800万部）『毎日新聞』（約400

万部）『日本経済新聞』（約300万部）『産経新聞』（約200万部）を指す。これらの朝刊発行部数の合計は約2700万部、日本国内

で発行されている日刊紙の50％を超える（１）。 

 

 全国紙は首都圏・近畿圏などの都市部で強く、東京・大阪・名古屋・福岡など主要都市に「本社」がある。社説や外報面などは

共載だが運動・社会面などは各「本社」が独自に編集している。 

 

 地方紙はブッロク紙・県民紙・地域紙に分類できる。ブロック紙とは同一区分内で複数の県で発行する地方紙である。中部地

方一帯で発行する『中日新聞』（約280万部・自社公表部数・ＡＢＣ協会非認証）九州地方一帯で発行する『西日本新聞』（約90万

部）などを指す（２）。県民紙とは当該県内で発行されている地方紙である。山形県内で発行される『山形新聞』（21万部）岩手県

内で発行される『岩手日報』（22万部）などがある（３）。 

 

 都道府県の半数以上の地域で地方紙の占有率が50％を超えている。きめ細かい地元の情報にページを割いているのが特徴

だ。例えば福島県で発行する『福島民報』（福島・郡山の２本社制）と『福島民友新聞』の場合、県内を６〜７地域に区分し、地域

ごとに編集している。さらに８ページを地元情報に充てている。週末にはタブロイド版の「タウン紙」（１週間分のＧコード付テレビ

欄・グルメ・イベント情報などを掲載）を無料配布している（４）。 

 

 全国紙が１ページから２ページを「県版」として地方ニュースを掲載しているが、情報量では地元紙に劣る。地方紙の経営・編

集などに携わる者の大半が地元の出身者。当然、地方のニュースや話題が掲載される量が多くなる。地域のコミュニケーション

のツールとしても有益である。自治体・経済などの人事異動・訃報記事などの「詳報」は地方紙の独断場だ。 

 

 全国紙も地方の主要都市・県庁所在地などに支局を設置しているが、平均すると１県に10名強の記者を展開（平均３年前後で

異動）している。しかしこの陣容では地方ニュースの詳報は望めない。地方紙の場合、編集局のスタッフで100名を超える。ま

た、印刷締め切りが地方紙より早く、最新の外報ニュースが掲載されない場合もある。これらの理由から地方紙の市場占有率

が高いと考える。 

 

 「東京の一極集中」を憂えるマスメディアが「東京発」のニュースの比重が多く中央の視点で編集している。「地方の視点」で

ニュースが発信される頻度が少ないのは問題があるのではないか。もちろん、地方紙の報道や論調が「地方エゴ」「利益誘導」

などにつながっていることは否定できない。それでも、地方に在住する国民にとって地域のコミュニケーションツールとして重要

である。【つづく】 

 

■関連情報 

注釈 

１ 藤井暁『図説日本のマスメディア第二版』ＮＨＫ出版、２００５年９月３０日、３１頁。 

２ 前掲書、３２頁。 

３ 大島俊彦『新聞の歴史と未来』中日新聞社、２００２年１１月２４日、８９頁。 

４ 日本新聞協会編『日本新聞年間０２／０３』電通、２００２年１１月２０日、１８３−１８５頁。 

http://www.pjnews.net/news/532/17484
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地方紙の役割と課題（４） 首都圏の地方紙  
 

http://www.pjnews.net/news/532/17484  2008年10月29日 03:40 JST   高橋 健太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▲首都圏の地方紙。（撮影：高橋健太郎）  

 

首都圏の地方紙が低迷する理由の一つに1923年の関東大震災の影響がある。震災当日に読売新聞社は新社屋の落成式を予定し

ていた。仮社屋で新聞発行を続けるが、震災翌年の1924年には12万部あった発行部数が５万部まで落ち込んだ（１）。震災後、在京の

新聞社が新聞発行に苦慮するなか、在阪の『大阪朝日』（のちの『朝日新聞』大阪本社）などが東京に進出、全国紙の体制を整えた。 

 

 在阪新聞の東京進出は『都新聞』（のちの『東京新聞』）などの地方紙により大きな打撃を与えた。首都圏の地方紙は社屋に直接的な

被害はなかったものの、用紙の都合がつかず広告が落ち込みキャッシュフローが激変する。このため販売店に供給する販売奨励費も支

給できず部数の低下に歯止めがかからなかった。『横浜貿易新聞』（のちの『神奈川新聞』）は神奈川県下で発行部数１位を誇っていた

が、３位に転落した（２）。在阪紙が海路で新聞を輸送し拡販体制を整えたためである。 

 

 全国紙は拡販体制を整えると同時に「地方版」を新設する。地方支局を開設しローカルニュースを掲載した。特に『読売新聞』は1936年

10月までに36版の「地方版」を新設した（３）。中でも「江東版」がヒットし、毎日40本から60本の地元関係の記事を載せたため江東区で10

万近い読者を獲得するまでになった（４）。「地方版」の新設が経営状況を好転させた同紙は1936年に発行部数が90万部を超えた（５）。

『読売新聞』の成功により他の全国紙も「地方版」を充実させた。 

 

 資本に勝る全国紙が地方ニュースを充実させ、地方でも増紙を実現させた。大正期には全国紙の拡販体制に敗北する。また、戦時中

の新聞統合政策も打撃を与えた。1940年７月１日付で政府は「新聞等刊行物の廃刊勧奨」を提示し、新たに新聞や雑誌を刊行してはな

らないこと、現にある全国紙と県民紙104社は合同または終刊して半分ほどにすること（６）という内容の政令を発令する。 

 

 これにより発行部数が100万部を超える『北海道新聞』（約150万部）が誕生するなど「１県１紙政策」に乗じ、現在も優位性を維持してい

る地方紙もあるが首都圏の地方紙はその恩恵を受けなかった。東京都では『都新聞』と『国民新聞』が統合し、夕刊専門紙『東京新聞』と

して再出発し（７）埼玉県では『埼玉日報』とともに、県内二十の週刊、旬刊紙誌を統合して『埼玉新聞』となった（８）。 

 

 同時に全国紙でも経営統合が進んだ。『日本産業新聞』（のちの『日本経済新聞』）『産業経済新聞』（のちの『産経新聞』）『読売報知』

（のちの『読売新聞』『報知新聞』）などが成立した（９）。この統合が東京に「巨大新聞社」を誕生させ、首都圏の地方紙の経営がさらに悪

化した。 

 

 1967年には『中日新聞』が『東京新聞』を買収し「中日新聞東京本社」とした（10）。題字は継承したが、中日グループの傘下で新聞を発

行している。1974年に『毎日新聞』が定価改定を実施したため、同紙が約30万分減紙し『東京新聞』の部数に加わった（11）。このように

一時的に部数が改善されることはあったが経営体質の改善まで及ばなかった。 

 

 北関東の地方紙は善戦している。『下野新聞』（栃木県・31万部）は1879年に創刊された（12）。朝刊単独紙。県内市場占有率１位。普

及率は40％強。『毎日新聞』と「株の持ち合い」をしている。東京・大阪支社は「毎日ビル」に入居している。近年はフリーペーパーを発

行。小口広告の需要にも応えている。 

 

http://www.pjnews.net/news/532/17484
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2005年２月に18日付朝刊１面トップで「知的障害者が強盗容疑で逮捕・起訴された」冤罪（えんざい）事件をスクープした。この報道が契機

となり栃木県警・宇都宮地検が瑕疵（かし）を認めた（13）。全国紙の宇都宮支局は、県警・地検・弁護士会などのプレスリリースを中心に取

材した。「調査報道」の手法で知的障害者の人権を擁護し同紙の信頼を高めた。 

 

 『上毛新聞』（群馬県・30万部）は1887年に創刊された（14）。朝刊単独紙。県内市場占有率１位。普及率は35％。紙面をセクション折りにし

「第１本紙」（政治・経済・外報）と「第２本紙・ツイン版」（運動・文化芸能）に分けている。1980年代に『読売新聞』を抜き、県内トップとなった。

フリーペーパーを発行。小口広告も重視している。 

 

 戦後も南関東の地方紙は低迷が続く。『神奈川新聞』（23万部）は1890年に創刊された（15）。朝刊単独紙。普及率は７％。『朝日新聞』が株

主の一部を保有する。「地元紙」として定着はしていない。発行部数は大きな変動はなく「横ばい」が続いている。1999年には「神奈川県警の

不祥事隠ぺい」を詳報。紙価を高めた。2004年に新社屋を建設し、資本参加しているテレビ神奈川なども入居させメディアミックスを展開して

いる。 

 

 2005年２月１日に新聞界で初めて「ブログ」を開設した。同年10月29日に「キティホークの後継艦 08年横須賀基地母港」をスクープ。06年１

月１日から55年ぶりに題字ロゴやレイアウトを大幅に刷新した。今後の紙勢拡大に弾みをつける。 

 

 『千葉日報』（19万部・自社公表・ＡＢＣ協会非認証）は1956年に創刊された（16）、朝刊単独紙。1958年に社団法人から株式会社に転換し

た。建て20ページが基本。部数は低迷している。04年から同紙を扱う販売店で千葉県の特産物の販売を行う事業も始めた。05年秋季の機構

改革で政治部・経済部を統合し「政治経済部」を新設。この動きは他の部局にも及ぶ可能性がある。紙勢が拡大しないため効率的な人員配

置に着手した。 

 

 『埼玉新聞』（16万部・自社公表・ＡＢＣ協会非認証）は1944年に創刊された（17）、朝刊単独紙。普及率は低い。整理部の記者が、覚醒剤や

児童虐待の連載記事を出稿するなど「部際」的な記事も読める。内勤部門の記者が記事を出稿するのは異例である。04年７月に新聞本体を

広告で覆う「ラッピング広告」を地方紙で最初に試験的に実施した。しかし紙勢拡大にはつながっていない。 

 

 『茨城新聞』（11万部）は1891年に創刊（18）の朝刊単独紙。普及率は10％。部数は上昇しつつある。1996年に印刷会社を設立し、読売新聞

などの受託印刷を行う。南関東の地方紙は長期低迷から抜け出せないが、題字の変更や機構改革で紙勢拡大を図ろうとしている。【つづく】 

 

■関連情報 

 注 

１ 本田靖治『新聞記者の詩』潮出版社、１９８４年７月１６日、１７２頁。 

２ 鎌田慧『地方紙の研究』潮出版社、２００２年３月５日、３４９頁。 

３ 読売新聞社『読売新聞百二十年史』読売新聞社、１９９４年１１月２日、１４１頁。 

４ 前掲書、１４２頁。 

５ 前掲書、１４２頁。 

６ 福島民友新聞社『福島民友新聞百年史』福島民友新聞社、１９９５年５月２０日、３７９頁。 

７ 鎌田慧『地方紙の研究』潮出版社、２００２年３月５日、５０２頁。 

８ 前掲書、４７８頁。 

９ 藤井暁『日本のマスメディア第二版』ＮＨＫ出版、２００５年９月２０日、３５頁。 

１０ 日本新聞協会編『日本新聞年鑑０２／０３』電通、２００２年１１月２０日、２０３頁。 

１１ 杉山隆男『マスメディアの興亡』?文藝春秋、１８８８年７月１０日、５９３頁。 

１２ 日本新聞協会編『日本新聞協会０２／０３』電通、２００２年１１月２０日、１９２頁。 

１３ 下野新聞「誤認逮捕・起訴」取材班「知的障害者誤認逮捕を我々はどう報道したか」『創』２００５年９・１０月号、創出版、１０８−１１５頁。 

１４ 日本新聞協会編『日本新聞年鑑』電通、２００２年１１月２０日、１９４頁。 

１５ 前掲書、１９０頁。 

１６ 前掲書、１９６頁。 

１７ 前掲書、１９２頁。 

１８ 前掲書、１８９頁。 
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2007.8.29 

宮田敦司 

 

博士論文（要旨） 

 

北朝鮮の独裁体制維持の手法とその限界 

－国民統制の方法と実態を中心に－ 

 

１ 本研究の目的 

 

金日成・金正日政権はなぜ内部崩壊することなく、50年以上にもわたり独裁政権を維持しているのか。

こうした疑問が本稿の出発点となっている。 

金正日政権が内部崩壊しないのは、儒教の価値観を利用した、国民を政権に盲従させるための「教

化」、党組織・治安機関などによる徹底した「監視」、政権に反発した場合にもたらされる強制労働（死

亡もあり得る）に対する「恐怖」が大きく作用しているためと思われる。 

このため、金正日政権は内政・外交ともに様々な問題を抱えながらも、表面的には安定しているように

見える。しかし、金日成が独裁政権を確立して50年以上が経過し、北朝鮮国内および国外の状況が変化す

るなかで、これまでと同様の手法で人間支配を続けることは可能なのだろうか。また、現金正日政権は本

当に安定しているのだろうか。 

金正日は父・金日成からの権力の世襲に成功したことで、朝鮮戦争、冷戦、中ソ対立、冷戦終結、東欧

社会主義国の民主化にもかかわらず、親子二代にわたる独裁体制を維持してきた。 

1948年の建国から現在に至るまでの北朝鮮の歴史は粛清の歴史でもある。独裁政権を維持するうえで障

害になるとみなされた者は、人里はなれた山岳地帯へ追放されるか、政治犯として半永久的に強制収容所

へ収容される。 

こうした粛清だけでなく、金日成・金正日政権は体制維持の環境を作るため、建国以来「戦争」を前提

とした戦時政策を取ってきた。このため、米国を仇敵と国内外に宣伝し、常に対決構造を維持してきた。

つまり、宣伝機関および外交当局が意図的に作り出した米国との緊張状態を利用して「戦時体制」を確立

し、国民に緊張を強いることで国内を統制してきたのである。こうした対決構造は、例えば、経済政策の

失敗の原因を米国の不当な圧力によるものと国民に説明し、さらには米国との戦争準備のためだとして国

民に我慢を強いるための根拠としても用いられてきた。こうして、体制の非合理性を「米国との戦いに勝

利する」ためだとして正当化する一方、これに同調しない国民を体制の敵として排除（強制収容所への収

容または処刑）することにより、体制に従順な国民を核として国内の統制を図り、独裁体制を維持してき

た。 

また、金日成・金正日および労働党の統制のもと、また、外交交渉を通じて米国、中国、韓国をはじめ

とする諸外国、国連機関などから経済援助を獲得し、政権の延命を図ってきた。 

金日成・金正日政権の国内統制の特徴は、あらゆる機会、場所、手段を通じての徹底したマインド・コ

ントロールにある。北朝鮮で行なわれている激しい教化と繰り返される思想教育、慢性の睡眠不足の環境

は、マインド・コントロールに最適の土壌を作り出している。しかしながら現在の北朝鮮では、脱北者の

増加、国外情報の流入に見られるように、住民統制の「ほころび」が次第に大きくなっている。 

本研究の目的は、なぜ金日成・金正日政権が50年以上にもわたり独裁政権を維持することができたの

か、その手法を明らかにすることにある。次いで、各種統制の実情について検討した後、金日成・金正日

政権の限界を解明する。 

なお、独裁政権維持のためには外交、経済等の問題も重要である。また、独裁体制が崩壊する要因とし

ては、外部からの圧力（外国勢力との戦争、経済封鎖、外国からの反体制支持等）と内部からの圧力（経

済危機、国民の不満の増大等）に大別される。しかしながら、本稿は国民統制の手法を解明することを主

題としているため、外部からの圧力については触れず、社会の問題に焦点を当てて論ずる。 
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２ 分析の手法 

 

金日成・金正日政権が長期独裁政権を維持できたのは、独裁体制確立後の国民統制に限定すれば次の3つ

の要素の相互作用の結果であると考えられる。 

それは、「戦時体制」による緊張状態を利用した「教化」「監視」「恐怖」である。 

「教化」とは人間の内面を変え、体制に従順にさせるための思想教育、「監視」は国民に恐怖を感じさ

せることで強制的に体制に服従させることを狙いとし、体制崩壊に結びつく動きを芽のうちに摘発するこ

と、「恐怖」は体制に反発した場合の生命の危険を認識させることで体制に従順にすることである。 

 こうした行為は、個人の人生観や価値観を否定し、国民ひとりひとりを大きな歯車の中のひとつに完全

に組み込み、「独裁者のために生きる」ことに疑問を抱かせないようにすることを目的としている。こう

することで、北朝鮮は他の共産主義諸国よりも、結果的に社会を厳格に統制することに成功してきた。 

その成功の要因のひとつとして、個人の身体的・精神的な自由と時間の剥奪が挙げられる。つまり、学

齢期以降の全ての国民を、職場、近隣関係、学校、団体など、なんらかの組織に複合的かつ重層的に加入

させることで、徹底した集団化を図り、個人を否定したのである。 

こうした認識を基礎に、北朝鮮の国民統制環境（マインド・コントロールをかける環境）を分析する。

本研究では、国民統制環境を「行動の統制」「思想の統制」「情報の統制」の3つの統制に分類する。 

北朝鮮では、先に述べた「教化」「監視」「恐怖」を用いて3つの統制を全ての国民が守るよう強制して

いる。 

 

３ 本研究の特色 

 

閉鎖国家である北朝鮮の内情を知ることは極めて困難である。国民統制の実情となるとなおさらであ

る。これは、北朝鮮が厳格に内部情報の流出を統制しているためである。 

外部から北朝鮮の内情を知る手段として、北朝鮮の公式メディアがある。ただし、これらは全て、①国

内に対しては、体制に従順な国民を作りだすとともに国内の結束を図る、②国外に対しては、金体制の宣

伝および意思表明等を行うための手段という性格を持っている。このため、北朝鮮メディアを活用する場

合は、慎重な分析を加える必要がある。 

こうした問題点を克服するために、本研究では朝鮮労働党機関紙『労働新聞』だけでなく、「朝鮮労働

党出版社」および「朝鮮人民軍出版社」が発刊した思想教育資料を用いる。 

『労働新聞』は北朝鮮を代表する新聞であるとともに、北朝鮮国民へのマインド・コントロールの重要

な手段となっている。また、社説は非労働党員を含む全国民への指示ともいえる内容となっている。 

本研究では金日成が死去した1994年から現在までの『労働新聞』および220冊の思想教育資料をもとに、

北朝鮮の国民統制の実情について検討する。思想教育資料を詳細に検討することにより、国外からの情報

流入の活発化、資本主義文化の浸透、軍の規律低下など、メディアでは明らかにされない国内事情を読み

取ることができる。 

思想教育資料は一般に入手可能だが、北朝鮮人により国外に持ち出されたものである。最近これが増え

ており、分析に値する量を獲得することができた。思想教育資料であるため内容は偏っている可能性もあ

るが、他の資料によって補強することができる。 

本研究の特色は、公式メディアばかりでなく、思想教育資料を手掛かりに、北朝鮮の国民統制の実情を

追求するところにある。さらに、これまで手掛けられなかった、北朝鮮の国民統制制度を体系的に明らか

にするだけでなく、先行研究では用いられなかった資料を論拠とすることで、新たな視点からの論考に挑

むものである。 
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４ 結論 

 

金日成・金正日政権は、国民に対してマインド・コントロールのための徹底した思想教育を施す一方、治安機関

を駆使して監視・弾圧を行ってきた。さらに、歴史を改ざんし、大量の神話を作り出すことで国民に金日成・金正日

の偉大性を宣伝し、「擬似宗教国家」という特異な国家体制を構築することで国内を統制してきた。 

 しかし、いくら国民に金日成・金正日の偉大性を宣伝しても、現実の政策を通じて国民の生活が楽にならなけれ

ば個人崇拝の念は弱まる。 

現在の北朝鮮は深刻な経済危機にある。しかし金正日は、北朝鮮経済を再生させるために改革開放政策など

の大胆な政策転換に踏み切らないだけでなく、長期経済計画の策定を行うことができないなど、計画経済を事実上

放棄した。 

 こうして一般国民の生活が苦しくなるにつれ、末端労働党員の規律が緩んだことで、党組織による統制が緩んで

きた。 

北朝鮮は、党の末端組織として全国に「人民班」（監視・密告組織）を組織してきた。人民班長はいわば末端の体

制維持者である。しかし、いまでは、人民班の機能が低下を続けている。食糧の配給がなくなり、工場が動かなくな

り、職場などでの思想教育を受ける機会が減少したことで、人民班長の存在意義が失われつつあるからである。 

このように、極度な食糧不足が北朝鮮の国民統制を弛緩させた。とはいえ、治安機関により秩序が維持されてい

る限り、飢餓が政権の内部崩壊、クーデター、暗殺などの政権打倒の動きへと直結する可能性は極めて低い。 

これまで述べてきたように、統制の崩壊により国民（党員、治安機関要員、軍人を含む）はマインド・コントロール

から醒め、不満を蓄積させている。さらに、国外情報の流入により金日成・金正日政権の宣伝が嘘であることに国

民は気付きはじめている。 

このため、金日成が死去したいま、カリスマ性もリーダーとしての資質もなく、食糧すら与えられない金正日が政

権を維持することは困難になりつつある。 
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企業における情報セキュリティ対策 
―不正アクセス防止の対策と提言― 2005.3 

 

坊農 豊彦 
日本大学大学院総合社会情報研究科 

 

IT Security Unprotected in Private Corporations 
– Preventive Measures against Illegal Access to their Information Assets – Mar,2005 

 

BONO Toyohiko 

Nihon University,Graduate School of Social and Cultural Study 

 
 

In this essay I will consider how to take preventive measures against illegal access to a computer sys-

tem within a company from a viewpoint of “human” elements. When IT security is put in a dangerous 

situation, and accidents that expose IT security to various risks happen, what is the most important 

factor? Accidents occur because people who use computers and IT systems are little interested in un-

lawful access. 

Highly advanced IT security apparatuses and systems are of little use to prevent accidents. Acci-

dents cannot be prevented by technical means alone. People who use computer systems must realize 

they themselves will be able to prevent accidents if they understand IT security systems properly and 

know what are most effective preventive measures against unlawful access. 

 

 

 
要 旨 

 

近年、インターネットの利用人口は急速に拡大し、それと同時にコンピュータの利用形態も多様化している。企

業はIT革新をいち早く取り入れ、社内のコンピュータは低価格のパーソナルコンピュータが主流なり、パーソナル

コンピュータをLANに接続すれば即時にインターネットが可能になったのである。それにともない、企業内にあるコ

ンピュータシステムはインターネット経由したコンピュータ不正アクセス(以下、「不正アクセス」)の被害をうけてい

る。不正アクセスされたコンピュータシステムは被害をうけるだけではなく、他のコンピュータシステムへの攻撃に

悪用される危険性が高まっている。 

企業内にあるコンピュータシステムの情報データは、顧客、社員、製品内容などの重要な情報資産であり、不

正アクセスが原因で情報データが外部へ流出すると、企業の信用問題や訴訟問題に発展するケースもある。 

企業でコンピュータを利用する社員は、不正アクセスの脅威からコンピュータを守り、企業内におけるコン

ピュータ業務を安全に運営しなければならない。 

この論文は、社内の一般コンピュータ利用者を対象に広くコンピュータセキュリティの知識を向上させ、安全か

つ効率のよいコンピュータ業務を運営することを目的にしたものである。 

第一章では、不正アクセスの範囲と定義を明確する。実際に企業で日常発生している不正アクセスの目的や

被害の影響度や不正アクセス行為者の動機や手法などについて分類して不正アクセスの実態を論ずる。 

第二章では、わが国における各組織でのセキュリティ対策の課題を論ずる。不正アクセスに対する現行法制

度、公共機関や国際標準規格で策定しているセキュリティガイドラインを示し、現状、企業におけるセキュリティ対

策の一般的な手法を示す。 
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第三章では、セキュリティマネジメントの導入方法を論ずる。今後、企業のセキュリティ対策を強化するため

には、技術とルールのコンビネーションが重要である。ルールとは企業が保有する情報資産を守る具体的な

方針や規定を明文化するセキュリティポリシーを策定することである。 

第四章では、セキュリティポリシーでも想定できない不正アクセスが発生した場合の対応措置と不正アクセ

スを発生させない組織体制を確立するために全社員各自の意識改善が必要であることを論ずる。 

大半の企業はセキュリティ対策を急務に進めている。しかし、不正アクセスは、ますます複雑化する傾向に

ある。今後は技術で防御するセキュリティ対策は限界がある。技術的に優れたセキュリティ対策ツールを導入

し企業組織に合致したセキュリティポリシーを策定しても、結局はコンピュータシステムを利用する社員がセ

キュリティに対して意識を持たない限り、企業におけるセキュリティ対策は有効に効果が期待できない。そこで

本論では社員各自にセキュリティを認識させるための教育や罰則を用いて安全なコンピュータ業務を運営す

る提言を行うものである。 
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編集後記 
 

2月12日、北朝鮮は3度目の核実験を行った。北朝鮮はなぜ世界を敵に回してまで核開発を進めるのか。その

最大の理由は100万人の朝鮮人民軍が、兵器の老朽化と士気の低下により、米軍や韓国軍に対して無力になり

つつあるからだ。このような窮状を救ってくれるのが核弾頭を搭載した弾道ミサイルというわけである。北朝鮮は

外部からの圧力から体制を守るために強大な軍事力を保持する一方、内部からの圧力による体制崩壊を防止す

るために国民を厳しく統制している。その究極の目的は、体制を維持することで一握りの特権階層の豊かな生活

を維持することにある。3代世襲が成功したのは、厳しい国民統制を継続することに成功したこと、強大な軍事力

を保持し韓国を人質とすることで米国の武力行使を何度も断念させることに成功したことで、体制を守り特権階

層の既得権益を維持できたからである。既得権益を維持したいのは人間の性であろうが、それが極端な形で表

れているのが北朝鮮という国家なのである。 
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