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発刊にあたって 

 

現代日本は、労働人口の減少、労働生産性向上に対する要求の増大、ワークライフバラ

ンスへの対応など多くの社会問題を抱えているわけでありますが、これらの問題解決には

IT技術の活用が必須である状況となっております。 

IT技術の活用において、現在最も注目を浴びているのはクラウドコンピューティングの

利用であり、政府、企業ともに上記の問題解決を実現すべくクラウドコンピューティングの

利用が推進されているところであります。 

しかしながら、2011 年（平成 23 年）に経済産業省が策定した「クラウド利用のための

情報セキュリティマネジメントガイドライン」において、 

 

「クラウドコンピューティングは、「IT の所有」から「IT の利用」への転換を促すと

予想され、その利用によって、組織が情報システムの構築・運用作業から解放されるこ

とが期待される。クラウドコンピューティングを利用することは，運用管理コストの低

減、需要に応じた柔軟かつ迅速な調達に応えると同時に、大規模データ解析，最先端の

アプリケーション利用が安価に実現できるため、IT 業界のみならず、農業や商業など、

様々な業界からその普及、発展が期待されている。 

そのような期待があるにもかかわらず、現時点で我が国でのクラウドコンピューティ

ング利用は限定的である。その原因の一つとして、情報セキュリティに対する懸念があ

る。クラウドコンピューティングは、クラウド事業者の管理の下で他の利用者とコンピ

ュータ資源を共有するため、情報の機密性・完全性・可用性にかかわる情報セキュリテ

ィについて懸念されているからである。」 

 

と述べられているように、クラウドコンピューティングに対するセキュリティの懸念がク

ラウド化の推進力を阻害しているケースが存在し得るとされているところであります。 

本調査研究は、このような状況を踏まえ、クラウドコンピューティングの概要及び現状

の情報セキュリティ上の問題点、並びに、我が国及び各国の取組について探求し、防衛省及

び防衛関連企業（特に中小の防衛関連企業）の取り組むべき対策を調査いたしました。 

本調査研究が、防衛関連企業のクラウドコンピューティング利用の推進にいささかなり

とも貢献できれば幸甚であります。 

 

平成３０年３月 

                      公益財団法人 防衛基盤整備協会 

                           理事長  鎌田 昭良 
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調査研究にあたって 

 

本調査研究は、公益財団法人 防衛基盤整備協会殿から委託を受け「クラウドコン

ピューティングのセキュリティの現状と動向及び取り組むべき対策」について、株式会社

シー・キューブド・アイ・システムズが平成 29 年 6 月から平成 30 年 2 月の間に実施した

ものである。 

 

現代日本は、労働人口の減少、労働生産性向上に対する要求の増大、ワークライフバラ

ンスへの対応など、多くの社会問題を抱えているが、これらの問題解決には IT 技術の活

用が必須となっている。 

IT 技術の活用において、現在最も注目を浴びているのはクラウドコンピューティングの

利用であり、政府、企業ともに上記の問題解決を実現すべくクラウドコンピューティング

の利用を推進している。 

 

しかしながら、平成 23 年（2011 年）に経済産業省が策定した「クラウド利用のための

情報セキュリティマネジメントガイドライン」（2011年版、2013年版とも）において、 

 

「クラウドコンピューティングは、「IT の所有」から「IT の利用」への転換を促す

と予想され、その利用によって、組織が情報システムの構築・運用作業から解放される

ことが期待される。クラウドコンピューティングを利用することは、運用管理コストの

低減、需要に応じた柔軟かつ迅速な調達に応えると同時に、大規模データ解析、最先端

のアプリケーション利用が安価に実現できるため、IT 業界のみならず、農業や商業等、

様々な業界からその普及及び発展が期待されている。 

そのような期待があるにもかかわらず、現時点で我が国でのクラウドコンピューティ

ング利用は限定的である。その原因の一つとして、情報セキュリティに対する懸念があ

る。クラウドコンピューティングは、クラウド事業者の管理の下で他の利用者とコン

ピュータ資源を共有するため、情報の機密性・完全性・可用性にかかわる情報セキュリ

ティについて懸念されているからである。」 

 

と述べられ、クラウドコンピューティングの普及・発展が期待されているものの、セキュ



 

 

リティの懸念がクラウド化の推進を阻害する一つの要因であるとしている。 

 

企業にとって、セキュリティ確保のためには組織・体制、人材等各種資産の整備が基本

となる。一方で、独立法人 情報処理推進機構が平成 30 年（2018 年）1 月に発表した

「情報セキュリティ 10 大脅威 2018」に示されているように、「セキュリティ人材の不足」

は企業組織にとって大きな脅威となっている。特に、中小企業においてはこのような「セ

キュリティ人材の不足」は、大企業に比して深刻な脅威と考えられ「セキュリティ確保の

ためにクラウドコンピューティングを利用する」という、一見矛盾した状況も生じている。 

 

本調査研究は、このような状況も踏まえ、以下、クラウドコンピューティングの概要及

び現状の情報セキュリティ上の問題点並びに我が国及び各国の取り組みについて探求し、

防衛省及び防衛関連企業（特に中小の防衛関連企業）の取り組むべき対策について提言す

るものである。 

 

本調査研究が、防衛関連企業のクラウドコンピューティング利用の推進にいささかなり

とも貢献できれば幸いである。 

 

 

 

平成３０年３月 

株式会社 シー・キューブド・アイ・システムズ 
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１ クラウドコンピューティング概論 

クラウドコンピューティングという用語は、2006 年 8 月 9 日に米国カリフォルニアで開

催されたサーチエンジンストラテジー会議において、グーグルのエリック・シュミット

CEOの次の発言により登場したものである。 

 

「これまで主流であったクライアント・サーバ型コンピューティングに代わる新しいモ 

デルが生まれつつある。われわれは皆、その中にいる。しかし、人々はその大きな機会の

本質を理解していない。それは、データサービスとアーキテクチャがサーバにあるという

前提でスタートし、サーバは雲（Cloud）の中のどこかにある。われわれは、これを『ク

ラウドコンピューティング』と呼ぶ。利用者は適切なブラウザー又は適切なアクセス手段

さえあれば、PC、マック、携帯電話、ブラックベリー又は開発中の新しい端末からこのク

ラウドにアクセスできる。」1 

 

米国のある調査会社は、クラウドコンピューティングの成熟度について、2009 年時点で

は、テクノロジのライフサイクルの「過度な期待のピーク期」にあるとしており、2016 年

時点では、ライフサイクルの「幻滅期」にあるとしている。この調査会社は、テクノロジ

のライフサイクルをテクノロジに対する人間の反応の共通パターンを図で表現し2,3、1995

年以降、継続して発表しているもので、過度な期待のピーク期（初期の宣伝で一部の企業

は行動を起こすが、ほとんどの企業は静観している時期）から幻滅期（ベンダの淘汰が進

み、早期採用企業が製品に満足し、投資が継続される時期）を経て、市場や領域における

テクノロジの妥当性と役割に対する最終的な理解に到達するまで、先進テクノロジの典型

的な発展過程を模式化している。 

我が国においては、クラウドコンピューティングに関する官公庁の統計資料として「平

成 22 年情報処理実態調査結果報告書（経済産業省）」（以下、経済産業省が実施した情

                             

 
1 清野克行, クラウド・アーキテクチャの設計と解析, 秀和システム, 2010年 9月 1日 
2 ゴートナージャパン, 「ガートナー、「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2016年」を発

表」, https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20161005-01.html, 2016年 10月 5日 
3 ガートナージャパン,「ガートナー、1,650のテクノロジの成熟度を評価したハイプ・サイクル・スペ

シャル・レポートを発行」, https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20090908-01.html, 2009年 9

月 8日 

https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20161005-01.html
https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20090908-01.html
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報処理実態調査に係る報告書を「経産省報告書」という。）以降「クラウドコンピュー

ティングの利用状況」として、また、「平成 24 年版通信情報白書」（総務省）以降「ク

ラウドサービスの利用動向」として記載されており、2010 年前後以降、クラウドコン

ピューティングという用語が定着しつつあると思われる。 

これらの動向の詳細については、１.２項「市場の動向」に記述する。 

 

１.１ クラウドコンピューティングとは 

エリック・シュミットの発言では、クラウドコンピューティングとは、クラウドの中に

あるサーバ群のこととしており、クラウドコンピューティングの具体的な定義とはなって

いない。実際、エリック・シュミットの発言の後、米 IT 業界では、自社の製品やサービ

スを売り込むためのキャッチコピーとして、この用語を盛んに使用するようになり、その

定義も各社各様のものとなってしまったと言われている。 

このような中、2009 年 1 月に就任したオバマ大統領は、IT 戦略に注力し、就任早々、

連邦最高情報責任者（Chief Information Officer:CIO, 以下「CIO」という。）という職

位を新設し、クラウドの活用とデータのオープン化を推進させた。2009 年 5 月には、後述

する Federal Risk and Authorization Management Program:FedRAMP（以下「FedRAMP」と

いう。）調達プログラムの検討が開始され、この開発の中心であった国立標準技術研究所

（National Institute of Standard and Technology:NIST, 以下「NIST」という。）に

よって、2009 年 10 月に The NIST Definition of Cloud Computing（SP800-145）が確定

された。NIST SP 800-145 では、クラウドコンピューティングを以下のように定義してい

る。 

 

「Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on- 

demand network access to a shared pool of configurable computing 

resources  

(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can  

be rapidly provisioned and released with minimal management effort or  

service provider interaction. This cloud model is composed of five  

essential characteristics, three service models, and four deployment  

models.」 
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そして「composed of five essential characteristics」として「On-demand self-

service」「Broad network access」「Resource pooling」「Rapid elasticity」及

び「Measured service.」が記述されているが、5 番目の「Measured service.」以外

は文中の「for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a 

shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 

storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and 

released with minimal management effort or service provider interaction」の

部分と同義で重複しており、本来ならば別記する必要はなく、逆に「Measured 

service」に係る記述を本文に追加すべきものであると考える。 

 

また、平成 28年度の経産省報告書では、次のように定義されている。 

 

「クラウド・コンピューティングとは、ネットワークから提供される情報処理

サービスで、ネットワークとの接続環境さえあれば、ネットワークに接続している

特定のコンピュータや通信ネットワーク等の情報処理基盤を意識することなく、情

報通信技術の便益やアプリケーションを享受可能にするものをいう。クラウド・コ

ンピューティングは、ネットワークから提供されるサービスが、アプリケーショ

ン・プログラムか、OS／データベース管理システムか、ハードウェアやネットワー

クかにより SaaS（Software as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、

IaaS（Infrastructure as a Service）に分かれる。」 

 

経産省報告書の定義に「サービスが計測可能であること」の要件及び「実装モデル」

の記述を付加することで、現時点におけるクラウドコンピューティングの定義とする

ことができると考え、本報告書では「クラウドコンピューティング」を以下のように

定義する。 

 

「クラウドコンピューティングとは、ネットワークから提供される情報処理サービ 

スで、ネットワークとの接続環境さえあれば、ネットワークに接続している特定のコ 
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ンピュータや通信ネットワーク等の情報処理基盤を意識することなく、情報通信技術 

の便益やアプリケーションを享受可能にし、サービスの利用結果がユーザにもサービ

ス提供者にも定量的に明示できるものをいう。クラウドコンピューティングは、サー

ビスの具体的な提供形態を定義するサービスモデル及び提供されるサービスが存在す

る場所を定義する実装モデルにより構成される。」 

 

（１）クラウドコンピューティングのサービスモデル 

NIST SP 800-145 では、三つのサービスモデルとして、SaaS、PaaS 及び IaaS を定義

している。これらは（特に SaaS については）、後述するようにクラウドコンピュー

ティングの出現で初めて創造された用語・概念ではなく、以前から使用されていた用

語である。IaaSは、HaaS（Hardware as a Service）と称されることもある。 

サービスモデルとは、クラウド事業者がユーザに提供する具体的なサービス（製品）

を意味するものである。それぞれのモデルは、アプリケーション・プログラム（目的

と目的の達成）がサービスとして提供されるものが SaaS、OS／データベース管理シス

テム、ハードウェア及びネットワーク（プログラムの実行環境）がサービスとして提

供されるものが PaaS、ハードウェア及びネットワーク（インフラ）がサービスとして

提供されるものが IaaS である。各モデルにおけるユーザとベンダの保守範囲を図１－

１に示す。ただし、保守範囲については定義上の基準であり、実際にクラウドサービ

スを利用するに当たっては、利用規約やクラウド事業者との間の SLA4 等により、契約

上の責任分界点を明確にすべきである。 

  

                             

 
4 Service Level Agreement の略で、提供事業者とその利用者の間で結ばれるサービスのレベル（定義、

範囲、内容及び達成目標等）に関する合意サービス水準、サービス品質保証等と訳される。サービスを

提供する事業者が契約者に対して、どの程度まで品質を保証できるかを明示したもの。 
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図１－１ ユーザとベンダの保守範囲5 

 

なお、最近では、上記サービスモデルのほかに「○aaS」と標記されるものがあるが

（例えば、DaaS（Desktop as a Service）等）、これらは、ほとんどが SaaS の類でク

ラウド事業者が勝手に命名している製品区分であり、本調査研究においては、サービ

スモデルとしては分類しない。 

 

（２）クラウドコンピューティングの実装モデル 

NIST SP 800-145 では、四つの実装モデルとして、プライベートクラウド、コミュ

ニティクラウド、パブリッククラウド及びハイブリットクラウドが定義されている。

サービスモデルとして提供されるサービスがどこに存在するのかを説明している。 

プライベートクラウドとは、自前のサーバ等のリソースをクラウドコンピューティ

ングの技術を用いてクラウド環境を実現するものである。 

コミュニティクラウドとは、特定の複数の事業者等が共同で所有又は運用するクラ

ウドコンピューティングをいう。日本では、あまりメジャーではないが「政府共通プ

ラットフォーム」がこれに含まれる。 

パブリッククラウドとは、他の企業等とも共有される（パブリック）「インター

ネット上に配置されたクラウドコンピューティング」をいう。エリック・シュミット

の発言にあるクラウドコンピューティングとは、本来このパブリッククラウドを指す。 

ハイブリッドクラウドとは、クラウド利用企業の利用目的により、本来は上記 3 実

                             

 
5 出典元の記載のない図表については（株）シー・キューブド・アイ・システムズで作成したものである。 
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装モデルを組合せて運用するクラウドコンピューティングをいう。ただし、最近では、

オンプレミスのシステムと上記 3 実装モデルの組合せについても、ハイブリッドクラ

ウドと称している場合が多い。 

 

（３）クラウドコンピューティングを支える技術 

ユーザが雲の中にあるサーバ（群）にアクセスし、多数のユーザがサービスを享受

するためには、外部化された情報資源を多数のユーザが同時に共有利用することが可

能であるとともに、利用に耐えうる効率性、信頼性及びセキュリティレベルを確保で

きることが必要となる。そのためには、以下に示す技術が重要とされている。 

 

ア 高速通信ネットワーク 

ネットワーク経由でサービスを利用するクラウドコンピューティングが進展してき

た背景には、通信ネットワーク速度の向上がある。 

クラウドコンピューティングが出現する以前の 1995年、米オラクルがインターネッ

トに接続して使用する低価格端末「ネットワーク・コンピュータ」の構想を発表した。 

しかし、当時は通信速度が不十分であり、端末性能も低く、パソコンが値下がりし

て価格での優位性が失われたこと等から、企業への本格的導入は実現せず、2000 年に

撤退することとなった。 

固定通信の通信速度の推移を図１－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 固定通信の通信速度の推移6 

                             

 
6 出典:総務省「平成 27年版情報通信白書」 
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イ 仮想化技術 

仮想化技術とは「リソースの物理的特性を、そのリソースと相互作用するシステム

／アプリケーション／エンドユーザから隠蔽する技法である。単一の物理リソース

（サーバ、OS、アプリケーション及び補助記憶装置等）を複数の論理リソースに見せ

かけたり、複数の物理リソース（複数の補助記憶装置群やサーバ群）を単一の論理リ

ソースに見せかけたりできる。」と定義され7、具体的には、1 台のサーバ／ストレー

ジを複数台のサーバ／ストレージとして、又は複数台のサーバ／ストレージを 1 台の

サーバ／ストレージとして扱う技術をいう。 

クラウドサービス事業者のデータセンターでは、数万台以上の計算機が設置されて

いるが、これらを管理する技術として仮想化技術が大きな役割を果たしており、近年

は、より高いスケーラビリティと信頼性を経済的に実現するネットワーク仮想化技術

も進んでいる。 

仮想化技術の一例を図１－３に示す。 

 

 

図１－３ 仮想化技術の一例（仮想サーバ） 

 

ウ 分散処理技術（分散処理・分散システム技術） 

分散処理技術とは、複数の機器（CPU、サーバ及びストレージ等）を並行して効率

的に利用するための技術である。クラウドコンピューティングは、インターネットの

                             

 
7 ウィキペディアフリー百科事典, 「仮想化」, 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E5%8C%96 

ホストハードウェア

ハイパーバイザー

仮想マシン 仮想マシン 仮想マシン

ゲストＯＳ ゲストＯＳ ゲストＯＳ

アプリケーション アプリケーション アプリケーション

仮想マシン

ゲストＯＳ

アプリケーション
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普及及び高速化により可能となったが、ユーザ側の「ハードウェア運用費用を抑制し

たい」というニーズに対して、クラウド事業者側がハードウェアの集約やホスティン

グというスケールメリットで対応するという形で急速に進展してきた。 

分散処理には、負荷分散、処理分散及び機能分散等があり、これらは、スケーラビ

リティ、並列処理、データ複製及び相互運用性等の技術革新によって実現されてきた。

分散処理の一例を図１－４に示す。 

 

 

図１－４ 分散処理の一例（MapReduce処理） 

 

エ セキュリティ技術 

クラウドコンピューティングも IT リソースによる情報処理システムである以上、情

報セキュリティに係る機密性、完全性及び可用性を確保するための技術が必要である

ことは当然であるが、クラウド特有の問題として、仮想マシン間でのデータ・処理を

混在させないための隔離技術の存在等がある。 

これらの詳細及びその対策等については、２章「クラウドコンピューティングにお

ける情報セキュリティ上の問題点」に記述する。 

 

（４）クラウドコンピューティングの特徴 

クラウドコンピューティングの特徴について、一般的に言われていることをこれま

で見てきた内容で見直すと、以下のように言うことができる。 

処理要求

情報の分解・抽出 情報の分解・抽出情報の分解・抽出

情報の集約・計算 情報の集約・計算 情報の集約・計算

処理結果
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ア 物理的コンピューティング資産を保有する必要性が低減する。特に、SaaSのみを

利用する場合は、その必要性を無くすことができる。 

 

イ 物理的コンピューティング資産の用意が不要又は少なくて済むので、システムを構

築する期間を、オンプレミスのシステムに比べて短縮することができる。 

 

ウ システムの性能等を必要とする規模に合わせることが容易であるので、効率的な

ITへの投資が可能となる。 

 

エ メンテナンス作業がオンプレミスのシステムに比べて低下又は不要となるので、IT

部門の負担が軽減される。その反面、サービスの安定稼働及びセキュリティ面に対

するリスクが生じる。 

 

オ 特に SaaSは、オンプレミスのシステムに比べ、ニーズに完全に適合したアプリ

ケーションが存在するとは限らない。 

 

１.２ 市場の動向 

（１）世界のクラウドサービス市場動向の推移及び予測 

総務省の平成 29 年版通信情報白書によれば、クラウドサービスの世界市場は企業の

インターネットの活用の増加に伴い、年 30％～50％以上の高成長を示してきた。クラ

ウドサービスは、モノのインターネット化（Internet of Things:IoT）における重要

なプラットフォームであることから、今後も 20％台の成長率が続くと見込まれている。

世界のクラウドサービス売上高の推移及び予測を図１－５に示す。 
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図１－５ 世界のクラウドサービス売上高の推移及び予測8 

 

クラウド市場における大手 6 社の売上高の推移を図１－６に、大手 6 社の増減率の

推移を図１－７に示す（2015年 1Q～2016 年 1Qの間、IBMのデータはない。）。 

 

図１－６ クラウド大手 6社の売上高の推移 9 

 

                             

 
8 総務省情報通信白書により作成 
9 出所：日経コンピュータ, 毎四半期市場売上高調査（2015年第 1四半期～2017年第 2四半期） 
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図１－７ クラウド大手 6社の増減率（前年同期比）の推移 9 

 

また、調査会社 HIS の 2016 年の調査によれば、グローバルの SaaS 市場の売上規模

別シェアは、IBM が 19％でトップ、これにセールスフォース（8％）、マイクロソフ

ト（6％）、オラクル（3％）、SAP（2％）が続く一方、その他が 62％を占めており、

上位 5社でも過半数に達していないという。10 

また、インフラサービス（IaaS／PaaS）市場の売上規模別シェアによると、アマゾ

ン（AWS）が 17％とトップで、これにマイクロソフト（9％）、グーグル（5％）が続

き、これにグローバルデータセンター事業を手がける Equinix（4％）、中国の通信最

大手チャイナテレコム（4％）を合わせた企業が上位 5社となったという。 

 

（２）我が国におけるクラウドサービス市場の動向及び推移 

2017 年の MM 総研の市場調査結果によれば、2015 年度の市場規模は前年度比 33.7%

増の 1 兆 108 億円で、初めて 1 兆円を突破した。また、2020 年度までの年平均成長率

は 27.4%で、2020 年度の市場規模を 2015 年度比 3.4 倍の 3 兆 3882 億円と予測してい

る。11 我が国におけるクラウドサービス市場の規模は、前述の世界市場の規模のほぼ

1割程度といえる。 

                             

 
10 ビジネス+IT, 「SaaS 市場のシェア、IBMがトップでセールスフォースが続く」, 

http://www.sbbit.jp/article/cont1/32214, 2016 年 6月 2日 
11 MM総研ニュースリリース, 「国内クラウド市場は 1兆円を突破」, 

https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=212, 2016 年 12月 13日 
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国内クラウドサービス市場規模の推移及び予測を図１－８に、パブリッククラウド

（PaaS／IaaS）のサービス別シェアを図１－９に、ホステッドプライベートクラウド

のサービス別シェアを図１－１０に示す。 

 

図１－８ 国内クラウドサービス市場規模の推移及び予測12 

 

 

図１－９ パブリッククラウド（PaaS／IaaS）のサービス別シェア（単位％）13 

                             

 
12 出典：MM総研ニュースリリース, 「国内クラウド市場は 1兆円を突破」, 

https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=212, 2016/12/13 
13 MM総研ニュースリリースにより作成 
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図１－１０ ホステッドプライベートクラウドのサービス別シェア（単位％）14 

 

（３）我が国におけるクラウドサービスの利用動向 

我が国におけるクラウドサービスの利用動向について、主に、総務省の情報通信白

書、通信利用動向調査、経産省報告書及び中小企業庁の中小企業白書の統計情報の統

計データに基づき、その利用動向を調査した。 

 

ア クラウドサービスの利用状況の推移 

クラウドサービスの利用率については、総務省の情報通信白書及び経産省報告書の

両者で、最新のデータ（2016 年度）が調査開始以来、最高となっている。いずれの統

計においても調査開始以来、クラウドサービスを利用している企業の利用率は一定し

て上昇している。2016 年度には、ほぼ 50%前後の企業が何らかの形態によりクラウド

サービスを利用している（図１－１１参照）。 

  

                             

 
14 MM総研ニュースリリースにより作成 

12.1 

13.6 

13.6 

13.8 

17.2 

18.2 

19.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

GMOクラウドPrivare（GMOクラウド）

NEC Cloud IaaS（NEC）

Smart Cloud（NTTコムウェア）

KDDIクラウドプラットフォームサービス（KDDI）

IBM Bluemix（日本IBM）

FUJITSU Cloud IaaS/Paas（富士通）

Enterprise Cloud（NTTコミュニケーションズ）



１－１４ 

 

 

 

図１－１１ クラウドサービスの利用状況の推移（単位％）15 

 

企業規模による利用率では、大企業の利用率が高く、2013 年度以降、50%以上と

なっているが、中小企業の利用率は最新の統計でも 50%以下となっている（図１－１

２参照）。 

 

 

図１－１２ クラウドサービスの利用状況の推移（資本規模別）（単位％）15 

  

                             

 
15 総務省情報通信白書により作成 
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産業分野別では、金融業の利用率が傑出して高くなっている。2013 年には、ソニー

銀行が銀行業務に「Amazon Web Service（AWS）」を採用することを宣言している。ま

た、三菱フィナンシャルグループ（MFUG）が現在国内で大小合わせて所有している

1000システムのうち、500 システムを今後 10 年間でクラウド化するとして、2017 年 1

月に AWS の全面採用を宣言したことは記憶に新しい。その他の分野では、ほぼ同じよ

うな利用率で推移している（図１－１３参照）。 

 

図１－１３ クラウドサービスの利用状況の推移（産業別）（単位％）16 

 

イ クラウドサービスの利用による効果の推移 

クラウドサービスの利用効果については、調査開始以降、毎年度、利用した企業の

80%以上が「効果があった」としている（図１－１４及び図１－１５参照）。利用効果

の有無について、大企業と中小企業との間での顕著な差異は認められなかった。 

 

図１－１４ クラウドサービスの利用による効果の有無の推移（単位％）17 

                             

 
16 総務省情報通信白書により作成 
17 総務省通信利用動向調査により作成 
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図１－１５ クラウドサービスの利用による効果（2016年）（単位％）18 

 

中小企業がクラウドサービスを利用した具体的な効果としては、図１－１６に示す

項目が挙げられている。また、クラウドサービスを利用している理由としては、図１

－１７に示す項目が挙げられている（企業規模の区分は不明。）。 

 

図１－１６ クラウドサービスによる効果（単位％）19  
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図１－１７ クラウドサービスを利用している理由（単位％）20 

 

中小企業においては、保有情報の有効活用の効果が重視されているが、中小企業を

含めた全体としては、コスト面、運用面及び情報セキュリティの効果が上位に挙げら

れている。 

  

                             

 
20 総務省情報通信白書により作成 
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ウ クラウドサービスの利用形態の推移 

利用形態の中心は SaaSであるが、IaaS の利用についても拡大傾向にある。PaaSに

ついては、SaaS や IaaS ほどの成長は示していない（図１－１８参照）。企業規模で

の相違については不明である。 

 

 

図１－１８ クラウドサービスの利用形態（単位％）21 

 

一般に、ユーザサイドの視点での各モデルのメリット及びデメリットとしては、以

下のものが挙げられている。 

(ｱ) SaaS 

主なメリットとしては、アプリケーションの開発工程が不必要であるため、サー

ビス選定からサービス開始までの期間が短くて済むこと、サービス障害対応やアプ

リケーションの更新については、全てベンダに任せることが可能なため、運用コス

トを抑えられること等が挙げられる。 

一方、主なデメリットとしては、アプリケーションが汎用品であることからサー

ビスのカスタマイズには制約があり、完全に業務に対応するアプリケーションの選

定が困難な場合があること、時としては、ユーザの業務体系等を変更しなければな

らない場合があり得ること等が挙げられる。 
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(ｲ) IaaS 

主なメリットとしては、必要な CPU、ストレージ及びネットワークをユーザが自

身で選択でき、自由度の高い環境を構築することができること、必要に応じたス

ケールアップが容易なこと、基本的には従量課金なので物理サーバ等をレンタルす

るよりはコストを抑えられること等が挙げられる。 

一方、デメリットとしては、環境についてはユーザ側での管理が必要なため、

開発スキル以外にシステム管理スキルも必要となること等が挙げられる。 

(ｳ) PaaS 

主なメリットとしては、OS、データベース及びミドルウェアのユーザによる構

築が不要なため、開発環境が短期間で入手できること等が挙げられる。 

一方、デメリットとしては、環境選択の自由度が低く、場合によっては利用し

たい言語やミドルウェアが利用できない場合があること等が挙げられる。 

 

エ クラウドサービスの利用業務領域の推移 

クラウドサービスの利用分野の推移を図１－１９に示す。中小企業では「ファイル

保管・データ共有」「サーバ利用」「データバックアップ」「給与・財務会計・人事」

及び「生産管理・物流管理・店舗管理」領域の利用率が全体値より高いかやや高く、

「スケジュール共有」「営業支援」「e ラーニング」「取引先との情報共有」及び「研

究・開発関係」の領域の利用率が全体値より低い又はやや低い傾向が見られる。その

他の領域では、全体値とあまり大きなかい離は見られない。 

一般に、企業のクラウドへの移行が比較的容易な業務領域としては、以下のものが

挙げられることが多い。 

・ 電子メールサービス 

・ データバックアップ及びディザスタリカバリ 

・ 基幹系情報システム（ERP）（在庫管理、製品計画、受注管理及び顧客サービス

処理等） 

・ 顧客管理 

・ チームコラボレーションサービス 

また、逆にクラウドへの移行が好ましくない業務領域としては、以下のものが挙げ
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られることが多い。 

・ データ等の高度なセキュリティが求められるもの 

・ 高度な可用性が求められるもの 

・ 高い応答性能が求められるもの 

 

図１－１９ クラウドサービスの利用業務領域の推移（単位％）22 
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オ クラウドサービスの利用に当たっての課題・問題点 

クラウドサービスの利用に当たって、クラウドサービスを利用していない企業が

「利用しない理由」として指摘している項目の推移を図１－２０に、実際にクラウド

サービスを導入・利用している企業が「導入・利用上の課題」として指摘している項

目の推移を図１－２１に示す。 

「クラウドサービスを利用しない理由」に関しては、一貫して必要性及びセキュリ

ティの不安が上位を占めている。中小企業では、「必要がない。」及び「法制度23が

整っていない。」という理由が全体値より高いかやや高く、「通信費用がかさむ」が

全体値よりも低い傾向が見られる。その他の理由では、全体値とあまり大きなかい離

は見られない。 

 

図１－２０ クラウドサービスを利用しない理由の推移（単位％）24 

                             

 
23 総務省のアンケートでは、定義のないまま「法制度」の用語が使われている。情報通信白書では「越境

データに関する規制」を「法制度」として使用している。しかし、本来の「法制度上の問題」には、そ

れ以外にも知的財産、インシデント発生時の賠償等に関わる「法制度上の問題」が現実に存在しており、

アンケートの回答者が総務省の意図のとおりに「法制度」の用語を解釈しているかの保証はない。 
24 総務省情報通信白書により作成 
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「クラウドサービス導入・利用上の課題」についての企業規模による差異及び対象

モデルは不明である。 

セキュリティに起因する事項（重要データ、信頼性及び安全性）が上位に挙げられ

ていることは当然と言えるが、カスタマイズの自由度の不足については、利用してい

ない企業の見方と利用している企業の見方とでは大きく異なっていると言える。 

クラウド事業者の側でも「既存のクラウドサービスは、企業特有の要件にきめ細か

く対応できていない。」という見方もある。クラウドを導入するに当たって、導入企

業側における要件の詳細な検討に基づくクラウドサービスの機能評価が不足している

ことが、導入後にカスタマイズの自由度が不足しているという評価につながっている

のではないかと思われる。 

また、クラウドサービスを利用する理由として比較的上位にあった「コスト軽減」

に対して、「トータルコストが高い」という指摘がある。これは、利用形態や具体的

な製品に係る点もあるが、クラウドサービスの利用による通信負荷の増大に起因する

問題点が大きいとされている。例えば、M 社の製品 O の導入に伴う通信セッション増

加により、回線容量の増大、プロキシサーバのスケールアップ、トラフィック制御機

器の導入等が必要となり、当初のコスト予想を上回るという事例も生じている。調査

開始以来、これらの課題等の順位に大きな変化が見られないということは、これらの

問題点等がクラウドを導入する企業で周知されていないのではないかという懸念が生

じる。 

これらをまとめると、情報セキュリティについては、懸案事項として認識されてい

るが、それ以外の問題点については、導入してみなければわからないといった側面が

あるのが現状ではないかと思わる。今後は、情報セキュリティ以外のクラウドサービ

ス導入の側面についても調査し、特に中小企業に対しては、サービス導入に当たって

第三者的な立場でのアドバイスが可能となるサービス等を検討する必要性があると考

える。 
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図１－２１ クラウドサービスの導入・利用上の課題（単位％）25 
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２ クラウドコンピューティングにおける情報セキュリティ上の問題点 

これまでは、クラウドコンピューティングの背景等を公開資料等により説明してきたた

め、特に定義することなく「セキュリティ」の用語を使用してきたが、本調査研究の目的

を明確にするため、ここで「情報セキュリティ」の用語について定義する。 

例えば、総務省の情報通信白書等のアンケート調査等では、明確に定義することのない

まま「セキュリティ」という用語を用いており、アンケート回答をみると不正なアクセス

等によるデータの漏えいを指す意味合いが強い。本来、情報セキュリティマネジメントシ

ステム（ISMS:Information Security Management System）分野における「情報セキュリ

ティ」には、漏えいを意味する「機密性」以外にも要件があり、本調査で要求されている

「情報セキュリティ上の問題点」は、「機密性」に係る事項ばかりではない。 

JIS Q 27000（2014 年）では、「情報セキュリティとは、情報の機密性、完全性及び可

用性を維持すること。」と定義されている。「機密性」とは、「認可されていない個人、

エンティティ又はプロセスに対して情報を使用させず、また、開示しない特性。」と定義

されている。「完全性」とは、「正確さ及び完全さの特性」と定義され、「可用性」とは、

「認可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性」と定

義されている。以降は、この定義により情報セキュリティ上の問題点を整理する。 

本項では、近年生じたクラウドに関連するインシデント26及びクラウドコンピューティ

ングに想定されている脅威について整理する。 

 

２.１ クラウド関連のインシデント 

クラウドサービスにおいて、ハードウェア障害、ソフトウェアのバグ、サイバー攻撃、

ヒューマンエラー、法的なリスク及びその他に起因するインシデントの発生は、クラウド

サービスが情報処理システムであることからして当然である。コンピュータウイルスの誕

生から現在までの概要を別紙に示す。 

クラウドサービスでのインシデント発生に関する特徴は、オンプレミスの情報処理シス

テムに比して、ユーザ又はユーザ企業の管理が及ぶ範囲の外で発生するインシデントの割

                             

 
26 インシデントとは、通常の ITサービス/ITシステムの停止やサービス品質の低下により、ビジネスの

継続やユーザに影響を与える「できごと」をいう（ITILの定義）。 
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合が高く、かつ、ユーザ又はユーザ企業によるインシデントへの直接対処が困難であると

予想されることである。 

クラウド関連のインシデントの事例を別表２－１に示す。 

 

２.２ 想定される脅威 

１.１項「クラウドコンピューティングとは」でも記述したように、クラウドコン

ピューティングとは（ネットワークから提供される）「情報処理サービス」である以上、

クラウドサービス固有の脅威ばかりでなく、一般的な IT サービスにおいて想定されてい

る脅威も考慮する必要がある。 

本調査では、一般的な IT サービスにおいて想定されている脅威については、情報処理

推進機構（以下「IPA」という。）が毎年公開している「情報セキュリティ 10 大脅威」の

2007年版～2018年版により想定されている脅威を分析・整理した。 

また、クラウドサービスにおいて想定されている脅威については「サービス提供者に

とっての脅威」及び「サービス利用者にとっての脅威」に区分して整理した。 

「サービス利用者にとっての脅威」については、欧州ネットワーク情報セキュリティ庁

が 2009 年公開した「クラウドコンピューティング：情報セキュリティに関わる利点、リ

スクおよび推奨事項」により想定されている脅威を整理した。 

「サービス提供者にとっての脅威」については、経済産業省及び日本セキュリティ監査協

会（以下「JASA」という。）が 2012 年に公開した「クラウドサービスにおけるリスクと

管理策に関する有識者による検討結果」において想定されている脅威を整理した。 

 

（１）ITサービス全般から想定されている脅威 

IPA が毎年公開している「情報セキュリティ 10 大脅威」に基づき、分析及び整理し

た脅威を以下に示す。 

ア 情報セキュリティの「機密性」に係る脅威 

情報の漏えい等は、それが不正行為に起因する場合であれ、不正行為以外の原因に

よる場合であれ、情報セキュリティの機密性に係る基本的な脅威である。不正行為に

よる情報の漏えい（情報搾取）の対象となる情報及びその漏えいがその後の企業活動

等に大きな影響を与える情報には、個人情報（特定個人情報に限らない財物情報（ク

レジットカード番号及びポイント情報等））及び組織情報（技術情報及び営業情報等）
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がある。 

(ｱ) 不正行為による情報搾取の目的 

情報搾取の目的としては、以下の事項が挙げられている。 

a 情報搾取そのもの（思想、主義及び政治的なアピール） 

b 搾取情報を利用した更なる不正行為 

(a) 不正ログイン 

(b) 財物取得 

(c) 財物交換利用 

(d) 金銭売買 

(e) 恐喝（金銭及び組織行動等） 

(f) 転職先業務への利用 

(ｲ) 情報搾取の手段 

情報搾取の手段としては、以下の事項が挙げられている。これらの項目のうち、

メールに添付されるマルウェアによるウイルス感染及び不正ウェブサイトでのウイ

ルス感染によるものは、毎年上位に挙げられている（2016 年、2017 年、2018 年：

1位）。 

a 個人 PCの遠隔操作（メールに添付されたマルウェア、メールに含まれる不正

ウェブサイトへの誘導によるウイルス感染）及びそれに基づくサーバへの侵入 

b ウェブサービスのぜい弱性（アプリケーション及び COTS）を利用したウェブ

サービスへの侵入 

c 搾取情報（ID及びパスワード）によるシステムへのアクセス 

d 広く普及しているサーバ等製品のぜい弱性を利用したシステムへのアクセス 

e 組織関係者（現職員、元職員及び業務委託先業者）による情報システムへのア

クセス 

f インターネット基盤技術である電子証明書の不正発行による不正ウェブサイト

への誘導 

(ｳ) 情報漏えいの原因 

不正行為によるものではない漏えいの原因は、個人の情報セキュリティに対する

意識の低さによるもので、以下の事項が挙げられている。 
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a 情報の紛失（記憶媒体及び紙媒体） 

b メールの誤送信 

c SNS 等への軽率な情報公開・情報提供 

d 悪意あるアプリケーションの個人端末等へのインストール（ファイル交換ソフ

ト及び悪意あるスマートフォンアプリ） 

 

イ 情報セキュリティの「完全性」に係る脅威 

情報セキュリティの「完全性」に係る脅威とは、システムが保有する情報が意図し

ない変更を受けてしまうもので、情報システムに要求されている期待結果に多大な影

響を及ぼす場合がある。 

(ｱ) 不正行為による情報変更の目的 

情報変更の目的としては、以下の事項が挙げられている。 

a 情報変更そのもの 

ウェブサイトの改ざん（思想、主義及び政治的なアピール） 

b 情報変更による不正行為 

改ざんしたウェブサイトによる誘導 

(ｲ) 情報変更の手段 

情報変更の手段としては、以下の事項が挙げられている。2008 年以降、毎年 10

大脅威として挙げられているが、近年はその順位を下げている（2016 年：5 位、

2017年:6位、2018年：ランク外）。 

・ ウェブサービスのぜい弱性（アプリケーション及び COTS）を利用したウェブ

サービスへの侵入 

 

ウ 情報セキュリティの「可用性」に係る脅威 

情報セキュリティの「可用性」に係る脅威とは、不正行為に起因する場合であれ、

不正行為以外の原因による場合であれ、情報を利用しようとするときにその利用が困

難又は不可能とされてしまうことで、情報そのものばかりでなく、情報システムの稼

働状態を含む。 

(ｱ) 不正行為による情報の利用困難化の目的 

情報の利用困難化の目的としては、以下の事項が挙げられている。 
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a 情報の利用困難化そのもの（思想、主義及び政治的なアピール） 

b 情報の利用困難化を利用した不正行為 

(a) 業務妨害 

(b) 恐喝（金銭及び組織行動等） 

(ｲ) 不正行為による情報の利用困難化の手段 

不正行為による情報の利用困難化の手段としては、以下の事項が挙げられている。

これらのうち、ランサムウェアについては、2014 年以降 10 大脅威に挙げられてお

り、2017 年には、急激にその重要度が高まっている（2014 年:9 位、2016 年：7 位、

2017年、2018年：2位）。 

a メールに添付されたマルウェアによる情報の暗号化（ランサムウェア） 

b メールに含まれる不正ウェブサイトへ誘導し、マルウェアをダウンロードさせ

て情報を暗号化（ランサムウェア） 

c サービス妨害攻撃（DoS／DDoS攻撃）による DNSサーバ等の稼働停止又は性能

低下 

(a) ボットネットによるデータの大量・多頻度送付 

(b) ぜい弱性を利用したサーバ停止指示等の送付 

(ｳ) 不正行為以外による情報の利用困難化の原因 

不正行為以外による情報の利用困難化の原因としては、以下の事項が挙げられて

いる。 

a ハードウェアの故障に起因するシステム障害及び電源喪失等 

b プログラムの不具合に起因するシステム障害 

c 操作ミス及び設定データミスに起因するシステム障害 

d 自然災害（地震及び落雷等）に起因するサーバ障害及びデータ消失等 

 

エ セキュリティ人材の不足に係る脅威 

セキュリティ人材の不足は、近年、情報セキュリティの世界では、つとに指摘され

てきた事項ではあるが、2018 年に至って、初めて 10 大脅威の第 5 位として登場した。 

情報セキュリティ上の具体的な脅威は、システム・技術の複雑化・高度化等に伴い、

その頻度の増大ばかりでなく、新たな手法（新種のマルウェア及び詐欺まがいの手口

等）による攻撃が今後とも発生していくことが予想されている。これらの脅威への対
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策を実施するには、セキュリティの知識、技術を有するセキュリティ人材が欠かせな

いわけであるが、圧倒的に不足しているとされており、従来から問題視されてきた。 

特に、セキュリティ人材が手薄の組織では、十分なセキュリティ対策、対応を取る

ことが困難であり、脅威の増大に伴う実被害が発生することが考えられるとされてい

る。 

 

（２）クラウドサービスにおいて想定されている脅威 

代表的なクラウドサービスの特徴としては、一般的に以下の五つが挙げられており、

これらに対する脅威がクラウドサービス特有のものとなると言える。 

 

ア 利用者に個別の専用のシステムを用意する従来型の外部委託とは異なり、同じシス

テムを複数の利用者で共同して利用する（マルチテナント）。 

 

イ 一つのクラウド事業者が全ての事業に必要なサービスを用意して提供するのではな

く、他のクラウド事業者のサービスを自社のサービスと組み合わせて提供するケー

スが多い（サプライチェーン）。 

 

ウ 事業者は、設備・管理費用等の観点から、国内のデータセンターに限らず、海外の

データセンターも利用する（海外データセンターの活用）。 

 

エ 従来の外部委託と比較して、クラウド事業者側がシステムに影響を及ぼす範囲が拡

大する（クラウド事業者による管理範囲の拡大）。 

 

オ オンプレミスに比して初期投資を低く抑えられるとともに、導入までの期間を短縮

できる（導入の容易性）。 

 

上記を踏まえ、クラウドサービスで想定されている脅威については、欧州ネット

ワ ー ク 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 庁 （ European Network and Information Security 

Agency:ENISA, 以下「ENISA」という。）が 2009 年公開した「クラウドコンピュー

ティング：情報セキュリティに関わる利点、リスクおよび推奨事項」（翻訳：IPA 
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2010 年）、JASA が 2012 年に公開した「クラウドサービスにおけるリスクと管理策に

関する有識者による検討結果」で挙げられている「クラウドサービスのリスク」及び

公益財団法人 金融情報システムセンター（The Center for Financial Industry 

Information System:FISC, 以下「FISC」という。）が 2014 年に公開した「金融機関

におけるクラウド利用に関する有識者検討会」により、そのリスク及び脅威を整理し

た。これらをまとめた一覧を別表２－２に示す。 

なお、近年の動向として、クラウドサービスの製品 PR のキャッチフレーズに

「シャドーIT」がうたわれていることから、当該項目を付加している。 

別表２－２の中で「リスク識別」として示している記号又は数字（H01、R.4、11 等）

は、それぞれの資料中に記述されているリスクの識別記号等である。 
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３ クラウドコンピューティングにおける情報セキュリティ上の要求事項 

３.１ 各国の取り組み 

３.１.１ 米国 

３.１.１.１ 黎明期（クラウド以前） 

（１）クラウド関連27 

ア クリンガー・コーエン法発布 

米国政府における電子政府政策の発端は、1990 年代前半における IT マネジメント

改革の必要性に対する認識に遡る。1996 年（大統領：ビル・クリントン）に定められ

た IT マネジメント改革法、後のクリンガー・コーエン法の制定により、以下の方針が

掲げられた。 

(ｱ) IT 支出の投資としての位置付け 

(ｲ) 成果主義と計画的投資管理の導入 

(ｳ) 戦略的 IT投資に向けた組織体制の構築 

(ｴ) 予算プロセスと統合した監査・改善の枠組み整備 

 

イ 各省庁に CIOポスト設置 

この法律は、改革を進めるための重要な要素である二つの部分から構成されている。

初めに IT 管理があり、二つ目は購買の改革になっている。連邦政府の IT 管理の在り

方に疑問を投げかけ、CIO 職の設置を義務付けたりしている。より重要なことは、

サービス提供の向上の責任は、CIO ではなく各省庁のトップにあるとしたことである。 

 

ウ IT予算の管理を行政管理予算局に一元化 

IT 調達の権限を一般調達庁から各省庁に移譲し、その総括管理を行政管理予算局

（Office of Management and Budget:OMB, 以下「OMB」という。）に一元化した。 

 

                             

 
27 社団法人 行政情報システム研究所「米国の電子政府新戦略とその背景に関する調査 米国連邦政府

CIO協議会「2007-2009 年度戦略計画」」 
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エ 同時に連邦政府全省庁 CIO協議会発足 

CIO 協議会は、IT マネジメント標準や電子政府政策全体での戦略に関する行政管理

予算局への助言、ベストプラクティスやシステムの共有機会の吟味、政府職員への教

育や IT労働力の調達支援等を賄うものとされている。 

 

オ 米国政府電子政府法施行（E-Gov.Act）（2002年 12月） 

電子政府政策が大きく取り上げられた背景には、90 年代中盤より急速に発展したイ

ンターネット経由での行政サービス提供が不可欠の要素となったことがある。 

しかし、連邦政府全体で統制のとれた電子政府政策というものが存在していたわけ

ではなかったため、各省庁が独自の予算で展開した無数の Web サイトが乱立しており、

一般利用者となる国民から見ると、分かりにくく利用しづらい、似たり寄ったりの

Web サービスが整理されないままに提供されている状況であった。時を同じくして各

省庁内で導入が進んだ業務用 IT システムについても同様であり、財務管理から電子

メールサービスまで、よく似ているにも関わらず各省庁が別個に調達を行ったため、

スケールメリットを活かした一括調達等もなされず、システム間の相互運用性も確立

されていない状況となっていた。これらは、全て国民の血税の無駄遣いであって、い

かにしてこれらの無駄・重複を特定し、連邦政府全体の IT 資産の有様を整理するかが

問題となったのである。 

かかる課題の解決に向けて立法されたのが 2002 年電子政府法（E-Gov.Act）（大統

領：ジョージ・ブッシュ（子））である。同法では、電子政府が一般国民向けに提供

すべきサービスの基準等に触れている一方、IT マネジメント改革の観点からは、連邦

政府の全体最適化の観点を導入した点に特色がある。全体最適化の取り組みは、初期

のパイロットプロジェクトに相当する電子政府イニシアティブ（E-Government 

Initiatives）いわゆるクイックシルバー・イニシアティブと、オバマ政権下の IT マ

ネジメント改革の継続的な全体最適化を支える連邦エンタープライズアーキテクチャ

（Fedral Enterprise Architecture:FEA）プログラムに二分できる。 

クイックシルバー・イニシアティブは、適切な IT 投資により 18～24 か月以内に改

革可能であり、その改革により大きな成果をもたらせる重複業務の統合を目標として

おり、市民を対象にしたインターネット経由で提供されている行政サービスを含む、

24の業務が統合対象として選定された。 
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他方、後者の連邦（Federal）EA の策定のために、行政管理予算局配下にエンタープ

ライズ・アーキテクチャ・プログラム管理局（Fedral Enterprise Architecture 

Program Management Office:FEAPMO, 以下「FEAPMO」という。）が設置され、各省庁

のエンタープライズアーキテクチャ（Enterprise Architecture:EA, 以下「EA」とい

う。）の情報を基に、連邦政府全体での EA の策定作業に着手することとなった。

FEAPMO の役割は、省庁横断で連邦政府の業務体系を分析し、重複投資や IT の活用状況

における格差、省庁間連携の機会等を特定し、これらの統合や相互運用の水準を高め

ることである。 

 

（２）セキュリティ関連 

ア 連邦政府情報セキュリティマネジメント法（FISMA） 

連邦政府情報セキュリティマネジメント法（Federal Information Security 

Management Act:FISMA, 以下「FISMA」という。）は、E-Gov.Act のタイトルⅢ（2002

年 12月）である。 

各連邦政府機関に情報及び情報システムのセキュリティを強化するためのプログラ

ムを開発し、文書化及び実践することを義務付けている。また、NIST に対しては、連

邦政府が FISMA に準拠するための支援をすることを義務付けている。それを受けて

NIST は、2003 年 1 月、「FISMA 導入プロジェクト（The FISMA Implementation 

Project）」を立ち上げ、情報システムのセキュリティを強化し、安全に運用するため

の様々な規格やガイドラインを策定した。28 

 

イ FIPS PUB 199（連邦政府の情報及び情報システムに対するセキュリティ分類規格）

の発行（2004年 2月）29 

FISMA が示す三つのセキュリティ目的は、機密性／完全性／可用性である。FIPS 

PUB 199 は、セキュリティ侵害（機密性、完全性又は可用性の喪失）が発生した場合

の組織又は個人に対する潜在的影響を三つのレベル（低位／中位／高位）で定義して

いる。そして、FIPS PUB 199 は、これらリスクレベルに基づいた適切なレベルの情報

                             

 
28 NIST「連邦政府の情報セキュリティを飛躍的に向上させる新たな FISMA規格及びガイドライン」 
29 IPAの翻訳文より抜粋 
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セキュリティを提供するために、連邦政府機関が収集、維持する全ての情報及び情報

システムを分類する際に使用すべき規格を提供している。 

 

ウ NIST SP 800-053（連邦政府情報システム及び連邦組織のためのセキュリティ管理

策とプライバシー管理策）の発行（2005 年）30 

(ｱ) セキュリティ管理策 

NIST SP 800-053 は、セキュリティ管理策として、以下の 7 項目を記述している。 

a 高位・中位・低位ごとの重層的なリスク管理 

b セキュリティ管理策の構造及びセキュリティ管理策カタログの構成 

c セキュリティ管理策のベースライン管理策 

d 共通セキュリティ管理策の利用・識別 

e 外部環境におけるセキュリティ管理策 

f セキュリティ管理策によるセキュリティの保証 

g セキュリティ管理策・セキュリティ管理策カタログ・（セキュリティ管理策の）

ベースライン管理策のそれぞれについて将来行われる見直し 

(ｲ) セキュリティ管理策のプロセス 

さらに、セキュリティ管理策のプロセスとして、以下の 4項目を記述している。 

a セキュリティ管理策のベースライン管理策の適切な選択 

b セキュリティ管理策のベースライン管理策の調整 

c セキュリティ管理策を選択するプロセスの明文化 

d レガシーシステム及び新たに開発する情報システムの双方の管理策の選択 

 

エ FIPS PUB 200（連邦政府の情報及び情報システムに対する最低限のセキュリティ要

求事項）を発行（2006年）31 

各分類の情報及び情報システムに対する最低限の情報セキュリティ要求事項（例え

ば、管理的、運用的及び技術的管理策等）に応えるものである。 

最低限のセキュリティ要求事項は、連邦情報システムの機密性、完全性及び可用性

                             

 
30 IPAの翻訳文より抜粋 
31 IPAの翻訳文より抜粋 
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を保護し、これらのシステムによって処理、格納及び発信される情報に関する 17 のセ

キュリティ関連分野を網羅している。 

(ｱ) アクセス制御 

(ｲ) 意識向上及びトレーニング 

(ｳ) 監査及び責任追跡性 

(ｴ) 承認、認可及びセキュリティ評価 

(ｵ) 構成管理 

(ｶ) 緊急時対応計画 

(ｷ) 識別及び認証 

(ｸ) インシデント対応 

(ｹ) 保守 

(ｺ) 記録媒体の保護 

(ｻ) 物理的及び環境的な保護 

(ｼ) 計画 

(ｽ) 人的セキュリティ 

(ｾ) リスクアセスメント 

(ｿ) システム及びサービスの調達 

(ﾀ) システム及び通信の保護 

(ﾁ) システム及び情報の完全性 

 

３.１.１.２ 試行期 

（１）クラウド関連 

ア クラウドという用語 

2006 年 8 月、グーグルのエリック・シュミット CEO が初めて「クラウド」という言

葉を用いる。32 

 

                             

 
32 ウィキペディアフリー百科事典, 「クラウドコンピューティング」, 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%

94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0 
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イ RACE 

2008 年 6 月、国防総省（Department of Defense:DoD, 以下「DoD」という。）の

CIO である John Garing が、DoD に RACE（Rapid Access Computing Environment:RACE, 

以下「RACE」という。）と呼ばれるクラウドサービスの導入を発表した。HP 社が提供

している。自社のクラウドサービスインフラを流用した。 

同年後半、RACE が国防情報システム局（Defense Information System Agency:DISA,

以下「DISA」という。）のプライベート IaaS ソリューションとして運用が開始された。

主に、RACE 環境は開発とテストに使用された。RACE は、DoD における DISA の最初の

クラウド実装の一つとされる。33 

 

ウ FedCloud 

2008 年 8 月、FedCloud（連邦政府向け）というクラウド事業がスタートした。まず

は、アルファテストから始めた。33 

 

エ オープンガバメント戦略 

2009 年 1 月、オバマ新政権がオープンガバメント戦略を通知した。本戦略は、IT

戦略に関し、徹底した情報公開と国民の声の収集を旨とした。同時に、初代 CIO に

Vivek Kundraを指名した。34 

 

オ 2009年 4月、DISAクラウドを利用して陸軍がエンタープライズ電子メールシステ

ムへの移行を開始した。35 

 

カ 2009年 4月、民間のコンソーシアムである Cloud Security Alliance:CSAが

Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing を発行し

た。 

 

                             

 
33 USA DISAホームページ（既に削除） 
34 「オバマ政権下の ITマネジメント戦略」, bettergoverment.jp 
35 DEFENSE SYSTEMS, DISA outlines major network and enterprise initiatives, 

https://defensesystems.com/articles/2011/03/29/cover-story-disa-charts-cloud-strategy.aspx, 

2011/4/1 

https://defensesystems.com/articles/2011/03/29/cover-story-disa-charts-cloud-strategy.aspx
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キ 2009年半ば、米海軍海洋システムコマンドが、DISAクラウド上で Webサービスと

艦艇システムの設計を実行した。36 

 

ク 2010年 5月、NISTが Cloud Computing Forum and Workshopを開始した。半年に 1

回開催される。37 

 

ケ 2010年半ば、DISAがクラウド環境を用いて、アジャイル／Dev／Opsの環境（自動

デプロイ／自動試験／自動パッチ当て等）の試行を開始した。また、ソフトウェア

定義ネットワーク機能の試験も開始した。38 

 

コ 2010年 11月、連邦政府が Cloud First Policyを発表した。37 

 

サ 2010年 12月、CIOの Vivek Kundraは、以下の 12か月から 18か月間に 3つのアプ

リケーションのクラウドへの移行を要求するクラウド優先ポリシーを導入する必要

があると各省庁に述べた。37 

 

シ 2011年 5月、連邦政府保有データをクラウドに移行（Data Gov.）。37 

 

ス 2011年 8月、2代目 CIOに Steven VanRoekel が就任した。37 

 

セ 2011年 9月、NIST SP 800-145（クラウドコンピューティングの定義）が発行され

た。 

 

                             

 
36 電子記事（既に削除）：「ペンタゴンのトップ・クラウド・コンピューティング・サプライヤ」という

記事である。DISAが RACEと呼ばれる国防総省のネイティブ・クラウド・プラットフォームを開発し、

海軍が Webサービス及び艦艇システムを設計したことを紹介している。 
37 IPA 「IPAテクニカルウォッチ クラウドコンピューティングのセキュリティに関する国際動向」, 

https://www.ipa.go.jp/files/000027459.pdf, 2013 年 3月 28日 
38 電子記事（既に削除）：DISAが、主要なネットワークおよびエンタープライズ・イニシアチブについ

て概説しているという記事である。その中で、DISA がクラウド・コンピューティングを使用して国防

総省全体のインフラストラクチャを構築していることを紹介している。 

https://www.ipa.go.jp/files/000027459.pdf
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ソ 2011年 11月、NIST SP 500-293 Vol.1（連邦政府クラウドコンピューティングテ

クノロジーロードマップ）が発行される。 

 

タ 2012年 7月、DoDの CIO（テレサ・タカイ）が新クラウドコンピューティング戦略

を発表した。これが、milCloudへ向けた最初の発表である。39 

 

チ 2013年 4月、DISAは、PaaSクラウドコンピューティング・ソリューションとして

新しい DISAエンタープライズ・プラットフォームである Secure Technology 

Application eXecution（STAX）を DoD に提供した。STAX を提供しているベンダは、

RedHat社である。40 

 

（２）セキュリティ関連 

ア 2011年 12月、CIOが「クラウドコンピューティング環境における情報システムの

セキュリティ認証」（いわゆる、FedRAMPポリシーメモ）を発表した。FedRAMPは、

政府全体で活用できるクラウドサービスの認証パッケージのリポジトリでどこかの

省庁で認証を受ければ、他省庁で引き継げる制度である。41 FedRAMPに関係する連

邦政府機関の構成を図３－１に示す。 

  

                             

 
39 DoD CIOオフィス 
40 CTOvision.com, DISA Shapes the DoD Cloud with STAX, https://ctovision.com/disa-shapes-the-

dod-cloud-with-stax/, 2013/4/1 
41 FedRAMPポリシーメモでは FISMAの法的義務に従い、NIST 800-53のセキュリティ管理策及びプライバ

シー管理策に示された要求事項に則って FedRAMPのセキュリティ認証要件を定義するよう各省庁に指示 

https://ctovision.com/disa-shapes-the-dod-cloud-with-stax/
https://ctovision.com/disa-shapes-the-dod-cloud-with-stax/
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図３－１ FedRAMPに関係する連邦政府機関の構成42 

 

イ 2012年 6月、FedRAMPが初期運用能力（IOC）（試験）を開始した。43 

 

ウ 2012年 3月、CNSSI 1253（国家セキュリティシステムのためのセキュリティ分類

及び管理策選択肢）を発行した。 

国家安全保障システム委員会（Committee on National Security Systems:CNSS, 

以下「CNSS」という。）は、NIST と協力して、NIST SP 800-53 に国家安全保障シ

ステム（National Security Systems:NSS, 以下「NSS」という。）の要件を満たす

セキュリティ管理策が含まれていることを保証し、米国連邦政府全体の情報セキュ

リティの共通基盤を提供する。CNSSI No.1253は、分類及び選択に関連する NISTの

出版物（NIST SP 800-53、NIST SP 800-37、NIST SP 800-60 及び連邦情報処理規格

[FIPS] 199）に準拠し、全ての NSS に適用される。本書は、全ての NSS に適用され

る NIST SP 800-53 セキュリティ管理のためのパラメータ値を提供する。CNSS は、

NSS のセキュリティのために、米国政府各省庁のための国家レベルのサイバーセ

                             

 
42 FedRAMP, Concept of Operations(CONOPS), https://www.gsa.gov/cdnstatic/CONOPS_V1.2_072712.pdf, 

2012/7/27 
43 IPA 「IPAテクニカルウォッチ クラウドコンピューティングのセキュリティに関する国際動向」, 

https://www.ipa.go.jp/files/000027459.pdf, 2013 年 3月 28日 

https://www.gsa.gov/cdnstatic/CONOPS_V1.2_072712.pdf
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キュリティ政策、指令、指示、運用手順、指針及び勧告を設定する。NSS を保護す

るための戦略的計画と業務上の意思決定のための包括的なフォーラムを提供し、

INFOSEC製品と情報の外国政府へのリリースを承認する。 

 

エ 2014年 3月、DODI 8500_01（Cyber Security）を発行した。本書の目的は、以下

の 5点である。 

(ｱ) DoD の情報と情報技術（Information Technology:IT）を保護するため、DoDの

サイバーセキュリティプログラムの確立 

(ｲ) 旧指令書の削除 

(ｳ) DoD 暫定認定担当（PAO）と DoDシニア情報セキュリティオフィサー（SISO）の

ポスト確立 

(ｴ) DoD 情報セキュリティリスク管理委員会（DoD ISRMC）の継続 

(ｵ) 「情報保証（Information Assurance:IA）」という用語の代わりに、「サイバー

セキュリティ」という用語の採用 

 

オ 2014年 3月、DoDI 8510_01（RMF for DoD IT）を発行した。本書のポリシーは、

以下の 4点である。 

(ｱ) DoD は、統合したサイバーセキュリティ・リスク管理（DoD Risk Management 

Framework:RMF, 以下「RMF」という。）のための全体の意思決定構造を確立し、

使用する。 

(ｲ) DoD 情報技術のサイバーセキュリティ要件は、NIST SP 800-37 で設立された

RMFを通じて管理される。 

(ｳ) RMF は、「合衆国コード」（U.S.C.）の要件を満たさなければならない。また、

「FISMA」（2002年）の命令を参照している。DoDは FISMAに従い、OMBと商務

長官が要求する基準に合致するか越えなければならない。 

(ｴ) 全ての DoD IS 及び PIT システムは、国家安全保障システム委員会指令（CNSSI） 

1253 の規定に従って分類されなければならない。NIST SP 800-53 のセキュリ

ティ管理策に一致するセットを実装しなければならない。 
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３.１.１.３ 正式配備期 

（１）クラウド関連 

ア 2014年 4月、milCloud v1.0リリース、運用開始 

milCloud は、セキュアな DoD アプリケーションの開発、展開及び維持活動に機敏さ

を加えるよう設計された機能の統合スイートを提供している DISA によって管理されて

いるクラウドサービスの製品ポートフォリオである。44 

 

イ 2014年 12月、DoDの CIO（テリー・ハルボルセン）が、クラウドサービス利用に

関するポリシーメモを発表した。民間クラウド・サービス・プロバイダーからサー

ビスを受けることのガイダンスとなる。45 

 

ウ 2015年 1月、DoDの CIO（テリー・ハルボルセン）が、milCloud v2.0への移行を

業界の集まりで発表した。46 

(ｱ) コスト削減とセキュリティ対策に注力 

(ｲ) FDCCI及び FedRAMPが重要 

(ｳ) 従来の大手企業に関わらないことを示唆 

(ｴ) 全データ及びアプリの 80%以上は民間クラウドサービス側へ移行させると示唆 

 

エ 2015年 2月、CIOに Tony Scottが就任（3代目）した。47 

 

オ 2015年 7月、空軍が Collaboration Pathfinderを始める。電子メール、生産性

ツール及びコミュニケーションを含む Microsoft Office 365を導入した。約

140,000人のユーザを想定している。48 

 

                             

 
44 DoD DISA, milCloud, http://www.disa.mil/Computing/Cloud-Services/MilCloud 
45 DoD CIOオフィス 
46 DoD, DoD Moves Data to the Cloud to Lower Costs, Improve Security, 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/604023/, 2015/1/30 
47 FCW, 8 things to know about Tony Scott, https://fcw.com/articles/2015/02/06/8-things-to-

know-about-tony-scott.aspx?s=FCWtxt, 2015/2/6 
48 Dell, Microsoft, GD win $296M Air Force cloud contract, 

https://washingtontechnology.com/articles/2015/07/17/dell-microsoft-air-force-cloud-

contract.aspx, 2015/7/17 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/604023/
https://fcw.com/articles/2015/02/06/8-things-to-know-about-tony-scott.aspx?s=FCWtxt
https://fcw.com/articles/2015/02/06/8-things-to-know-about-tony-scott.aspx?s=FCWtxt
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カ 2015年、milCloud（v1.0）plusを展開 

milCloud Plus は、システム運営、セキュリティ運営、運用サポート（ヘルプデス

ク）及びシステム管理ツールの運営を含むデータセンターの運営に DISA のコアコンピ

タンスを活用しているオプションサービスである。49 

 

キ 2016年 3月、米海軍が"Cloud Store"のバージョン 2の提案依頼書（RFP）を準備

と発表。バージョン 1は、AWSのみのサービスのようである。バージョン 2では、

複数の CSPを採用するようだ。50 

 

ク 2016年 8月、milCloud v2.0フェーズ 1の RFPをリリース。DISA ハイブリッドク

ラウドへ舵を切る。51 

 

ケ 同上、契約期間延長と契約金額の上限アップを発表52 

・ 契約期間を 1年間から 3年間に延長 

・ 契約金額上限を 9,200万ドルから 4億 9,800万ドルにアップ 

データセンター統合の影響が予想されているとの報道 

 

コ 2016年 10月、陸軍がクラウドパイロットを開始53 

・ 契約相手方は IBM、ハイブリッドクラウド環境 

・ アラバマ州ハンツビル郊外のレッドストーンアーセナル駐屯地 

・ 1年の基本期間に 4年のオプション年、6,200万ドル 

                             

 
49 DoD DISA, milCloud Plus, http://www.disa.mil/Computing/Cloud-Services/MilCloud-Plus 
50 FEDERAL NEWS RADIO, Navy preparing RFP to allow easy purchases of cloud services, 

https://federalnewsradio.com/dod-reporters-notebook-jared-serbu/2016/03/navy-preparing-rfp-

allow-easy-purchases-cloud-services/, 2016/3/28 
51 FEDERAL NEWS RADIO, DISA expanding scope, price tag of MilCloud 2.0, 

https://federalnewsradio.com/technology/2016/08/disa-expanding-scope-price-tag-milcloud-2-0/, 

2016/8/11 
52 FEDERAL NEWS RADIO, DISA expanding scope, price tag of MilCloud 2.0, 

https://federalnewsradio.com/technology/2016/08/disa-expanding-scope-price-tag-milcloud-2-0/, 

2016/8/11 
53 Tech Republic, IBM offers the only cloud secure enough for the US Army, 

https://www.techrepublic.com/article/ibm-offers-the-only-cloud-secure-enough-for-the-us-

army/, 2017/1/18 

https://federalnewsradio.com/dod-reporters-notebook-jared-serbu/2016/03/navy-preparing-rfp-allow-easy-purchases-cloud-services/
https://federalnewsradio.com/dod-reporters-notebook-jared-serbu/2016/03/navy-preparing-rfp-allow-easy-purchases-cloud-services/
https://federalnewsradio.com/technology/2016/08/disa-expanding-scope-price-tag-milcloud-2-0/
https://www.techrepublic.com/article/ibm-offers-the-only-cloud-secure-enough-for-the-us-army/
https://www.techrepublic.com/article/ibm-offers-the-only-cloud-secure-enough-for-the-us-army/
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サ 2017年 2月、海軍は、オンプレミス（自前）のクラウドを選択か？（DISAのハイ

ブリッドクラウドを拒否？）54 

米海軍がクラウドファースト戦略を発表予定（遅れているが・・・）。 

米海軍が春には NGEN（次世代エンタープライズネットワーク：HP 社が提供）2.0 の

提案のための要求草案を発表予定。 

 

シ 2017年 2月、米空軍が Eメールをクラウドへ移行する事業を開始した。2017年末

までに完了予定。サービスを提供するのはマイクロソフト55 

 

ス 2017年 3月、米陸軍がキャリバーシステムズ社と陸軍クラウドコンピューティン

グ・エンタープライズ変革（ACCENT）基本受注協定（BOA）を結ぶ。3年 2億 5000

万ドル56 

 

セ 2017年 3月、米空軍がオラクル社の製品とサービスをクラウドからアクセスでき

るようにする契約を 2億 9320万ドルで Mythics社と結ぶ。57 

 

ソ 2017年 6月、DISA milCloud v2.0 フェーズ１の契約を CSRA社と結ぶ。4億 9,800

万ドル、契約期間は 3年（2017年 6月 9 日～2020年 6月 8日）である。58 

 

                             

 
54 FEDERAL NEWS RADIO, Navy preps cloud-first strategy as next step in modernization efforts, 

https://federalnewsradio.com/ask-the-cio/2017/02/navy-preps-cloud-first-strategy-next-step-

modernization-efforts/, 2017/2/3 
55 Media Post, US Air Force Begins Migrating Email To Cloud, 

https://www.mediapost.com/publications/article/295382/us-air-force-begins-migrating-email-

to-cloud.html, 2017/2/17 
56 Business Wire, CALIBRE Awarded Army Cloud Computing Enterprise Transformation (ACCENT) Basic 

Ordering Agreement (BOA), https://www.businesswire.com/news/home/20170314006036/en/CALIBRE-

Awarded-Army-Cloud-Computing-Enterprise-Transformation, 2017/3/14 
57 AIR FORCE TECHNOLOGY, Mythics signs $293.2m USAF deal for Oracle products and services, 

https://www.airforce-technology.com/news/newsmythics-signs-2932m-usaf-deal-for-for-oracle-

products-and-services-5760211/, 2017/3/12 
58 DISA Awards CSRA $498 Million-Ceiling milCloud 2.0, https://www.prnewswire.com/news-

releases/disa-awards-csra-498-million-ceiling-milcloud-20-300479512.html, 2017/6/26 

https://federalnewsradio.com/ask-the-cio/2017/02/navy-preps-cloud-first-strategy-next-step-modernization-efforts/
https://federalnewsradio.com/ask-the-cio/2017/02/navy-preps-cloud-first-strategy-next-step-modernization-efforts/
https://www.mediapost.com/publications/article/295382/us-air-force-begins-migrating-email-to-cloud.html
https://www.mediapost.com/publications/article/295382/us-air-force-begins-migrating-email-to-cloud.html
https://www.businesswire.com/news/home/20170314006036/en/CALIBRE-Awarded-Army-Cloud-Computing-Enterprise-Transformation
https://www.businesswire.com/news/home/20170314006036/en/CALIBRE-Awarded-Army-Cloud-Computing-Enterprise-Transformation
https://www.airforce-technology.com/news/newsmythics-signs-2932m-usaf-deal-for-for-oracle-products-and-services-5760211/
https://www.airforce-technology.com/news/newsmythics-signs-2932m-usaf-deal-for-for-oracle-products-and-services-5760211/
https://www.prnewswire.com/news-releases/disa-awards-csra-498-million-ceiling-milcloud-20-300479512.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/disa-awards-csra-498-million-ceiling-milcloud-20-300479512.html
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タ 2017年 8月、米海軍のテクニカルディレクターが FCWクラウドセミナーで「海軍

は今後 5年間でデータを民間クラウドサービスに移管する。」と述べた。59 

 

チ 2017年 9月、米陸軍が IBMと 1億 3500万ドルのクラウドサポート契約延長。米国

陸軍物流部門 LOGSAは、もともと 2012年に IBMと契約している。60 

・ クラウドサービス 

・ ソフトウェア開発 

・ 認知コンピューティング（IBMワトソン） 

・ 年間 1500万ドル節約可能 

 

ツ 2017年 9月、米空軍は、IT3社と政府機関全体をクラウドに変換する 10億ドル、5

年間の契約を締結したと発表した。CHES（クラウドホスティングエンタープライズ

サービス）と命名した。3社とは、Dell EMC、General Dynamics及び Microsoftの

こと。Enterprise-as-a-Serviceプログラムは、空軍、アメリカ国防兵站局及び米

軍陸軍工兵隊の間でおよそ 776,000人のユーザにサービスを提供する。Microsoft 

Azure Stackも活用できる。61 

 

（２）セキュリティ関連 

ア 2015年 1月、DISAが Cloud Computing Security Requirements Guide（V1 R1）を

発刊した。 

 

イ 2015年 12月、国際標準化機構（International Organization for 

Standardization:ISO, 以下「ISO」という。）が ISO27017を発行した。クラウドセ

                             

 
59 FedTech, Feds Want to Get Out of the Data Center Business and Go to the Cloud, 

https://fedtechmagazine.com/article/2017/08/feds-want-get-out-data-center-business-and-go-

cloud, 2017/8/25 
60 DEFENSE SYSTEMS, Army LOGSA accelerates migration to AI analytics, private cloud computing , 

https://defensesystems.com/articles/2017/09/14/army-logsa-ibm.aspx, 2017/9/14 
61 Enterprise Mobility Exchange, $1B Contract For 3 Tech Giants In Air Force’s Cloud Move, 

https://www.enterprisemobilityexchange.com/news/1b-contract-for-3-tech-giants-in-air-

force%E2%80%99s-cloud, 2017/9/22 

https://fedtechmagazine.com/article/2017/08/feds-want-get-out-data-center-business-and-go-cloud
https://fedtechmagazine.com/article/2017/08/feds-want-get-out-data-center-business-and-go-cloud
https://defensesystems.com/articles/2017/09/14/army-logsa-ibm.aspx
https://www.enterprisemobilityexchange.com/news/1b-contract-for-3-tech-giants-in-air-force%E2%80%99s-cloud
https://www.enterprisemobilityexchange.com/news/1b-contract-for-3-tech-giants-in-air-force%E2%80%99s-cloud
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キュリティに関する国際規格である。この規格は、クラウドサービスの提供及び利

用に関する情報セキュリティ管理策のためのガイドラインである。 

 

ウ 2016年 12月、NIST SP 800-171（連邦政府外のシステムと組織における管理され

た非格付け情報（Controlled Unclassified Information:CUI）の保護）が発行さ

れる。本書の目的は、CUIが連邦政府外の情報システム及び組織にあるときに CUI

の機密性を保護するため、連邦政府機関に推奨されるセキュリティ要件を提供する

ことである。 

 

エ 2017年 3月、DISAが Cloud Computing Security Requirements Guide（V1 R3）を

発刊した。 

 

オ 米軍の動向 

連邦政府機関の中でも、より高いセキュリティレベルが要求される国防・軍事分野

では、クラウドサービス事業者及びそのユーザに対して、DoD が FedRAMP に独自の要

求事項を追加した DoD クラウドコンピューティングセキュリティ要求事項ガイド（DoD 

Cloud Computing Security Requirements Guide：DoD CC SRG）という認証制度を構築

している。認証は当初、6 段階設定されていたが、現在はレベル 2、4、5、6 の 4 段階

が使われている。各レベルの概要は、以下のとおりである。 

・ インパクトレベル 2：管理されていない非機密情報 

・ インパクトレベル 4：管理されている非機密情報 

・ インパクトレベル 5：管理されている非機密情報でミッションクリティカル

／国家安全保障情報 

・ インパクトレベル 6：機密情報で SECRET扱いまで 
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３.１.２ 欧州 

欧州において、クラウド及びセキュリティについての顕著な動きが見られたのは、2009

年 11月、ENISAが発行した以下の 2文書であろう。 

・ 情報セキュリティに関わる利点、リスクおよび推奨事項 

・ 情報セキュリティ確保のためのフレームワーク 

 

（１）情報セキュリティに関わる利点、リスクおよび推奨事項 

本文書の主な結論は、セキュリティの視点から見た場合、クラウドの規模の経済と

融通性は、味方であると同時に敵でもあるということである。大量に集約されたリ

ソースとデータは、攻撃者にとって恰好の標的であるが、クラウドをベースにした防

御はより強力であり、拡張性があり、費用対効果も優れている。本文書は、クラウド

コンピューティングを利用する上でのセキュリティリスクと利点についての評価を可

能にするものであり、クラウドコンピューティングの潜在ユーザ及び既存ユーザに対

して、セキュリティのガイダンスを提供している。62 

 

（２）情報セキュリティ確保のためのフレームワーク 

ENISA のクラウドコンピューティングリスクアセスメントレポートにおける最も重

要な推奨事項の１つは、情報セキュリティ確保のためのフレームワーク、すなわち、

以下の目的のために設計された情報セキュリティの確保のための一連の評価基準であ

る。このフレームワークでは、組織がクラウドプロバイダに対し、彼らに預託された

情報を彼らが十分に保護することを確認するための一連の質問を提供している。63 

ア クラウドサービスを採用する際のリスクの評価 

 

                             

 
62 IPA「クラウドコンピューティング:情報セキュリティに関わる利点、リスクおよび推奨事項」より抜粋, 

https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Computing%20Security%20R

isk%20Assessment.pdf, 2009年 11月 
63 IPA「クラウドコンピューティング:情報セキュリティ確保のためのフレームワーク」より抜粋

https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Information%20Assurance%

20Framework.pdf, 2009 年 11月 

https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Computing%20Security%20Risk%20Assessment.pdf
https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Computing%20Security%20Risk%20Assessment.pdf
https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Information%20Assurance%20Framework.pdf
https://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/documents/Cloud%20Information%20Assurance%20Framework.pdf
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イ 複数のクラウドプロバイダが提供するサービスの比較 

 

ウ 選択したクラウドプロバイダから情報セキュリティに関する保証を得ること 

第三者サービスプロバイダに対する効果的なセキュリティ関連の質問表を用意する

ことは、クラウド利用者にとって重大なソースドレイン（資源の消費）となり、クラ

ウドに特化したアーキテクチャに関する専門的知識がなければ、実現が困難である。 

 

エ 保証に関するクラウドプロバイダの負担軽減 

クラウドインフラストラクチャに特化した極めて重要なリスクが、NIS 保証要件に

おいて提示されている。クラウドプロバイダの多くは、大多数の利用者が自身のイン

フラストラクチャに対する監査を要求していることを認識している。これは、セキュ

リティ担当者にとっても非常に大きな負担となり得るもので、インフラストラクチャ

へアクセスする人をも増加させ、セキュリティ上重要な悪用による攻撃を受けるリス

ク、重要又は機密性の高いデータの窃盗のリスクを著しく増大させる。クラウドプロ

バイダは、このような要求を扱う明確なフレームワークを確立することによって、こ

の問題に対応する必要がある。 

 

（３）欧州デジタルアジェンダ 

次に欧州委員会（European Commission:EC）が推進するデジタルアジェンダが挙げ

られる。デジタルアジェンダは、ヨーロッパ経済の再生を目指し、欧州の市民や企業

がデジタル技術を最適に活用できるよう支援する仕組みで、2010 年に発動された「欧

州 2020」と題する成長戦略に基づく 7 つの取り組み課題の第 1 に位置付けられている。 

この戦略に基づき、2012 年 1 月のダボス会議でデジタルアジェンダ責任者である欧

州委員会の Neelie Kroes 副委員長が提唱したのが European Cloud Partnership であ

る。4 月には説明会が開催され、その狙いは、欧州連合（European Union:EU）参加国

の公的部門におけるクラウド活用のための要件整備にあるとの説明がなされた。それ

は、①調達要件の整備、②要件の妥当性の検証、③要件に基づく調達実戦モデルの構

築という 3 段階を経て実現されるものとされた。また、欧州電気通信標準化機構

（European Telecommunication Standards Institute:ETSI）では、クラウドの標準化

に関する調査プロジェクトが 2012 年 12 月に始動した。それと機を一にするように
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2012 年後半には、欧州研究開発フレームワーク計画（the Seventh Framework 

Programme for Research and Technological Development:FP7）資金によるプロジェ

クトも複数始動する等、実務を担う公的機関や民間は、活発な動きを見せている。64 

 

（４）IBM、北大西洋条約機構のクラウドシステムを構築 

IBM は、北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization:NATO, 以下

「NATO」という。）の変革連合軍（Allied Command Transformation:ACT）によるプロ

ジェクトで、クラウドコンピューティング環境の設計とデモンストレーションをする

企業として指名された。このプロジェクトの目標は、NATO の加盟国が共同してクラウ

ドを利用することで、データへのアクセスと意思決定をより素早く行えるようになる

か判断することだ。 

現在、NATO の 28 の加盟国は、各国が個別のシステムを管理している。IBM は、様々

なネットワーク、サーバ及びストレージデバイスからなるリソースを結び付け、全て

の NATO 加盟国が機密情報にアクセスしたり通信したりするための共通の方法を提供す

るシステムを作ることになる。また、このシステムは、よりセキュアで、拡張性が高

く、費用効率が高いものであることが求められる。 

さらに、NATO がアフガニスタンの軍事情報等のデータをより迅速に収集して分析で

きるようになるだろう。65 

 

（５）英国政府、クラウドファーストポリシーを発表 

2013 年、英国政府はクラウドファーストポリシーを導入した。以下の 3 項目が主な

ポイントである。66 

・ 代替案の前にクラウドソリューションを検討する。新規又は既存のサービスを

調達する場合、クラウドソリューションを最初に検討する必要がある。 

・ パブリッククラウドファースト。ここでいうクラウドファーストは、パブリッ

ククラウドを意味する。 

                             

 
64 IPA 「IPAテクニカルウォッチ クラウドコンピューティングのセキュリティに関する国際動向」, 

https://www.ipa.go.jp/files/000027459.pdf, 2013 年 3月 28日 
65 CNET Japan 「IBM、NATO のクラウドシステムを設計へ」, 

https://japan.cnet.com/article/20424464/, 2010年 12月 24日 
66 英国政府デジタルサービス局ホームページ 

https://japan.cnet.com/article/20424464/
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・ 定義は、NISTのクラウドの定義を使用 

 

（６）NATOの通信情報庁がクラウド化へ向けたホワイトペーパーを発表 

2014 年 8 月、NATO の情報通信庁（NATO Communication and Information Agency : 

NCIA）が、ITM（IT Modernisation）ホワイトペーパー№1 として「NATO のクラウドへ

の最初のステップ：オーバービュー及びビジネスドライバー」を発表した。 

2009 年に事務総長に就任したアナス・フォー・ラスムセン（前オランダ首相）の

NATO 改革の一環で、NCIA も今の態勢に改編された。NCIA は、IT 近代化を標ぼうし、

従来のような機関ごとのストーブパイプ化された IT環境の総換装を目指した。 

・ 標準化されたソリューションを使用した ITインフラのリニューアル 

・ サービスレベルの定量化とアップ 

・ NATO全体の事業継続性と災害復旧能力の実装 

・ 情報セキュリティの強化 

・ リソースの再割当てを可能にすることによる運用の俊敏性と柔軟性の向上 

・ モバイル活用による働き方改革 

・ サービス提供・維持部門の人員、運用コスト、保守コストの削減 

これは、オンプレミスのクラウドサービス採用へ向けた第一歩である。67 

 

（７）2014年 11月、サイバーセキュリティ会社 FireEyeは、APT28として知られるロシ

ア政府支援のロシアのサイバースパイ活動家が 2007年以来 NATO軍を標的にしてい

ると主張した。さらに、NATOへのハッキングが、モスクワに「地域的な軍事能力

及び連携に関するセンシティブな戦術的かつ、戦略的情報を与えることができる。」

とも述べた。 

 

（８）2015年 8月、英国国防省（Ministry of Defence:MOD, 以下「MOD」という。）は、

HP社がリーダーで富士通、エアバスディフェンス&スペース及び CGI が参加する

ATLASコンソーシアムと 9億 3,300万ポンドの契約を結んだことを発表した。セキ

                             

 
67 ITM White Paper No.1：NATO’s First Step to the Cloud: Overview and Business Drivers より抜

粋 
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ュアなクラウドベースのソリューションを使用する。2016年 9月までに導入が予

定されており、セキュアな新しいスタイルの IT（NSoIT）が提供される。新しい契

約は二つのプロジェクトに分かれている。68 

・ 新しいスタイルの IT（NSoIT） 

・ グローバルコネクティビティ（富士通に与えられた 5億 5000 万ポンドの契約） 

 

（９）MODクラウドを導入 

2016 年 9 月、MOD が自らのデータをマイクロソフトクラウドサービスに移行するこ

とを発表した。従来は、オンプレミスのデータサーバと MS オフィスを使用していたが、

今後は、Microsoft Office 365 と Azure を活用することになる。これは、マイクロソ

フトがロンドンにデータセンターを開設したことによる措置である。69 

 

（１０）英国、国家セキュリティ戦略 2016を発表 

英国政府は、2016年、国家セキュリティ戦略 2016-2021を発表した。2021年には、

「英国は、サイバー脅威に対してセキュアで弾力性があり、デジタル世界で繁栄し

自信を持っている。」というビジョンを提示している。そのビジョンを達成するた

めに、防衛／阻止／開発という三つの目標を立てるとともに、国家サイバーセキュ

リティセンター（NCSC）を設立した。軍事サイバーセキュリティオペレーションセ

ンターと緊密に連携し、重大な国家サイバー攻撃が発生した場合に軍隊が支援でき

るようにした。英国のサイバーセキュリティを大幅に変革するため、今後 5 年間で

合計 19億ポンドを投資する予定である。70 

 

 

 

                             

 
68 SC MEDIA, Ministry of Defence adopts cloud, https://www.scmagazineuk.com/ministry-of-

defence-adopts-cloud/article/534442/, 2015/8/3 
69 The Telegraph, Ministry of Defence switches to the cloud as Microsoft opens first UK data 

centres, http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/09/07/ministry-of-defence-switches-to-

the-cloud-as-microsoft-opens-fir/ ,2016/9/7 
70 UK National Cyber Security Strategy 2016 

https://www.scmagazineuk.com/ministry-of-defence-adopts-cloud/article/534442/
https://www.scmagazineuk.com/ministry-of-defence-adopts-cloud/article/534442/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/09/07/ministry-of-defence-switches-to-the-cloud-as-microsoft-opens-fir/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/09/07/ministry-of-defence-switches-to-the-cloud-as-microsoft-opens-fir/
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（１１）2017年 3月、NATO通信情報機関（NCI Agency）とジェネラル・ダイナミック

ス・インフォメーション・テクノロジー（GDIT）は、クラウドと ITサービスを

提供するという契約を結んだ。さらに、NATOは、サイバーセキュリティサービ

スへの投資の一環として、NATOのサイバー防御網を更新（7100万ユーロ／7,600

万ドル）する契約を結ぶ予定である。71 

 

（１２）2017 年 6 月、英国陸軍がオンプレミス環境を RedHat のクラウド環境に移行した。

72 

 

（１３）2017年 7月、オラクルが英国内務省に対し、クラウドサービスを提供している

と発表した。73 

 

（１４）2017年 12月、英国サイバーセキュリティ機関が各政府機関に、ロシアのセキュ

リティ対策会社カスペルスキー社のウイルス対策ソフトウェアを使用しないよ

う指示した。 

なお、米国政府は同年 9 月、連邦政府各機関に同社のソフトを使用しないよう指

示している。74 

 

３.１.３ 日本 

我が国において、クラウドサービスの利用に関しては、経済産業省、総務省及び民間業

界がそれぞれ活動してきたが、クラウドサービス利用上の情報セキュリティ対策に係る基

準等は、特に考慮されず、情報システム一般の情報セキュリティ対策上のサイバーセキュ

                             

 
71 Datacenter Dynamics, NATO consolidates, gives cloud contract to General Dynamics, 

http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/security-risk/nato-consolidates-gives-

cloud-contract-to-general-dynamics/98085.fullarticle, 2017/3/31 
72 Silicon, British Army Migrates To Red Hat Cloud For Faster Application Delivery, 

http://www.silicon.co.uk/cloud/british-army-red-hat-215537?inf_by=599e787c681db8c2328b493b, 

2017/6/22 
73 Computer Weekly.com, Home Office confirmed as early adopter of Oracle’s UK cloud region, 

http://www.computerweekly.com/news/450422497/Home-Office-confirmed-as-early-adopter-of-

Oracles-UK-cloud-region, 2017/7/12 
74 CTV NEWS, U.K. warns government agencies not to use Kaspersky software, 

https://www.ctvnews.ca/sci-tech/u-k-warns-government-agencies-not-to-use-kaspersky-software-

1.3704359, 2017/11/2 

http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/security-risk/nato-consolidates-gives-cloud-contract-to-general-dynamics/98085.fullarticle
http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/security-risk/nato-consolidates-gives-cloud-contract-to-general-dynamics/98085.fullarticle
http://www.silicon.co.uk/cloud/british-army-red-hat-215537?inf_by=599e787c681db8c2328b493b
http://www.computerweekly.com/news/450422497/Home-Office-confirmed-as-early-adopter-of-Oracles-UK-cloud-region
http://www.computerweekly.com/news/450422497/Home-Office-confirmed-as-early-adopter-of-Oracles-UK-cloud-region
https://www.ctvnews.ca/sci-tech/u-k-warns-government-agencies-not-to-use-kaspersky-software-1.3704359
https://www.ctvnews.ca/sci-tech/u-k-warns-government-agencies-not-to-use-kaspersky-software-1.3704359
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リティ政策の一環として捉えられてきたといえる。 

（１）政府（NISC） 

2000 年 2 月に「内閣官房情報セキュリティ対策推進室」が設置されて以降、政府と

してのサイバーセキュリティ対策が実施されてきた。我が国におけるサイバーセキュ

リティ政策の経緯を図３－２に、我が国におけるサーバーセキュリティ政策の推進体

制を図３－３に示す。 
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図３－２ サイバーセキュリティ政策の経緯75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ サイバーセキュリティ政策の推進体制 75 

                             

 
75 出典：NISC,「我が国のサイバーセキュリティ政策の概要」, 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000463592.pdf, 2017年 1月 30日 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000463592.pdf
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「内閣官房情報セキュリティ対策推進室」は、インターネットの急速な利用拡大等、我

が国社会や国民生活の IT 化が進展する中で、不正アクセス事案の発生やコンピュータウ

イルスの蔓延等情報セキュリティに関わる問題への危機感の高まりを受け、官民における

情報セキュリティ対策の推進に係る企画及び立案並びに総合調整を行うため、内閣総理大

臣決定（2000年）に基づき、内閣官房に設置された。 

また、情報通信技術（IT）の活用により、世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会

経済構造の変化に適確に対応することの緊要性に鑑み、高度情報通信ネットワーク社会の

形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するために、2001 年 1 月、内閣に「高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）」が設置された。 

2005 年 4 月には、IT 総合戦略本部決定（2004 年 12 月 7 日）に基づき、我が国の情報セ

キュリティ問題の根幹に関する事項を決定する会議として、IT 戦略本部の下に「情報セ

キュリティ政策会議」が設置された。同時に「情報セキュリティ対策推進室」を強化・発

展させ、内閣官房に「情報セキュリティセンター（ NISC： National Information 

Security Center）」が設置された。NISC は「情報セキュリティ政策会議」の事務局とし

ても活動した。 

2014年 11月には、「サイバーセキュリティ基本法」が成立し、2015年１月には、同法

に基づき、内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」が設置され、内閣官房組織令に基づ

き、情報セキュリティセンターを改組し、内閣官房に「内閣サイバーセキュリティセン

ター（NISC：National center of Incident readiness and Strategy for 

Cybersecurity）」が設置された。 

情報セキュリティ政策会議は、政府が行うべき情報セキュリティ対策の統一的な枠組み

の中で、各府省庁が情報セキュリティの確保のために採るべき対策及びその水準を更に高

めるための対策の基準として「政府機関の情報セキュリティのための統一基準」を 2005

年 12 月に決定し、以降、技術や環境の変化を踏まえて見直しを続け、2016 年 8 月に「政

府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（以下「統一基準群」という。）

を決定した。 

統一基準群は、国の行政機関及び独立行政法人等の情報セキュリティ水準を向上させる

ための統一的な枠組みであり、国の行政機関及び独立行政法人等の情報セキュリティの

ベースラインや、より高い水準の情報セキュリティを確保するための対策事項を規定して
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おり、統一基準群の運用により、国の行政機関及び独立行政法人等それぞれの組織の PDCA

サイクルや政府機関等全体の PDCA サイクルを適切に回し、政府機関等全体としての情報

セキュリティの確保を図るとしている。 

統一基準群を構成する文書は以下のとおりであり、この中の「政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基準（平成 28 年度版）」において、初めてクラウドサービスの

利用における要件等が記述された。 

・ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範 

・ 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針 

・ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 28年度版） 

・ 府省庁対策基準策定のためのガイドライン（平成 28年度版） 

統一基準群と各府省庁が策定すべき情報セキュリティポリシーの関係は図３－４のよう

に示されているが、現時点では防衛省を含め、クラウド利用に関する内容を含めた情報セ

キュリティポリシーに係る各府省庁の資料は入手できていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ 統一基準群と府省庁の情報セキュリティポリシーの関係について76 

                             

 
76 出典：NISC「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」, 2016年 8月 31日 



３－２６ 

 

 

なお、2017 年 5 月「デジタルニッポン 2017」（自民党政務調査会 IT 戦略特命委員会）

が公開され、その中で日本政府が取り組むべき対応として、以下のように「日本政府のク

ラウド調達基準としての日本版 FedRAMPの創設」がうたわれている。 

 

「日本政府が取り組んでいくべき対応 

・ 国際標準で定められたサイバー技術の利用が SCM の最下層にまで義務化され、標準技

術パッケージが搭載されたクラウドの利用が国際標準になっていく世界の潮流を踏まえ

ると、日本が中小企業まで踏まえて個社が今からセキュリティの国際標準に個別に対応

し続けることは困難である。 

・ よって、日本政府は米国と同様に日本政府のクラウド調達基準として“日本版

FedRAMP”を創設し、この日本版 FedRAMP が国際標準の最新動向に対応し続け、これを

利用していれば日本企業は国際標準に準拠していると言えるようにするべきである。ま

た、日本固有の技術利用も今後段階的に増加させ、規制の相互認証も行っていくべき」

である。 

 

（２）総務省 

総務省は、クラウド利用者、クラウド事業者及びサプライチェーンにおける供給者

の間における役割と責任の分担やマスサービス提供に伴って発生する全体としての統

制の欠如に焦点を当て、これを解消・緩和するための対策実務に係る指針を示した

「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」を 2016 年 4月

に作成している。 

本ガイドラインは、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 28

年度版）」においても、情報セキュリティ確保のためのガイドラインとして引用され

ている。 

 

（３）経済産業省 

経済産業省は、クラウドサービスにおける情報セキュリティ確保のため、クラウド

利用者が自ら行うべき実施の手引きと、クラウド事業者に対して求めるべき事項をま

とめた「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」



３－２７ 

 

を 2011年 4月に作成している。 

本ガイドラインは、クラウドサービスの多様化と普及につれ、クラウドサービスの

環境が大きく変化したため、2014 年 3 月に「クラウドサービス利用のための情報セ

キュリティマネジメントガイドライン 2013 年度版」として公表した。あわせて、ガイ

ドラインの活用シーンを具体的に示した「クラウドセキュリティマネジメントガイド

ライン活用ブック」も公表した。 

これらのガイドラインも「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に

おいて、情報セキュリティ確保のためのガイドラインとして引用されている。 

なお、「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライ

ン」をベースとして、日本から ISO に、クラウドサービスにおける情報セキュリティ

規格の提案を行い、2015年 12月に ISO／IEC27017：2015として発行されている。 

ISO／IEC27017 に対応した JIS Q 27017 も共に、情報セキュリティ管理策を実践す

る上で規範として広く利用されている規格である JIS Q 27002 をベースにクラウド

サービス固有の管理策及び実施の手引きを追加したもので、以下の点を考慮して制定

された。 

・ 一般的な IT サービスにおけるセキュリティ要件と、クラウドサービス固有の要件

を明確に識別できるようにしている。 

・ クラウドサービスの利用者と提供者が容易に連携できるように、実施の手引きを

対で記述し、情報や機能を容易に利用できるようにしている。 

・ 他者のクラウドサービス（クラウドサービスの開発や提供を容易にするクラウド

サービス）を利用した上で、クラウドサービスを提供するケースにおける情報セ

キュリティについても記述している。 

また、2011 年に策定した「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジ

メントガイドライン」を基にして、クラウド事業者が実施すべき事項の明確化及びク

ラウド利用者がクラウドサービスを比較検討できるようにするために、「クラウド情

報セキュリティ管理基準」を 2012 年に策定している。これも 2014 年の「クラウド

サービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」改正に応じて、

改正されている。 

 



３－２８ 

 

（４）その他 

FISC は、1985 年、金融機関、保険会社及び証券会社等におけるコンピュータシス

テムの自主基準として「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」

を策定し、最新版は 2015 年 6 月版となっている。金融情報システムに関する安全対

策の共通の指針として示されているものであるが、強制力はなく、自社基準を策定す

る際の参考として利用するものであり、この中で、「運用基準」として「クラウド

サービスの利用」が示されている。 

IPA は、クラウドの利用についての判断やその条件の確認、注意点の点検等を比較

的容易にできるよう、解説やチェック項目を整理した資料として「中小企業のための

クラウドサービス安全利用の手引き」を 2011 年 4月に公開している。 

 

３.２ 取り組むべき対策 

３.２.１ 取り組むべき対策の抽出 

統一基準群を構成する「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成２８

年度版）」（以下「統一基準」という。）では、「クラウドサービスの利用に係る外部委

託については、クラウドサービス特有のリスクがあることを理解した上で・・・遵守する

必要がある。」とされ、以下の 5 項目が「クラウドサービスの利用における対策」として

挙げられている。 

・ 取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、情報の取扱いを委ねることの可否を判断

すること。 

・ 取り扱われる情報に対して、国内法以外の法令が適用されるリスクを評価して委託先

を選定し、必要に応じて委託事業の実施場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を指定

すること。 

・ クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策を検討し、委託

先を選定する際の要件とすること。 

・ 情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路

全般を見渡した形でセキュリティ設計を行った上でセキュリティ要件を定めること。 

・ クラウドサービス及び委託先の信頼性が十分であることを、情報セキュリティ監査に

よる報告書、各種認定・認証制度の適用状況等から総合的・客観的に判断すること。 

 



３－２９ 

 

ここに示されているものは、ユーザがクラウドサービス及びクラウド事業者を選定する

際の考慮事項といったものも含まれており、必ずしもクラウドを利用するに当たってユー

ザが取り組むべき対策の全てではない。特に、第 1 項で示されている「情報の取扱を委ね

ることの可否を判断」及び第 5 項で示されている「委託先の信頼性が十分であること

を・・・総合的・客観的に判断」するためには、利用者及び事業者が実施すべき全ての対

策を網羅して検討した上で判断する必要がある。 

 

本調査研究では、３.１.３項「日本」で示した四つの資料等に示されている各対策につ

いて、２.２（１）項「IT サービス全般から想定されている脅威」及び２.２（２）項「ク

ラウドサービスにおいて想定されている脅威」で抽出したリスク及び脅威との関連付けを

行い、それらの対策のうち、クラウドサービス（SaaS）を利用するユーザが取り組むべき

対策を整理した。 

 

（１）クラウド利用者が取り組むべき対策 

ア ３.１.３項「日本」において示した、以下の基準等に記述されているクラウドサー

ビス利用に係る対策基準等について、関連するリスク・脅威と関連付けた。ただし、

３.２.１（１）ア(ｳ）項「経済産業省:クラウド情報セキュリティ管理基準（平成

24年度 8月版）（JASA）」については、平成 28年度に更新されているが、これも当

該資料そのものは公開されておらず入手できないため、インターネットで公開され

ている平成 24 年 8 月版について、その対策項目を整理した。また、３.２.１（１）

ア(ｴ)項「FISC:金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書（2015

年 6 月版）」については、当該資料そのものは公開されておらず入手できないため、

クラウド事業者がインターネット上で公開している対応リファレンス資料からその

対策を抽出した。 

なお、「対象外の項目」とは、「本来はクラウドサービスを利用するに当たって

の対策であるが、その目的が電子取引及び ATM 等に係るもので、今回の調査目的

である防衛産業における業務では考慮する必要はない対策である」と判断して除

外したものである。 

 



３－３０ 

 

(ｱ) 内閣府:統一基準 

279項目（うち、対象外の項目数は 15） 

(ｲ) 経済産業省:クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイ

ドライン（2013年度版）136項目（うち、対象外の項目数は 8） 

(ｳ) 経済産業省:クラウド情報セキュリティ管理基準（平成 24年度 8月版）（JASA） 

144項目（うち、対象外の項目数は 3） 

(ｴ) FISC:金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書（2015年 6月

版）319項目（うち、対象外の項目数は 96） 

 

イ 関連付けの整理においては、以下に示す区分により各対策との関連付けを行った。

ただし、対象とした対策は、必ずしも２.２項「想定される脅威」（以下の３.２.１

（１）イ(ｱ)項及び(ｲ)項に示す区分）に対応するものばかりではないため、関連付

けの整理においては、３.２.１（１）イ(ｱ)項又は(ｲ)項に、直接には関連しないと

判断したものについて、３.２.１（１）イ(ｳ)項に示す区分を新たに定義した。 

(ｱ) ２.２項「想定される脅威」において、「IT サービス全般で想定されている脅威」

として抽出したもの：18区分 

(ｲ) ２.２項「想定される脅威」において、「クラウドサービスにおいて想定されて

いる脅威」として抽出したもの：27 区分 

(ｳ) ２.２項「想定される脅威」において、抽出した脅威に対する直接の対策では

ないと判断したもの：10区分 

 

（２）取り組むべき対策のまとめ 

３.２.１（１）イ(ｱ)項で関連付けした各対策について、「技術面における対策」

及び「管理面における対策」について、以下の要領により整理した。 



３－３１ 

 

ア 対象とするクラウドサービスの区分 

(ｱ) SaaSを利用するクラウド利用者にとって取り組むべき対策 

(ｲ) IaaS又は PaaSを利用する場合のクラウド利用者にとって取り組むべき対策 

イ クラウド利用者側とクラウド事業者側の対策についてのまとめ方 

(ｱ) 共通対策のうち、抽出した脅威に関連するものと、直接には関連しないものは

区分した。 

(ｲ) クラウド利用者側が取り組むべき対策と関連して、クラウド事業者に対して確

認又は情報の提供を要求すべきとされているもの及びクラウド利用者自身が確

認すべきとされていることについては、個々の対策とは別に抽出した。 

 

３.２.２ クラウドサービスを利用するに当たり取り組むべき対策 

抽出・整理した結果、SaaS を利用する場合に取り組むべき対策は、管理面における対策

が 44 項目、技術面における対策が 24 項目であった。また、利用者が確認又は要求するこ

ととされている対策は、全般的な事項が 17 項目、クラウド利用者への情報の提供に関連

するものが 18 項目、クラウド事業者の活動に関連するものが 4 項目、提供されるサービ

スの内容に関するものが 9項目であった。 

IaaS／PaaS を利用する場合に取り組むべき対策は、管理面における対策が 62 項目、技

術面における対策が 57 項目であった。また、利用者が確認又は要求することとされてい

る対策は、全般的な事項が 17 項目、クラウド利用者への情報の提供に関連するものが 20

項目、クラウド事業者の活動に関連するものが 4 項目、提供されるサービスの内容に関す

るものが 9項目であった。 

以下にこれらの概要を示す。 

３.２.１項「取り組むべき対策の抽出」で抽出・整理した結果を、別表３－１から別表

３－３に示す。また、各対策の記述についての凡例は、以下のとおりである。 

・ 統一基準○○○ 

統一基準に記述されている対策であることを示す。○○○の部分は、統一基準の第 2

部以降の項番を示す。 

・ 経産省○○○ 

クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドラインに記述さ

れている対策であることを示す。○○○の部分は、同文書の箇条 5～15 の項番を示す。 



３－３２ 

 

・ JASAＯＯＯ 

クラウド情報セキュリティ管理基準に記述されている対策であることを示す。○○○

の部分は、同基準の第 V章に記述されている個々の管理策の項番を示す。 

・ FISCＯＯＯ 

金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準に記述されている対策であることを

示す。○○○の部分は、クラウド事業者がインターネットで公開している資料に示され

ている識別を示す。 

 

なお、SaaS 及び IaaS／PaaS を利用する場合に関連する対策については、ハイライト

表示としている。ハイライト表示のないものは、SaaS を利用する場合にのみ関連する対

策である。また、２.２項「想定される脅威」で抽出した脅威に直接関連していない対

策については、イタリック（太字）で記述している。 

 

（１）管理面における対策 

ア 組織・体制の整備、経営陣の責務、情報システムの整備・点検・監視及び資産の管

理等に関連する対策 

(ｱ) 全般的事項 

・ クラウドコンピューティング環境にある資産の管理（FISC 運 054）（経産

省 7.1.1,8.3.2,9.2.7,12.5.3）（JASA 5.2.7） 

・ 要員の雇用、人事・健康管理（FISC運 085）（経産省 8.1.3,8.3.1） 

(ｲ) 責任者の設置 

・  情報セキュリティに関する事務の統括に関する責任者（統一基準

2.1.1(1)）,（経産省 6.1.1,6.1.2,6.1.3､7.1.2） 

・ 監査に関する事務の統括に関する責任者（統一基準 2.1.1(3)） 

・ 利用する外部サービスに係る事項に関する責任者（統一基準 4.1.2(1)(b)） 

・ ソーシャルメディアサービスの利用に係る事項に関する責任者（統一基準

4.1.3(1)(b)） 

・ 複合機・特定用途機器に関する対策の実施に関する責任者（統一基準

7.1.3） 



３－３３ 

 

(ｳ) 組織・体制の設置 

・ インシデント対処体制（統一基準 2.1.1(6),2.2.1(2),2.2.4(1)(d)）（経産

省 13.2.1,13.2.2） 

・ 実施対策審議組織（統一基準 2.1.2(1)） 

・ 教育実施体制（統一基準 2.2.3(1)） 

・ 情報システムの開発・維持・運用・監視・監査の体制（統一基準 5.2.2(1)）

（FISC運 021,060,072,073,091） 

・ セキュリティ管理、システム管理、データ管理、ネットワーク管理体制

（FISC運 003,004,005,006） 

・ 防災組織、防犯組織の整備（FISC 運 007,008） 

・ 業務組織の整備（FISC運 009） 

・ 関係者への連絡体制（FISC運 062） 

・ クラウド事業者に対する監査体制（FISC運 112） 

・ 関係当局・専門組織との連絡体制（経産省 6.1.6､6.1.7） 

イ 教育の実施に関連する対策 

・ 教育実施（統一基準 2.2.3(2),2.2.4(3)(b),(c)）（FISC運

017,080,081,082,083,084）（経産省 8.2.2,11.3.1,11.3.2,11.3.3,12.5.4） 

ウ 自己点検・監査等に関連する対策 

・ 情報セキュリティ対策の自己点検（統一基準 2.3.1）(FISC 運 10-1) 

・ 情報セキュリティ監査の実施（統一基準 2.3.2） 

エ 各種方針類・計画類・文書類・規定類・記録類等の作成・明示・周知・管理・分

析・運用に関連する対策 

 

(ｱ) 方針・計画の策定 

・ 情報セキュリティ対策を推進するための方針・計画 

（ 統 一 基 準 2.1.2(2) ） (FISC 運 001,002,065,074) （ 経 産 省

5.1.1,5.1.2,8.2.1, 10.8.5,11.4.1,11.7.1,11.7.2,12.3.1,15.3.1）（JASA 

6.8.5） 

・ 事業継続計画（統一基準 5.3.1）（経産省 14.1.3,14.1.4,14.1.5） 

・ 外部委託に関する計画（FISC運 087,087-1,088） 



３－３４ 

 

・ 情報システム開発計画（FISC技 007） 

(ｲ) 基準・規定・対策・手続き・手順・態勢 

・ 対策を実施するための具体的な実施手順（統一基準 2.1.1(1),5.2.5(1)）

（FISC運 010,074,107）（経産省

6.1.8,10.10.2,11.7.1,11.7.2,12.3.2,13.1.2,14.1.1） 

・ 例外措置に係る手続き（統一基準 2.2.2(1)） 

・ インシデントに係る報告手順・対処手順、緊急連絡網の整備及び周知（統

一基準 2.2.4(1),(2),(3)(a)）（運 014,015,063）（経産省 13.1.1,13.2.1） 

・ インシデントの再発防止策（統一基準 2.2.4(3)(a),(b)） 

・ 情報セキュリティ対策のための基準・規定（統一基準

2.1.2(1),2.2.1(1),3.1.1(1),6.3.1(1),8.1.1(1)）（経産省

7.1.3,8.1.1,8.2.3） 

・ 情報の格付け及び取扱いの制限のための定義、手順（統一基準 3.1.1(3)）

（FISC 運 024,025,026,028,033）（経産省 7.2.1,7.2.2,10.7.3,11.2.1） 

・ 要管理対策区域における対策の基準及び区域ごとの対策（統一基準

3.2.1(1),(2),(3)(a),(c)）(FISC 運 075) （経産省 9.1.5） 

・  ソーシャルメディアサービスによる情報発信時の対策（統一基準

4.1.3(1)(a)） 

・ 端末の導入及び運用時の対策（統一基準 7.1.1(1),(2)） 

・ 複合機・特定用途機器の導入及び運用時の対策（統一基準 7.1.3） 

・ オペレーションの依頼・承認手続き（FISC運 020) 

・ 機器の管理方法・保守方法(FISC 運 057,059) 

・ システムの開発・変更・移行手順（FISC運 067,069) （経産省 12.4.1） 

・ ドキュメント作成・管理手順（FISC運 070) 

・ クラウドサービスの利用手順・操作手順の作成（経産省 10.1.1,12.5.4） 

・ 取り外し可能な媒体の管理手順の作成（経産省 10.7.1） 

・ クラウドサービスの変更管理手順の作成（経産省 12.5.1） 

(ｳ) 記録類・台帳・関連文書の整備・管理 

・ 情報システム台帳（統一基準 5.1.1(1)） 

・ 情報システム関連文書（統一基準 5.1.1(2)） 
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・ 情報システムの運用・保守に関する記録（統一基準 5.2.3(1)(c)） 

・ オペレーションの記録・確認（FISC運 022) 

オ 要保護情報等に適した取扱い・活動の実施に関連する対策 

・ 例外措置に係る運用（統一基準 2.2.2(2)） 

・ 情報の目的外での利用等禁止（統一基準 3.1.1(2)） 

・ 情報等の利用に関するもの（統一基準 3.1.1(4),(5),(6)）（FISC運

011,016,017,018,031,037,043,053-1,061）（経産省

10.7.4,15.1.3,15.1.4,15.2.1）（JASA 6.7.4） 

・ オペレータの資格管理（FISC運 019） 

・ サイバー攻撃対応態勢（FISC運 113） 

カ 外部委託に係る規定の整備、利用の可否の判断等（業者の選定及び認証の確認）契

約及び監視等に関連する対策 

・  外部委託、外部サービスの利用に関する規定及び対策（統一基準

4.1.1,4.1.2(1)(a),(2)）(FISC 運 089,090,108,109) （経産省 6.1.4,6.1.5, 

6.2.1,6.2.3,10.2.1,10.2.3,12.5.5,14.1.2） 

・ 取り扱う情報の格付及び取扱い制限を踏まえ、情報の取扱を委ねることの可否

を判断すること。（統一基準 4.1.4(1)(a)） 

・ 取り扱われる情報に対して、国内法以外の法令が適用されるリスクを評価して

委託先を選定し、必要に応じて委託事業の実施場所及び契約に定める準拠法・裁

判管轄を指定すること。（統一基準 4.1.4(1)(b)） 

キ 設備・施設に関連する対策 

・ 管理方法・保守方法の明確化（FISC 運 076,077） 

・ 物理的セキュリティの対策（経産省 9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.5,9.1.6） 

・ 自然災害・人的災害からの保護の設計（統一基準 3.2.1(3)(b)）（経産省

9.1.4） 

・ 目的外の施設利用の防止（経産省 15.1.5） 

ク 法令遵守に関連する対策 

・ 法令遵守を考慮した要員の雇用時の確認（経産省 8.1.2） 

・ 自らが適用を受ける法令・規制・契約上の要求事項等の洗い出し（経産省 

15.1.1） 
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・ 組織の記録類、個人データ・個人情報の保存・保護（経産省 15.1.3,15.1.4） 

・ 法令を遵守した暗号化機能の利用（経産省 15.1.6） 

 

（２）技術面における対策 

ア 組織・体制の整備、経営陣の責務、情報システムの整備・点検・監視及び資産の管

理等に関連する対策 

・ システムのセキュリティ要件を定めること。（統一基準 4.1.4(1)(d)）（経産

省 10.6.2,12.1.1） 

・ 情報システムの維持・運用の体制（統一基準 5.2.1(2)） 

・ ソフトウェアに関するぜい弱性対策（統一基準 6.2.1）（経産省 12.6.1） 

・ 不正プログラム対策（統一基準 6.2.2）（FISC技 049,050,051） 

・ サービス不能攻撃対策（統一基準 6.2.3） 

・ 標的型攻撃対策（統一基準 6.2.4） 

・ 装置・サービス等の導入時の対策 

・ サーバの導入時の対策（統一基準 7.1.2(1)） 

・ 電子メールの導入時の対策（統一基準 7.2.1 (1)） 

・ ウェブサーバの導入時の対策（統一基準 7.2.2(1)） 

・ DNSサーバの導入時の対策（統一基準 7.2.3(1)） 

・ 通信回線（装置）の導入時の対策（統一基準 7.3.1(1)） 

・ リモートアクセス環境の導入時の対策（統一基準 7.3.1(4)） 

・ 無線 LAN 環境の導入時の対策（統一基準 7.3.1(5)） 

・ 複合機の調達時のセキュリティ要件（統一基準 7.1.3(1)(a)） 

・ ハードウェア、ソフトウェアの開発・変更管理（FISC運 066） 

・ システムの試験の対策（FISC運 068）（経産省 12.4.2） 

・ システムの運用状況・負荷監視、予測（FISC技 018,020）（経産省 10.3.1） 

・ バックアップサイトの整備（FISC技 025） 

・ 新規システム、システム更新時のシステム試験の実施（経産省 10.3.2） 

・ 認可されていないモバイルコードの実行阻止（JASA 6.4.2） 

・ ネットワークの分離（経産省 11.4.5） 
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イ 要保護情報等に適した取扱い・処理機能の提供・実施等に関連する対策 

(ｱ) 全般 

・ インシデントに係る対処（統一基準 2.2.4(2),(3)(a)）（FISC 運 064,技

021,022,048）（経産省 13.2.3） 

・ 情報等の消去（統一基準 3.1.1(7),7.1.1(3)）（FISC 運 111）（経産省

9.2.6,10.7.2） 

・ 情報のバックアップ（統一基準 3.1.1(8)）（FISC 運 027,029,032,034）

（経産省 10.5.1）） 

・ 情報システムの運用・保守時の対策（統一基準 5.2.3(1)(a),(b)）（経産省 

10.1.4,11.4.4,11.5.4） 

・ 情報システムの更改・廃棄時の対策（統一基準 5.2.4(1)） 

・ アクセス権限の管理（統一基準 6.1.3）（経産省

8.3.3,11.1.1,11.2.4,11.4.6,11.6.1,12.4.3） 

・ ログの取得・管理（統一基準 6.1.4）（FISC技 037）（経産省

10.10.1,10.10.3,10.10.4,10.10.5） 

・ 装置・サービス等の運用・運用終了時の対策 

・ サーバの運用時・運用終了時の対策（統一基準 7.1.2(2),(3)） 

・ DNS サーバの運用時の対策（統一基準 7.2.3(1)(c),(2)） 

・ 通信回線（装置）の運用・運用終了時の対策（統一基準 7.3.1(2),(3)） 

・ 通信回線（装置）・ネットワーク関連機器の運用・運用終了時の対策

（統一基準 7.3.1(2),(3)）（FISC 運 058）（経産省 10.6.1,11.4.5,11.4.7） 

・ システム利用者の規定の遵守を支援するための対策（統一基準 8.1.1(2)） 

・ 入退室の管理（FISC運 013） 

・ 出力情報・伝送データの改ざん防止（FISC運 037,技 033） 

・ 配送中の物理的媒体の保護（経産省 10.8.3） 

・ 特権の割当・管理（経産省 11.2.2） 

(ｲ) 所要の機能の導入 

・ 主体認証機能等本人確認機能の導入（統一基準 6.1.1,7.2.1(1)(c)）（FISC

運 044,技 035,035-1）（経産省 11.5.2） 

・  アクセス制御・監視機能の導入（統一基準 6.1.2 ）（ FISC 技
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030,031,043,044,045）（経産省 11.1.1） 

・ 暗号化機能・電子署名機能の導入（統一基準 6.1.5,7.2.2(1)(a)）（FISC

運 110,技 028,029,042） 

・ コンピュータウイルス防止機能の導入（FISC運 030） 

・ ID・パスワードの非表示・非印字機能の導入（FISC技 026） 

・ 相手確認機能の導入（FISC技 027）（経産省 11.4.2,11.4.3） 

・ ID不正使用防止機能の導入（FISC技 036） 

・ 電子メール送受信及びホームページ閲覧等の不正使用防止機能の導入

（FISC技 042-1） 

・ 正確な時刻源との同期（経産省 10.10.6） 

・ 不良データ検出・除外機能の充実（FISC技 032） 

・ リカバリ機能の導入（FISC技 024） 

・ パスワード管理機能の導入（経産省 11.2.3,11.5.3） 

・ 業務用ソフトウェアに対する、入力データの妥当性・完全性・出力データ

の妥当性を確認する機能の導入（経産省 12.2.1,12.2.2,12.2.3,12.2.4） 

ウ 外部委託に係る規定の整備、利用の可否の判断等（業者の選定、認証の確認）契約、

監視等に関連する対策 

・ クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策を検討し、

委託先を選定する際の要件とすること。（統一基準 4.1.4(1)(c)） 

・ クラウドサービス及び委託先の信頼性が十分であることを、情報セキュリティ

監査による報告書、各種認定・認証制度の適用状況等から総合的・客観的に判断

すること。（統一基準 4.1.4(1)(e)） 

・ クラウドサービスの提供に関わる秘密保持契約の要求事項の特定及びレビュー

（経産省 6.1.5） 

・ 情報システムの構築・運用・保守を外部委託する場合の対策（統一基準

5.2.1(3),(4)） 

・ 接続契約内容・運用管理方法の明確化（FISC運 055,056） 

エ アプリケーションコンテンツ等に関連する対策 

・ アプリケーションコンテンツの作成・提供時の対策（統一基準 6.3.1(2), 

6.3.2(2),(3)） 
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・ ウェブアプリケーションの開発・運用時の対策（統一基準 7.2.2） 

（３）クラウド利用者が確認又は要求することとされている情報 

ア 全般的事項 

・ クラウドサービス利用における情報セキュリティに関するクラウド利用者及び

クラウド事業者の責任分界の確認（経産省 6.1.3） 

・ クラウド事業者との契約に必要な秘密保持契約の内容が含まれていることの確

認（経産省 6.1.5） 

・ クラウドサービスを利用する場合に、セキュリティを保つべき領域が拡大する

かの確認（経産省 9.1.5） 

・ クラウドサービスにおける容量・能力の限界値が、要求されるシステム性能を

満たすこと及び容量・能力の追加が、容易にできるかの確認（経産省 10.3.1） 

・ 要求するセキュリティ特性・サービスレベル・管理上の要求事項にクラウド

サービスが適合していることの確認（経産省 10.6.2） 

・ 既存の方針、仕組み、正式な管理プロセスが、クラウドサービスが提供する機

能で実現できるかの確認 

・ アクセス制御方針（経産省 11.1.1） 

・ 利用者登録に関する正式な管理プロセス（経産省 11.2.1） 

・ 特権の割当て及び利用を管理する仕組み（経産省 11.2.2） 

・ パスワードの割当てに関する正式な管理プロセス（経産省 11.2.3） 

・ アクセス権をレビューする正式なプロセス（経産省 11.2.4） 

・ 取扱いに慎重を要するシステムを構築する場合には隔離された環境上に構築で

きることの確認（経産省 11.6.2） 

・ モバイルコンピューティング機能がモバイルコンピューティング設備・通信設

備を用いた場合のリスクから保護するための正式な方針に適合しているかの確認

（経産省 11.7.1） 

・ テレワーキング機能が、テレワーキングのための方針、運用計画及び手順に適

合することの確認（経産省 11.7.2） 

・ クラウド事業者のセキュリティ基本方針が組織のセキュリティ方針に違反しな

いことの確認（経産省 12.1.1） 

・ クラウドサービスにおいて提供されている情報の暗号化機能が、利用に関する
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方針に適合しているかの確認（経産省 12.3.1） 

・ クラウドサービスに関する法的事項の確認 

・ 知的財産権の要求事項（経産省 15.1.2） 

・ クラウドサービス上で利用する暗号化技術の法令抵触の可能性（経産省

15.1.6） 

イ クラウド利用者への情報の提供に関連するもの 

・ クラウドサービス利用に関する教育等の実施に当たり、操作マニュアル、予防

措置・連絡先に関する情報提供の要求（経産省 8.2.2） 

・ クラウドサービスの操作手順の作成に当たって、クラウド事業者の情報提供方

針の確認（経産省 10.1.1） 

・ クラウド事業者から情報処理設備及びシステム変更通知等を受けた場合、その

影響の確認（経産省 10.1.2,10.2.3） 

・ クラウドサービスの選定、改訂版受け入れに当たっての情報（経産省 10.3.2） 

・ SLA（アクセスネットワークの容量・能力及び冗長化を含む） 

・ 試用に関する詳細（料金、試用期間及び免責事項を含む） 

・ クラウドサービス上で扱う情報、ソフトウェア及びソフトウェアの設定におけ

るバックアップの必要性及びその可能性の確認（経産省 10.5.1） 

・ ネットワークサービスに関する情報の確認（経産省 10.6.1） 

・ クラウド利用者に提供するログに関する確認 

・ クラウドサービス利用者の活動、例外処理、セキュリティ事象を記録したロ

グの存在、保持される期間（経産省 10.10.1） 

・ ログが利用者に提供される方法、タイミング及び保持される期間が、将来の

調査及びアクセス制御の監視を補うために適切か（経産省 10.10.1） 

・ 利用状況の記録の種類、表示方法、保持期間（経産省 10.10.2） 

・ ログ情報の保護に関する方針・保護機能の概要・監査の実施状況・結果（経

産省 10.10.3） 

・ 利用者システムの実務管理者及び運用担当者の作業が記録されること（経産

省 10.10.4） 

・ クラウド利用者に提供する障害のログの範囲（経産省 10.10.5） 

・ ネットワークの分離についての情報の確認（経産省 11.4.5） 
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・ クラウド事業者が、ホスト OS 上のネッワークルーティングを行う場合は、クラ

ウド利用者は、その設定がコンピュータの接続及び情報の流れによる業務用ソフ

トウェアのアクセス制御方針に違反していないことの確認（経産省 11.4.7） 

・ クラウドサービスの鍵管理に関する情報の要求（経産省 12.3.2） 

・ 鍵の種類 

・ 鍵管理システムの仕様 

・ 利用者側での実施が推奨される事項 

・ クラウドサービスが対応している OS やウェブブラウザの確認（経産省 12.5.2） 

・ 技術的ぜい弱性に係る情報の収集及び利用しているクラウドサービスとの関連

の有無の確認（経産省 12.5.2） 

・ クラウドサービスにおける冗長化の状況確認（経産省 14.1.3） 

・ 使用者が実施する試験及び計画の更新に関してクラウド事業者が関与可能か否

かの確認（経産省 14.1.5） 

・ クラウドサービスに関する管轄裁判所、法的管轄に影響を及ぼす国／地域（経

産省 15.1.1） 

ウ クラウド事業者の活動等に関連するもの 

・ 第三者からクラウド事業者に提供されるサービスが利用者に対してはクラウド

事業者によって実施・運用・維持されることの確認（経産省 10.2.1） 

・ 第三者からクラウド事業者に提供されるサービスに対してクラウド事業者に

よって監視等されていることの確認（経産省 10.2.2） 

・ 悪意のあるコードから情報・システムを保護するために実施している事項の確

認（経産省 10.4.1） 

・ 悪意のあるコードの検出、予防及び回復のための管理策 

・ クラウド利用者に適切に意識させるために実施している管理策とその実行結 

 果 

・ 悪意のあるコードに感染した場合のクラウド事業者における報告手順 

・ 情報セキュリティ事故が法的処置に及ぶ場合を想定した証拠の収集及び保管を

行っているかの確認（経産省 13.2.3） 

エ 提供されるサービス（機能）の内容に関連するもの 

・ クラウド利用者による資産管理を支援する機能がサービスに附帯するかの確認
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（経産省 7.1.1） 

・ 電子的メッセージ通信に含まれた情報を保護する機能が存在し、かつ動作して

いることを監査していることの確認（経産省 10.8.4） 

・ アクセス権を一覧化する機能の仕様の確認（経産省 11.2.4 ） 

・ セキュリティに配慮したログオン手順の確認（経産省 11.5.1） 

・ 各利用者が一意の識別子を保有できること及び適切な認証技術の選択ができる

ことの確認（経産省 11.5.2） 

・ パスワード管理システムが対話式で、良質のパスワードを可能とする機能であ

ることの確認（経産省 11.5.3） 

・ セッションのタイムアウトによる遮断機能の確認（経産省 11.5.5） 

・ サービス接続時間の制限を設定できるかの確認（経産省 11.5.6） 

・ 暗号化機能が提供されていること、クラウドサービスを利用するネットワーク

経路が暗号化されていること及びクラウドサービスで利用する情報がシステム上

で暗号化されていることの確認（経産省 12.3.1） 
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４ 防衛省及び防衛関連企業に対する提言 

４.１ 考え方 

３.２.２項「クラウドサービスを利用するに当たり取り組むべき対策」において、抽

出・整理したクラウドサービスを利用するに当たり取り組むべき対策は、管理面、技術面

ともに広範に及んでおり、現時点で、クラウド利用のための情報セキュリティ対策を全く

施していない企業が、今後クラウドサービスを利用してゆくには極めて高いハードルであ

ると言える。 

本調査研究では、３.２.２項「クラウドサービスを利用するに当たり取り組むべき対策」

で整理した対策について、以下の要領で、最低限は取り組まなければならない対策を抽出

した。 

 

・ 現在、防衛省で示されている「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの

確保について」（平成 21.7.31、平成 27.10.1 改正）（以下「通達」という。）で要求

されている「調達における情報セキュリティ基準」（以下「調達セキュリティ基準」と

いう。）を満足している企業を対象とすること。 

・ 調達セキュリティ基準の要求項目に対応する対策を、３.２.２項「クラウドサービス

を利用するに当たり取り組むべき対策」で抽出した対策と対応させる。 

・ これらの対策が対応する２.２項「想定された脅威」で抽出した脅威については、あ

る程度の対策が取られているものと考える。 

・ これにより、対応がとれない脅威を、クラウドサービスの利用に当たって、対処しな

ければならない脅威とし、これに関連する対策をもって、本調査研究の提言とする。 

 

この結果、クラウド利用者のみでは対応できず、クラウド事業者が対応しなければなら

ない脅威が存在することが判明した。これらの脅威について、クラウド事業者側が取り組

むべき対策として、今後も継続して調査する必要があると考える。 

 

なお、クラウド事業者が対応しなければならない脅威については、利用者側から事業者

側へ確認する必要がある場合がある（クラウド事業者が公開しているリファレンス資料等

も利用できる。）。 
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本調査研究においては、種々の制約から、公開されている資料で示されている脅威及び

対策のみを検討の対象として整理するにとどまっているため、これらの対策が確実に脅威

に対する対策となり得るか、精度を向上させるためには更なる検討が必要と考えている。 

また、ここで抽出した対策は、当面のものである。３.１.３項「日本」で示したように、

現在、防衛省においても、クラウド利用に関する内容を含むセキュリティポリシーを統一

基準にのっとって策定中であると思われるので、それが示された時点で、これらの対策を

見直す必要がある。防衛省におけるセキュリティポリシーの策定に当たっては、クラウド

利用者にとって、これら対応が必要な脅威に対する対策も、その中に含めるべきであるこ

とを提言する。 

 

４.２ 対応が必要な脅威について 

通達に示される調達セキュリティ基準と関連する対策の対応を別表４に示す。この中で、

「判定の目安」としている内容は、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ

監査実施要領（概要）」に示されているものである。当該資料は、防衛省のホームページ

から取得したが、調達セキュリティ基準と完全には整合しておらず、最新版ではないと思

われる。また、関連する対策については、経産省の「クラウドサービス利用のための情報

セキュリティマネジメントガイドライン」及び「クラウド情報セキュリティ管理基準」の

みを対象とした。 

対応作業の結果、脅威等への対応が必要としたものを以下に示す。対策の詳細は、別表

３－１から別表３－３を参照のこと。 

 

（１）SNS等への軽率な情報公開・情報提供（ID=G08） 

ソーシャルメディアサービスによる情報発信時の対策（統一基準 4.1.3(1)(a)）等 

（２）リソースの枯渇（ID=C04） 

能力及び使用状況の確認を行うこと。（運 54） 

ただし、対策実施の主体はクラウド事業者である。 

（３）管理用インタフェースの悪用（ID=C08） 

アクセス権限の管理（統一基準 6.1.3(1)）等 

ただし、対策実施の主体は IaaS／PaaS利用者及びクラウド事業者である。 
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（４）クラウド内 DDoS／DoS攻撃（ID=C11） 

対策実施の主体はクラウド事業者である。 

（５）ロックインによるユーザの忌避（ID=C12） 

クラウドサービスの利用における対策（統一基準 4.1.4(1)(c)） 

（６）サプライチェーンによる障害（ID＝C14） 

クラウドサービスの利用における対策（統一基準 4.1.4(1)(d)）等 

ただし、対策実施の主体は IaaS／PaaS利用者及びクラウド事業者である。 

（７）EDoS攻撃（経済的な損失を狙ったサービス運用妨害攻撃）（ID=C15） 

対策実施の主体はクラウド事業者である。 

（８）管理すべき暗号鍵の紛失（ID=C16） 

暗号鍵の保護機能（FISC技 42）等 

（９）ライセンス（ID=C21） 

契約時における知的財産権の確認（経産省 15.1.2）等 

（１０）委託元による立入監査等への支障（ID=C22） 

クラウド事業者に対する立入監査・モニタリング体制の整備（FISC運 112） 

ただし、対策実施の主体は IaaS／PaaS利用者及びクラウド事業者である。 

（１１）クラウド事業者またぎ処理の不備（ID=C24） 

安全対策を盛り込んだ契約の締結（FISC 運 109） 

（１２）リスク管理上必要になる事項の可視化が困難（ID=C26） 

クラウド事業者から通知されたシステム変更等の確認（経産省 10.1.2）等 

ただし、対策実施の主体はクラウド事業者である。 

（１３）正規のプロセスを経ないクラウドサービスの導入（ID=C27） 

システム使用状況の監視（経産省 10.10.2）等 

（１４）アプリケーションコンテンツ作成・提供時の対策（ID=基 07） 

アプリケーションコンテンツの作成に係る規定の整備（統一基準 6.3.1(1)）等 

ただし、対策実施の主体は IaaS／PaaS利用者である。 

（１５）システムの信頼性向上に関連する対策（ID=基 09） 

対策実施の主体はクラウド事業者である。 

（１６）法令等の遵守に関連する対策（ID=基 10） 

クラウドサービスの利用目的に応じて、クラウド利用者自らが適用を受ける法令
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及び規制等の洗い出し（経産省 15.1.1）等 
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コンピュータウイルスの歴史 

 

1981 年に作られた Elk Cloner は、初のパーソナルコンピュータウイルスであり、初の

コンピュータウイルスとされることもある。当時高校生だったリッチ・ストレンカが

Apple II向けに作った。 

1983 年 11 月、フレッド・コーエンは、自己複製するコンピュータ・プログラムを初め

て「ウイルス」と呼んだ。1984 年には、コンピュータウイルスを「他のプログラムを書き

換えて、自分自身をコピーするという手法で『感染』するプログラム」と定義した。コン

ピュータウイルスの拡散を「感染」と初めて呼んだのもコーエンである。 

1987 年には、ベルント・フィックスがウィーン・ウイルスの対策ソフトウェアを開発し、

これが文書に残っている最初期のアンチウイルスソフトウェアであるとされる。 

1987 年、プログラムの主要部分が暗号化された初めてのウイルス「Cascade」が見つ

かっている。 

1987 年 10 月、エルサレム・ウイルスが見つかっている。このウイルスは、「13 日の金

曜日」に全ての実行ファイルを破壊するというもので、1988 年には、世界的な流行となっ

た。 

1987 年 12 月、電子メール及び電話帳を利用して広がるウイルス、Christmas Tree EXEC

が発生し、世界中のいたるところでコンピュータネットワークを麻ひさせた。 

1988 年 4 月、ウイルス対策を目的としたメーリングリスト、「VIRUS-L」が始まり、

ジョン・マカフィーやユージン・カスペルスキー等、アンチウイルスソフト開発者が参加

した。 

1989年、シマンテックがマッキントッシュ向けウイルス対策ソフト「SAM」を発売。 

1999 年 3 月 26 日、 Microsoft Outlook を利用したウイルス Melissa が登場した。この

ウイルスには多くの亜種が作られた。 

2001 年、ターゲットユーザに電子メールの添付ファイルを開かせることで、Microsoft 

Outlook のアドレス帳登録のユーザに拡散させることを目的としたウイルス、アンナ・ク

ルニコワが見つかった。 

2003 年 8 月に発生した Antinny は、ファイル共有ソフト Winny 等をターゲットにしたウ

イルス。 
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2004 年 1 月 18 日に見つかった Bagle は、メールの添付ファイルを開くと感染するタイ

プのウイルス。メールの送信者を偽装する機能を持っていたため、欧米ではかなり流行し

た。 

2004年 2月 16日に見つかった Netskyも非常に広まった。これは、ウイルス作者がより

多彩な感染機構を持ち、セキュリティソフトのウイルス定義ファイルをすり抜けるような

亜種を次々に作り、リリースしたためでもあった。 

2006 年 1 月 20 日、アンチウイルスソフトを無効する能力を備えたワーム、Blackworm

が発見された。 

2006 年 2 月 16 日に見つかった Leap は、2001 年にリリースされた Mac OS X をターゲッ

トとした初のウイルスだった。 

2007年 1月 17日に見つかった Storm Wormは、電子メールを通じてマイクロソフトのシ

ステムに侵入するワーム。電子メールから直接感染するのではなく、電子メールに表示さ

れたウェブサイトを閲覧することで感染する。感染したコンピュータを Storm botnet に

組み込む。 

2008 年 11 月 21 日、Microsoft Windows 2000 や Microsoft Windows 7 ベータのぜい弱

性をターゲットにしたワーム、Conficker が発見され、900 万〜1500 万台のサーバーシス

テムに影響を与えた。被害はフランス海軍、イギリス国防省等にも及んだ。マイクロソフ

トはこのワームの作者逮捕の情報に対して 25 万ドルの賞金を付けた。2008 年 12 月 16 日

に、このぜい弱性を解決するパッチを公開している。 

2010年 1 月に見つかった Waledacは、感染したパソコンをスパムボットに変える。これ

は全世界数十万台のパソコンに感染し、1 日当たり 15 億通のスパムメールの原因となった。

マイクロソフトはバージニア州東地区の連邦裁判所と連携し、277 個のドメインを遮断す

ることで、これの抑え込みにある程度成功した。 

2010年 6月 17 日に発見されたスタックスネット（Stuxnet）は、コンピュータによる産

業制御システム SCADA をターゲットにした初のワームである。これは、元々はイランの核

関連設備をターゲットにしたものとも言われている。ニューヨーク・タイムズは 2011 年 1

月 16 日、イスラエルとアメリカ合衆国の共同開発であると報じている。侵入方法はゼロ

デイアタック、つまりセキュリティホールが見つかった際、その修正プログラムが提供さ

れる前に素早く利用する方法だった。 

2012 年 5 月 29 日に見つかった Flame は、中東の政府機関・研究機関をターゲットにし
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たと思われるマルウェア。ロシアのコンピュータセキュリティ会社、カスペルスキー・ラ

ボと CrySyS Lab 等が発見した。このウイルスは何年も使われていたものとみられる。発

見後すぐ、おそらくマルウェアを仕込んだ者によって、コンピュータ上からの削除が試み

られたと伝えられている。77 

 

2012 年、遠隔操作ウイルスの発生：「なりすましウイルス」「遠隔操作ウイルス」等の、

PC ユーザに気付かれず遠隔操作が可能なウイルスが増加した。 

2012 年、ネットバンキング利用者を狙うウイルスの増加：日本でネットバンキングの利

用者を狙い、不正な入力画面を表示して情報を入力させるウイルスが多発した。78 

 

2014 年 3 月、TROJ_CRIBIT が発生した。日本語で脅迫する初のランサムウェア。身代金

にビットコインを要求する。 

2017 年 4 月、WannaCry が発生した。メールで拡散し、感染した PC 内のデータを暗号化

して、金銭を要求する。LAN内の PCに感染を広げようとする。79 

 

                             

 
77 wikipedia 「コンピュータウイルスとワームの年表」 
78 マイナビニュース「コンピュータウイルスの歴史を振り返る」 
79 Netguardian「コンピュータウイルスの歴史年表」 



別表２－１　近年のクラウドインシデント一覧（1/1）

2009/4/2 国外
　FBIが米クラウド事業者のデータセンター全
体を押収。
　ユーザからのサービスアクセスが不可。

・法的なリスク。（犯罪に関わるデータやサーバに対する官憲等の捜査等によるリスク。
（米：パトリオット法、EU：EUデータ保護指令等））
　当初、パトリオット法の適用によるものとの一部報道があったが、パトリオット法はテ
ロ関連の企業等に対するものであり、後に同法の適用ではないとの論評あり。
　また、当該事業者は犯罪とは無関係と表明。

サイバーセキュリティ経済研究
会中間とりまとめ(3)：経産省
2011.8.12(*1)等による。

2012/6/20 国内
　ファーストサーバ（ヤフー子会社）でのメ
ンテナンス作業のミスにより、顧客データが
消失及び漏えい。

・ヒューマンエラー。
　直前に発生した障害への対処プログラムに不備（作成の元となった過去のプログラムに
記述されていた「対象外サーバ群についてファイルの削除を行う」コマンドの消し忘れ）
（第1事故）。
　データ復元のための対処プログラムにも不備（ファイル更新履歴のみを参照しその他の
情報との整合性を確認しないままに情報を復元）。復元されたデータを顧客に提供後、顧
客からアクセス権限を有しない者からアクセス可能になっているとの通報（第2事故）。

IIR(*2) 2012.8、ファースト
サーバ第三者調査委員会報告書
（2017.7.31）等による。

2012/10/22 国外
　米Amazonクラウドでストレージ障害が6時間
にわたり発生。

・ソフトウェアのバグ。
　構成変更を実施した際、変更前のDNSへの接続失敗の継続によるメモリリークが発生し
メモリ領域を圧迫。その結果ストレージサーバがスタックし、障害が発生。フェイルオー
バー先のサーバにもメモリリークが発生しさらにスタックが発生。

「@ITニュース」(*3)
2012.10.29による。

2016/1/16 国内
　GMOインターネットの電源設備の故障によ
り、各種サービスが停止する障害が24時間に
わたり発生。

・ハードウェア障害。
　変圧分電盤部品の動作不良により、サーバ群の一部（全体の12%）が通電不可となっ
た。
　複数の電源瞬断後、自動復旧により通常稼動状態に見えたことから原因究明に時間がか
かったとのこと。

SBクリエイティブ社　「ビジネ
ス+ITニュース」
(*4)2016.1.273等による。

2017/2/1 国外 　データベース削除によるサービス停止
・ヒューマンエラー
　ソースコード管理サービスのGitLab社で操作ミスによって本番データベースの大半を削
除してしまい、数時間にわたってサービスが停止。

IIR 2017.6 による。

2017/2/28 国外 　意図しないアカウント情報の流出
・ヒューマンエラー及びサイバー攻撃
　クラウドペット（独、SpiralToy社）が利用しているMongoDBが意図せず公開状態となっ
ており、約82万件のアカウント情報が流出。

IIR 2017.6 による。

2017/3/1 国外
　米Amazonクラウド4時間にわたるサービス障
害が発生。

・ヒューマンエラー
　デバッグ作業中に少数のサーバを削除するはずが、コマンドの不適切入力により、想定
よりも多くのサーバが削除された。そのため、S3サブシステムの再起動が必要となり、か
つ長年にわたり再起動の機会がなかったことから、再起動プロセス及び安全性のチェック
に想定以上の時間を要する結果となったとのこと。

日経BP社「ITProニュース
2017.3.3」等による。

2017/3/6 国外 　メールアドレスなどの情報漏えい
・ヒューマンエラー及びサイバー攻撃
　スパム通信業者（RiverCityMedia社)のバックアップデータが意図しない公開状態と
なっており、13億件以上のメールアドレスなどの情報が流出した可能性が判明。

IIR 2017.6 による。

2017/3/8 国内
　Microsoft Azureの東日本リージョンで2時
間近く、ストレージ障害が発生。

・ソフトウェアのバグ。
　ストレージのデータ配置を管理するStream Managerというバックエンドシステムにバグ
があり、本来ストレージサービスに障害があった場合、自己修復機能を備えているはず
が、バグにより自己修復に失敗し、顧客の一部がストレージサービスに接続できなくなっ
たとのこと。

日経BP社「ITProニュース
2017.3.9」等による。

2017/3/10 国内
　GMOペイメントゲートウェイが運営する税
金・保険関連サイトで、外部からの不正アク
セスにより、顧客情報が漏えい。

・サイバー攻撃。
　Apache Strruts2 のぜい弱性に対するゼロデイ攻撃。 IIR 2017.6 による。

2017/3/24 国内
　JINSのWebサイトに不正アクセスにより個人
情報が流出のおそれ

・サイバー攻撃
　2017年3月24日、JINSが運営するWebサイトが不正アクセスを受けたと発表。

日経BP社「日経NETWORK
2017.5」による。

2017/3/31 国内
　Microsoft Azureの東日本リージョンで7時
間近く、大規模障害が発生。

・ハードウェア障害。
　冷却装置の故障が発生し、熱暴走の回避、データの整合と復元の確実な実施のため、一
部のリソースに対し自動シャットダウンが実行されたとのこと。

日経BP社「ITProニュース
2017.4.1」による。

2017/8/25 国内
　グーグルの設定ミスにより、OCNやKDDIでイ
ンターネットサービスにアクセスしづらくな
る障害が発生。

・ヒューマンエラー。
　インターネットでは、BGPというプロトコルを使って経路情報を配信し、大規模なプロ
バイダやコンテンツ事業者のネットワークを接続する。グーグルがベライゾンに配信した
経路情報にはOCNに関する経路情報が含まれており、かつその量が大量であったため、経
路の再計算などでCPUが過負荷となり、ルータがダウン又はハングアップ状態となったも
の。

日経BP社「日経NETWORK
2017.10」等による。

*1：www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/cyber_security/report01_02_03.pdf
*2：IIR（Internet Infrastructure Review)：IIJ（(株)インターネットイニシアチブが季刊で発行している情報誌）
*3：ITメディア社が運営するインターネットニュースサイト（https://www.atmarkit.co.jp ）
*4：SBクリエイティブ社が運営するインターネットニュースサイト（https://www.sbbit.jp/）

時 期
発生
場所

概   要 引用元等原因等



別表２－２　リスク及び脅威一覧（1/3）

経産省 ENISA FISC ユーザ 事業者 経産省 ENISA

H01 － －
リソース・インフラの高集約によるインシ
デント の影響の拡大

－ ○ 高 －

・バグ
・故障
・機能の喪失
・設計・構築ミス
・運用（設定・保守・故障対応・機能の喪失対応など）ミス
・災害

H02 － － 仮想／物理の設計・運用の不整合 － ○ 高 －
・設計・構築ミス
・運用（設定・保守・故障対応・機能の喪失対応など）ミス

H03 R.4 － 他の共同利用者の行為による信頼の喪失 ○ ○ 高 中
・複数のユーザが登録されたIPアドレスレンジの広域ブロック
・複数のユーザが利用する記録媒体の押収

H04 R.8 11 リソースの枯渇（リソース割当の過不足） ○ ○ 高 中
・非効率なリソース分配
・同一装置を共有するユーザ間の使用率の偏り又は拠点間の使用率の偏り

H05 R.9 5、6 隔離の失敗 ○ ○ 高 高
・クラウド内部のユーザによる盗聴、改ざん、システムの破壊
・サイドチャネル攻撃
・共有インフラを利用する他ユーザに対する攻撃の影響

H06 R.19 － サービスエンジンの侵害 ○ ○ 高 中
・ぜい弱性を悪用した盗聴、改ざん、システムの破壊
・サービス管理用システムのぜい弱性を悪用したシステムの制御の乗っ取りなど

M07 R.10 －
クラウドプロバイダでの内部不正－特権の
悪用

○ ○ 中 高
・プロバイダ従業員の不正
・犯罪組織によるプロバイダ従業員への恐喝、強迫、強要など

M08 R.11 －
管理用インタフェースの悪用（操作、イン
フラストラクチャアクセス）

○ ○ 中 中 ・管理用インタフェースへの不正アクセス

M09
R.12
R.13

8

データ転送途上における攻撃、データ漏え
い
（アップロード時、ダウンロード時、クラ
ウド間転送）

○ ○ 中 中
・クラウド内部のネットワークの盗聴
・クラウド外部のネットワークの盗聴

M10 R.14 7
セキュリティが確保されていない、又は不
完全なデータ削除

○ ○ 中 中
・削除したはずのデータの復旧による漏えい
・削除したはずのバックアップデータの放置による漏えい

リスク識別
リスク識別名

対象者 リスク重大度
想定される脅威



別表２－２　リスク及び脅威一覧（2/3）

経産省 ENISA FISC ユーザ 事業者 経産省 ENISA

リスク識別
リスク識別名

対象者 リスク重大度
想定される脅威

M11 R.15 － クラウド内DDoS/DoS攻撃 ○ ○ 中 中
・処理負荷の増大に伴うリソースの消尽、運用管理のマヒ、異常挙動、故障など
・サービスの停止
・DDoS/DoS攻撃の手段としての悪用（踏み台）

L12 R.1 16 ロックインによるユーザの忌避 ○ ○ 低 高
・ユーザデータを外部に移行する際の相互接続の互換性が存在しないこと
・サービス終了時のデータやシステムの円滑な引継ぎへの配慮不十分

L13 R.2
17,18,

19
ガバナンスの喪失 ○ ○ 低 高

・ユーザが実施すべきセキュリティ対策がリソース上で実施できないこと
・クラウドプロバイダの設計・構築ミス、運用ミス又は説明不足
・再委託先での不適切な統制環境

L14 R.7 － サプライチェーンにおける障害 ○ ○ 低 中 ・外部委託先に起因するユーザデータの漏えい、改ざん又はサービス利用の停止

L15 R.16 －
EDoS攻撃（経済的な損失を狙ったサービス
運用妨害攻撃）

○ ○ 低 中
・攻撃者から送信されるパケットの受信に対する課金
・ユーザIDの漏えい

L16 R.17 － 事業者が管理すべき暗号鍵の喪失 ○ ○ 低 中 ・暗号鍵の漏えいや危殆化による情報漏えい

L17 R.18 9 不正な探査・スキャンの実施 ○ ○ 低 中
・クラウド内部のネットワーク盗聴
・サイドチャネル攻撃

L18 R.21 1 証拠提出命令と電子的証拠開示 ○ ○ 低 高 ・複数ユーザのデータが記録された媒体の押収

L19 R.22 3,4 司法権、法制度の違い ○ ○ 低 高

・予期しない差押え
・テロ対処等の観点からの通信回線の傍受、データ閲覧
・プライバシー保護の要請が国等によって異なることによるトラブル発生時の対
応や個人データの移転に支障
・複数の国等で分散処理を行う場合、準拠法が判然としない可能性があり、リス
ク回避のため、規制が一番強い国等を念頭に置かざるを得ない。

L20 R.23 － データ保護 ○ ○ 低 高
・ユーザが保存した違法データによるデータの押収、サービス停止
・クラウド内外のデータ転送の違法性
・クラウド内のデータ処理の違法性



別表２－２　リスク及び脅威一覧（3/3）

経産省 ENISA FISC ユーザ 事業者 経産省 ENISA

リスク識別
リスク識別名

対象者 リスク重大度
想定される脅威

L21 R.24 － ライセンス ○ ○ 低 中
・予期しないソフトウェアライセンス課金
・予期しない知的財産に係る訴え

－ － 2 委託元による立入監査等への支障 ○ ○ － －
・旅費・手間の観点から立入監査・検査の実行が困難
・予期しない知的財産に係る訴え

－ － 12
外部者によるデータセンター立入による影
響

○ － － －
・他社の立入検査等の時期が自社等が検査を行う時期と重複する場合、当該検査
等への影響があり得る。

－ － 13 クラウド事業者またぎ処理の不調 ○ ○ － －
・各クラウド事業者の所掌範囲をまたぐ業務処理に係る要件不一致、テスト不足
に起因する障害が発生する可能性があり得る。

－ － 14 インシデント対応の不調 ○ ○ － －
・インシデント発生時に、各事業者が責任の擦り付け合いによる状況把握、復旧
に支障が生じる可能性があり得る。

－ － 15
リスク管理上必要になる事項の可視化が困
難

○ － － －
・新技術使用によるクラウド事業者側の情報開示への消極性
・リソース・インフラの高集約によるシステム構造の複雑化

－ － －
正規のプロセスを経ないクラウドサービス
の導入

○ － － －
・組織が要求している要件を満足しないサービスの導入
・組織が管理していないサービスの利用（シャドーＩＴ）

※表中のリスク識別の記号（H01、R.4等）は、それぞれの資料中で示されているリスクの識別番号である。



別表３－１　ＩＴサービス全般で想定される脅威への対応策（1/4）

統一基準 6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2
5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.1,6.2.2
,6.2.4

10.10.1,11.4.2 10.10.1,11.4.2,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 技28,技35,技35-1,技36,技37 運30,技28,技35,技35-1,技36,技37,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準
4.1.3(1)(a),(b),6.1.1,6.1.3(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2
)

4.1.3(1)(a),(b),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.1,6.1.3(1),6.1.4(1),
6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.4,7.2.1(1)(b)

10.10.1,11.2.3,11.4.2 10.10.1,11.2.3,11.4.2

－ －

FISC金融機関等対策基準 運044,技26,技27,技28,技35,技35-1,技36,技37,技44 運044,技26,技27,技28,技35,技35-1,技36,技37,技43,技44,技45

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 －
5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.1,6.2.4
,6.3.1(2)(a)

－ 10.10.1,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運30,技28,技35,技35-1,技36,技37,技43～技45,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(2),3.2.1(3),6.1.1(2),6.1.3(1),6.1.4(1)
3.1.1(2),4.1.1(2),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.1(2),6.1.3(1),6.1.
4(1),6.2.4

8.3.3,10.1.3,10.10.1,11.2.4 8.3.3,10.1.3,10.10.1,11.2.4,11.4.4,11.5.4

－ －

FISC金融機関等対策基準 運12,運13,運37,技28,技35,技35-1,技36,技37 運12,運13,運37,技28,技35,技35-1,技36,技37

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,8.1.1(7) 6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,6.2.4,6.3.2(2),8.1.1(7)

10.10.1 10.10.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 技28,技35,技35-1,技36,技37,技42-1 運030,技28,技35,技35-1,技36,技37,技42-1,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

G03 サーバ等製品のぜい弱性を利用したシステムへのアクセス

G02 搾取情報（ID、パスワード）によるシステムへのアクセス

個人PCの遠隔操作、それに基づくサーバ侵入

番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等

G01

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

G05 電子証明書の不正発行による不正ウェブサイトへの誘導

G04
組織関係者（現職員、元職員、業務委託先業者）による情報シ
ステムへのアクセス

情報搾取に係る脅威

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ



別表３－１　ＩＴサービス全般で想定される脅威への対応策（2/4）

番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等 ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ

統一基準 3.1.1(3),(4),(6),(8)(a),(b),6.1.5(1)(a),(b),(2) 3.1.1(3),(4),(6),(8)(a),(b),6.1.5(1)(a),(b),(2)

9.2.7,10.5.1,10.7.1,12.5.4 9.2.7,10.5.1,10.7.1,10.8.3,12.5.4

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運110,技28 運27,運29,運32,運110,技28

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(3),(4),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2) 3.1.1(3),(4),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2)

10.10.1,12.5.4 10.10.1,12.5.4

－ －

FISC金融機関等対策基準 運110,技29 運110,技29

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(2),(3),(4),(5),4.1.3(1)(a),(b),6.1.4(1) 3.1.1(2),(3),(4),(5),4.1.3(1)(a),(b),6.1.4(1)

12.5.4 12.5.4

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 技35,技35-1,技36,技37,技43,技44,技45

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 6.1.4,6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,7.1.1(1),(2) 6.1.4,6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,6.2.4,7.1.1(1),(2)

10.10.1,12.5.4 10.10.1,12.5.4

10.4.1,10.4.2 10.4.1,10.4.2

FISC金融機関等対策基準 － 運30,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a),(b),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2)
3.1.1(8)(a),(b),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b)
,(2),6.2.1,6.2.4,6.3.1(2)(a),7.2.2(1),8.1.1(7)

10.5.1,10.10.1 10.5.1,10.10.1,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32, 運27,運29,運32,技30,技31,技32,技33,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

情報漏えいに係る脅威

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

G07 メールの誤送信

G06 情報の紛失（記憶媒体、紙媒体）

G08 SNS等への軽率な情報公開・情報提供

G10 情報搾取、完全性に係る脅威
ウェブサービスのぜい弱性（アプリケーション、COTS）を利用
したウェブサービスへの侵入

G09 悪意あるアプリケーションの個人端末等へのインストール



別表３－１　ＩＴサービス全般で想定される脅威への対応策（3/4）

番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等 ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ

統一基準 3.1.1(8)(a)(b),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,8.1.1(7)
3.1.1(8)(a)(b),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),
(2),6.2.2,6.2.4,8.1.1(7)

10.5.1,10.10.1 10.5.1,10.10.1

10.4.1 10.4.1

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32, 運27,運29,運30,運32,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a)(b),6.1.4(1),6.2.2,8.1.1(7)
3.1.1(8)(a)(b),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.2.2,6.2.4,8.1.
1(7)

10.5.1,10.10.1 10.5.1,10.10.1

10.4.1,10.4.2 10.4.1,10.4.2

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32, 運27,運29,運30,運32,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 6.1.4(1),6.2.3,7.1.2(1),(2),7.2.3(1)a,b,(2)

10.5.1 10.5.1,10.10.5,14.1.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 －
運027,運029,運032,運054,運108,技18,技20,技21,技22,技24,技
25

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1) 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1)

10.5.1,14.1.3 10.5.1,10.10.5,14.1.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運108 運27,運29,運32,運54,運108,技21,技22,技24,技25

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1) 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1),6.2.1,7.1.2(1),(2)

10.5.1,14.1.3 10.5.1,10.10.5,12.6.1,14.1.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運108 運27,運29,運32,運54,運108,技21,技22,技24,技25

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

経産省情報セキュリティガイドライン

可用性に係る脅威

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

G15 プログラムの不具合に起因するシステム障害

G14 ハードウェアの故障に起因するシステム障害、電源喪失等

G13
サービス妨害攻撃（DoS／DDoS攻撃）によるDNSサーバ等の稼働
停止又は性能低下

G12
不正ウェブサイトからマルウェアをダウンロードして情報を暗
号化

G11 メールに添付されたマルウェアによる情報の暗号化



別表３－１　ＩＴサービス全般で想定される脅威への対応策（4/4）

番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等 ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ

統一基準 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1) 3.1.1(8)a,b,6.1.4(1)

10.1.1,10.5.1,10.10.1,14.1.3
10.1.1,10.5.1,10.10.1,10.10.5,12.2.1,12.2.2,12.2.3,12.2.4,
14.1.3

10.10.5 10.10.5

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運108 運27,運29,運32,運54,運108,技21,技22,技24,技25

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a),(b),6.1.4(1) 3.1.1(8)(a),(b),6.1.4(1),7.1.2(1),(2)

10.5.1,14.1.3 9.1.4,10.5.1,10.10.5,14.1.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運108 運27,運29,運32,運54,運108,技21,技22,技24,技25

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 2.2.3(1),(2) 2.2.3(1),(2)

8.2.2 8.2.2

－ －

FISC金融機関等対策基準 － －

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

自然災害（地震、落雷等）、人的災害に起因するサーバ障害、
データ消失等

G16 操作ミス、設定データミスに起因するシステム障害

可用性に係る脅威
（続き）

G17

G18

経産省情報セキュリティガイドライン

セキュリティ人材の不足に係る脅威



別表３－２　クラウドサービスにおける脅威の対応策（1/5）

統一基準 6.1.4(1) 4.1.1(2),(3),6.1.4(1),6.2.1

10.10.5 10.10.1,10.10.5,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,運54

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 6.1.4(1) 6.1.4(1),6.2.1

10.10.5 10.10.1,10.10.5,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,運54

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a)(b) 3.1.1(8)

10.5.1 10.5.1,11.4.5

11.6.2 11.6.2

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － －

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運54

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8) 3.1.1(8),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.1

10.5.1,10.10.5 10.5.1,10.6.1,10.10.1,10.10.5,11.4.5,12.6.1

10.6.1,11.6.2 11.6.2

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,運54

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8) 3.1.1(8),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.2.1,6.2.4,6.3.1(2)(a)

10.5.1,10.10.5 10.5.1,10.10.1,10.10.5,12.6.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,運54

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ

C03
他の共同利用者の行為による信頼
の喪失

・複数のユーザが登録されたIPアドレスレンジの広域ブ
ロック
・複数のユーザが利用する記録媒体の押収

番号 想定されるリスク及び脅威

C04
リソースの枯渇（リソース割当の
過不足）

・非効率なリソース分配
・同一装置を共有するユーザ間の使用率の偏り又は拠点間
の使用率の偏り

C05 隔離の失敗

・クラウド内部のユーザによる盗聴、改ざん、システムの
破壊
・サイドチャネル攻撃
・共有インフラを利用する他ユーザに対する攻撃の影響

C06 サービスエンジンの侵害
・ぜい弱性を悪用した盗聴、改ざん、システムの破壊
・サービス管理用システムのぜい弱性を悪用したシステム
の制御の乗っ取りなど

調査対象基準、対策等

C01
リソース・インフラの高集約によ
るインシデント の影響の拡大

・バグ
・故障
・機能の喪失
・設計・構築ミス
・運用（設定・保守・故障対応・機能の喪失対応など）ミ
ス
・災害

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

C02 仮想／物理の設計・運用の不整合
・設計・構築ミス
・運用（設定・保守・故障対応・機能の喪失対応など）ミ
ス

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン



別表３－２　クラウドサービスにおける脅威の対応策（2/5）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等

統一基準 － －

－ 15.3.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,技49,技50,技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 －
5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.1,6.1.2(1),6.1.3(1),6.1.4(1),6.2.2,7.1.2(
1)(d)

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 －
運27,運29,運32,技35,技35-1,技36,技37,技43,技44,技45,技49,技50,
技51

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 4.1.4(1)(d)
4.1.4(1)(d),6.1.5(1)(a),(b),(2),7.1.2(1)(d),7.3.1(1),(2),(4),(5
)

－ 10.6.1,11.4.4,11.4.5

10.6.1,10.8.4 10.8.4

FISC金融機関等対策基準 － 運58,技29

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準
3.1.1(7),(8)(c),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),7.1.1(3),7.1.3(1)(
c)

3.1.1(7),(8)(c),4.1.1(4),5.2.3(1),5.2.4(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.
1.5(1)(a),(b),(2),6.2.1,7.1.1(3),7.1.2(3),7.1.3(1)(c),7.3.1(3)

9.2.6,10.7.1,10.7.2,10.10.1 9.2.6,10.7.1,10.7.2,10.10.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運111 運111

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 6.1.4(1),6.2.2,6.2.3

－ －

－ 10.10.5

FISC金融機関等対策基準 － 運27,運29,運32,運54,技20

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

管理用インタフェースの悪用（操
作、インフラストラクチャアクセ
ス）

・管理用インタフェースへの不正アクセス

C09

データ転送途上における攻撃、
データ漏えい
（アップロード時、ダウンロード
時、クラウド間転送）

・クラウド内部のネットワークの盗聴
・クラウド外部のネットワークの盗聴

C10
セキュリティが確保されていな
い、又は不完全なデータ削除

・削除したはずのデータの復旧による漏えい
・削除したはずのバックアップデータの放置による漏えい

C11 クラウド内DDoS/DoS攻撃

・処理負荷の増大に伴うリソースの消尽、運用管理のマ
ヒ、異常挙動、故障など
・サービスの停止
・DDoS/DoS攻撃の手段としての悪用（踏み台）

C08

C07
クラウドプロバイダでの内部不正
－特権の悪用

・プロバイダ従業員の不正
・犯罪組織によるプロバイダ従業員への恐喝、強迫、強要
など

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン



別表３－２　クラウドサービスにおける脅威の対応策（3/5）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等

統一基準 4.1.4(1)(c) 4.1.4(1)(c)

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － －

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 4.1.4(1)(d) 4.1.1(2)(c),4.1.4(1)(d),5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.1(2)

10.10.1,12.1.1,15.2.2 10.10.1,12.1.1,15.2.2

10.10.5 10.10.5

FISC金融機関等対策基準 － 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 4.1.4(1)(d)
3.1.1(8),4.1.1(2)(c),4.1.4(1)(d),5.2.3(1),5.2.4(1),5.2.5(1),6.1
.1(2),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2

12.1.1 12.1.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32,運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 6.1.4(1),6.2.3,7.2.3(1)

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運27,運29,運32,運54,運108,技20

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 5.2.3(1),5.2.5(1)

12.3.2 12.3.2

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運43,技42

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

・暗号鍵の漏えいや危殆化による情報漏えい

C14 サプライチェーンにおける障害
・外部委託先に起因するユーザデータの漏えい、改ざん又
はサービス利用の停止

C15
EDoS攻撃（経済的な損失を狙った
サービス運用妨害攻撃）

・攻撃者から送信されるパケットの受信に対する課金
・ユーザIDの漏えい

C12 ロックインによるユーザの忌避

・ユーザデータを外部に移行する際の相互接続の互換性が
存在しないこと
・サービス終了時のデータやシステムの円滑な引継ぎへの
配慮不十分

C16 事業者が管理すべき暗号鍵の喪失

C13 ガバナンスの喪失

・ユーザが実施すべきセキュリティ対策がリソース上で実
施できないこと
・クラウドプロバイダの設計・構築ミス、運用ミス又は説
明不足
・再委託先での不適切な統制環境

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン



別表３－２　クラウドサービスにおける脅威の対応策（4/5）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等

統一基準 －
5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2),6.2.2,7.3.1(1),(
2)(4),(5)

－ 10.6.1

10.6.1,10.8.4 10.8.4,11.4.4

FISC金融機関等対策基準 － 運58,技29

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a),(b),6.1.5(1)(a),(b),(2) 3.1.1(8)(a),(b),6.1.5(1)(a),(b),(2)

10.5.1,13.2.3 10.5.1,13.2.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)(a),(b),4.1.4(1)(b),6.1.5(1)(a),(b),(2) 3.1.1(8),4.1.4(1)(b),6.1.5(1)(a),(b),(2)

10.5.1,13.2.3 10.5.1,13.2.3

15.1.1 15.1.1

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32,運108 運27,運29,運32,運108

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 3.1.1(8)a,b,6.1.5(1)(a),(b),(2) 3.1.1(8)a,b,5.2.3(1),5.2.5(1),6.1.4(1),6.1.5(1)(a),(b),(2)

10.5.1 10.5.1

15.1.6 15.1.6

FISC金融機関等対策基準 運27,運29,運32 運27,運29,運32

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － －

－ －

15.1.2 15.1.2

FISC金融機関等対策基準 運109 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

C20 データ保護

・ユーザが保存した違法データによるデータの押収、サー
ビス停止
・クラウド内外のデータ転送の違法性
・クラウド内のデータ処理の違法性

C21 ライセンス
・予期しないソフトウェアライセンス課金
・予期しない知的財産に係る訴え

C18 証拠提出命令と電子的証拠開示 ・複数ユーザのデータが記録された媒体の押収

C19 司法権、法制度の違い

・予期しない差押え
・テロ対処等の観点からの通信回線の傍受、データ閲覧
・プライバシー保護の要請が国等によって異なることによ
るトラブル発生時の対応や個人データの移転に支障
・複数の国等で分散処理を行う場合、準拠法が判然としな
い可能性があり、リスク回避のため、規制が一番強い国等
を念頭に置かざるを得ない

C17 不正な探査・スキャンの実施
・クラウド内部のネットワーク盗聴
・サイドチャネル攻撃

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン



別表３－２　クラウドサービスにおける脅威の対応策（5/5）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 想定されるリスク及び脅威 調査対象基準、対策等

統一基準 － 4.1.1(2)(b)

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運109,運112

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 4.1.1(2)(b)

－ 15.3.1

－ －

FISC金融機関等対策基準 － 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 4.1.4(1)(d)

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 運109 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 2.2.4(2),(3),6.1.4(1) 2.2.4(2),(3),4.1.1(2)(a),(c),4.1.4(1)(d),(4),6.1.4(1)

13.2.3 13.2.3

10.2.1 10.2.1

FISC金融機関等対策基準 運109 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － 5.2.2(1),(2)

10.1.2,12.1.1 10.1.2,12.1.1

10.2.1 10.2.1,12.5.2

FISC金融機関等対策基準 運109 運109

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 4.1.2,6.1.4(1),8.1.1(4) 4.1.2,6.1.4(1),8.1.1(4)

6.1.4,10.10.2 6.1.4,10.10.2

－ －

FISC金融機関等対策基準 運108 運108

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

C27
正規のプロセスを経ないクラウド
サービスの導入

・組織が要求している要件を満足しないサービスの導入
・組織が管理していないサービスの利用（シャドーＩＴ）

C25 インシデント対応の不調
・インシデント発生時に、各事業者が責任の擦り付け合い
による状況把握、復旧に支障が生じる可能性があり得る。

C26
リスク管理上必要になる事項の可
視化が困難

・新技術使用によるクラウド事業者側の情報開示への消極
性
・リソース・インフラの高集約によるシステム構造の複雑
化

C22 委託元による立入監査等への支障
・旅費・手間の観点から立入監査・検査の実行が困難

C23
外部者によるデータセンター立入
による影響

・他社の立入検査等の時期が自社等が検査を行う時期と重
複する場合、当該検査等への影響があり得る。

C24 クラウド事業者またぎ処理の不調
・各クラウド事業者の所掌範囲をまたぐ業務処理に係る要
件不一致、テスト不足に起因する障害が発生する可能性が
あり得る。

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン



別表３－３　全般的な対応策（1/3）

統一基準 2.1.1,2.2.3(1),2.2.4(1)(d),4.1.2(1)(b),4.1.3(1)(b),4.1.4(1)(d),6.2.2
2.1.1,2.2.3(1),2.2.4(1)(d),4.1.2(1)(b),4.1.3(1)(b),4.1.4(1)(d),5.2.1(1),(2
),5.2.2,6.2.2,7.1.2(1),7.2.1,7.2.2(1),7.2.3(1),7.3.1(1),(4),(5),8.1.1(2),1
2.1.1

6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.6,6.1.7,7.1.1,7.1.2,8.1.3,8.3.1,8.3.2,9.2.7,12.1.1,1
3.1.1,13.2.1

6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.6,6.1.7,7.1.1,7.1.2,8.1.3,8.3.1,8.3.2,9.2.7,10.1.2,1
0.3.1,10.6.2,12.1.1,12.4.2,12.5.3,13.1.1,13.2.1,14.1.4

－ 10.3.2

FISC金融機関等対策基準 運3,運4,運5,運62,運85,運86,運113
運3,運4,運5,運6,運7,運8,運9,運21,運57,運59,運60,運62,運66,運68,運72,運73,
運85,運86,運91,運113

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 9.2.1 9.2.1

統一基準 2.2.3(2),2.2.4(3)(b),(c) 2.2.3(2),2.2.4(3)(b),(c)

8.2.2,11.3.1,11.3.2,11.3.3 8.2.2,11.3.1,11.3.2,11.3.3

－ －

FISC金融機関等対策基準 運17,運80,運81,運83 運17,運80,運81,運82,運83,運84

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 2.3.1 2.3.1,2.3.2

6.1.8,15.2.2 6.1.8,15.2.2

10.6.2 10.6.2

FISC金融機関等対策基準 － 運10-1

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ

組織・体制の整備、経営陣の責務、情
報システムの整備・点検・監視、資産
の管理等に関連する対策

教育の実施等に関連する対策

基03

番号 対策の内容等 調査対象基準、対策等

基01

基02

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

自己点検、監査等に関連する対策



別表３－３　全般的な対応策（2/3）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 対策の内容等 調査対象基準、対策等

統一基準
2.1.2,2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.4(1)(a),(b)(c),(e),(f),(3)(a),3.1.1(1),(3),3.2
.1,4.1.3(1)(a),5.2.5(1),7.1.1(1),(2),8.1.1(1),(3),(4),(6)

2.1.2,2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.4(1)(a),(b)(c),(e),(f),(3)(a),3.1.1(1),(3),3.2
.1,,4.1.3(1)(a),5.1.1,5.1.2,,5.2.3(1)(c),5.2.5(1),5.3.1(1),6.3.1(1),7.1.1(
1),(2),8.1.1(1),(3),(4),(6)

5.1.1,5.1.2,6.1.8,7.2.1,7.2.2,8.1.1,8.2.1,8.2.3,10.1.1,10.1.3,10.7.1,10.7.
3,10.10.2,10.10.4,11.2.1,11.4.1,11.7.1,11.7.2,12.3.1,12.5.4,13.1.1,13.1.2,
13.2.2,14.1.1,15.1.1,15.2.1

5.1.1,5.1.2,6.1.8,7.1.3,7.2.1,7.2.2,8.1.1,8.2.1,8.2.3,10.1.1,10.1.3,10.7.1
,10.7.3,10.8.5,10.10.2,10.10.4,11.2.1,11.4.1,11.7.1,11.7.2,12.3.1,12.3.2,1
2.4.1,12.5.1,12.5.4,13.1.1,13.1.2,13.2.2,14.1.3,14.1.4,14.1.5,15.1.1,15.2.
1,15.3.1

10.1.2,14.1.5 10.1.2,14.1.5

FISC金融機関等対策基準
運1,運2,運10,運14,運15,運18,運24,運25,運26,運27,運32,運37,運43,運63,運65,
運74,運75,運107,技48

運1,運2,運10,運14,運15,運17,運18,運20,運22,運23,運24,運25,運26,運27,運28,
運29,運32,運33,運34,運37,運43,運63,運64,運65,運67,運69,運70,運71,運74,運
75,運107,技7,技48

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 1.1.1,10.1.1 1.1.1,6.8.5,10.1.1

統一基準
2.2.2(2),2.2.4(2),(3)(a),3.1.1(4),(5),(6),(8),6.1.1,6.1.2,6.1.3,7.1.3(1)(a
),(b),(2),8.1.1(5)

2.2.2(2),2.2.4(2),(3)(a),3.1.1(4),(5),(6),(8),5.2.3(1),5.2.4(1),5.2.5(1),6
.1.1,6.1.2,6.1.3,7.1.3(1)(a),(b),(2),7.2.1(1)(c),7.2.2(1),7.2.3(1)(c),(2),
7.3.1(1)(e),(2),8.1.1(5)

10.10.6,11.2.3,11.1.1,11.4.2,11.4.3,11.6.1,15.2.2
10.1.4,10.10.6,10.7.4,11.1.1,11.2.2,11.2.3,11.4.2,11.4.3,11.4.4,11.4.6,11.
5.4,11.6.1,12.4.3,15.2.2

10.10.3,11.5.3,11.5.5,11.5.6 10.10.3,11.4.7,11.5.3,11.5.5,11.5.6

FISC金融機関等対策基準 運011,運016,運017,運037,運053,運053-1,運061,運110 運011,運016,運017,運019,運031,運053,運053-1,運061,運110

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 4.1.2(1)(a),(2),4.1.4 4.1.1,4.1.2(1)(a),(2),4.1.4,5.2.1(3),(4)

4.1.3,6.1.4,6.1.5,6.2.1,6.2.3,8.2.1,10.2.3,10.3.2,11.4.1,12.1.1,14.1.2
4.1.3,6.1.4,6.1.5,6.2.1,6.2.3,8.2.1,10.2.3,10.3.2,14.1.2,11.4.1,12.1.1,12.
5.5,14.1.2

10.2.1,10.2.2 10.2.1,10.2.2

FISC金融機関等対策基準 運108,運109,運111 運55,運56,運87,運87-1,運88,運89,運90,運108,運109,運111

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

基06

経産省情報セキュリティガイドライン

要保護情報等に適した取扱い・処理機
能の提供・実施等に関連する対策

外部委託に係る利用可否の判断（業者
の認定・認証の確認）、契約、監視

基05

基04

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

各種方針類・計画類・文書類・規定
類・決定類・記録類等の作成・明示・
周知・管理・分析、各種要件の定義に
関連する対策



別表３－３　全般的な対応策（3/3）

ＩａａＳ，ＰａａＳＳａａＳ番号 対策の内容等 調査対象基準、対策等

統一基準 － 6.3.1(2),6.3.2,7.2.2

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － －

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － －

9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.5,9.1.6,11.6.2 9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.5,9.1.6,9.2.1,11.6.2

－ －

FISC金融機関等対策基準 運13 運12,運013

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

統一基準 － －

－ －

－ －

FISC金融機関等対策基準 － －

－ －

－ －

統一基準 － －

8.1.2,15.1.1,15.1.2,15.1.3,15.1.4,15.1.6,15.2.1 8.1.2,15.1.1,15.1.2,15.1.3,15.1.4,15.1.6,15.2.1

15.1.6 －

FISC金融機関等対策基準 － －

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準 － －

基08
設備施設の管理、物理的セキュリティ
等に関連する対策

基07

基09 システムの信頼性向上に関連する対策

JASAクラウド情報セキュリティ管理基準

基10 法令等の順守に関連する対策

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン

経産省情報セキュリティガイドライン
アプリケーションコンテンツ作成・提
供時の対策

経産省情報セキュリティガイドライン



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（1/6）

情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ基準 経産省 5.1.1
JASA 1.1.1

・
情報セキュリティ方針等の見直し 経産省 5.1.2

JASA 1.1.2

情報セキュリティに対する経営者等の責任 経産省 6.1.1
JASA 2.1.1

責任の割当て 経産省 6.1.1,6.1.2
JASA 2.1.1,2.1.2

守秘義務 経産省 6.1.5
・ JASA 2.1.5

・

情報セキュリティの実施状況の監査 経産省 6.1.8,15.2.1
・ JASA 2.1.8,11.2.1

・

・
・

保護すべき情報を取り扱う下請負者

・

第三者への開示の禁止 経産省 6.1.5
・ JASA 2.1.5

・

第三者に関係したリスクの管理
・

第三者に対する立入りの許可 経産省 9.1.2
・ JASA 5.1.2

分類の指針 経産省 7.1.2
・ JASA 3.2.1

保護すべき情報の目録
・
・

取扱いの管理策 経産省 9.1.5
・ JASA 5.1.5
・
・

・

・

6

6(1)エ

監査の結果、必要な是正措置が適切にとられていること
監査の実施に関し、その結果を保存していること

定期的及び重大な変化が発生した場合において、監査を適切
に実施していること

情報セキュリティの実施状況について、定期的及び重大な変
化が発生した場合、監査を実施し、必要に応じて是正措置を
とることを定めていること

なし。

7(2)イ

接受等が適切に記録されていること

（やむを得ない場合）事前に防衛省の許可を得る手続を定め
ていること

個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体で取り扱って
はならないことを定めていること

接受等を記録することを定めていること
取扱施設で取り扱うことを定めていること

13

7

9

7(1)
保護すべき情報を明確に分類できる分類体系を定めているこ
と

6(3)ア

8
やむを得ない場合は、あらかじめ書面による防衛省の許可を
得ることを定めていること

第三者への開示又は漏えいをしてはならないことを定めてい
ること

7(2)ア

目録が適切に維持されていること
目録の作成及び維持することを定めていること12

11

番号 確認事項 関連する対策

保護すべき情報を請け負わせる場合には、契約上の義務に本
基準に基づいた実施を含めるとともに、確認を実施し、防衛
省へ届け出ることを定めていること

6(2)

情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに重大な変化及び
事故が発生した場合、見直しを実施し、必要に応じて変更す
ることを定めていること

なし。

6(3)ウ
第三者へ立入りを許可する場合の手順を定めていること

第三者の取扱施設への立入りを許可する場合、リスクを明確
にした上、対策を定めていること

6(3)イ 経産省 9.1.1,9.1.2,9.1.3
JASA 5.1.1,5.1.2,5.1.3

10

3
6(1)ア
・ 経営者等が情報セキュリティ基本方針等を承認することを定

めていること

保護すべき情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知する
ことを定めていること
必要に応じて下請負者へ周知することを定めていること

・

・

5

6(1)ウ
取扱者との間で守秘義務を定めた契約又は合意をすることを
定めていること

定期的並びに状況の変化及び事故が発生した場合、要求事項
の見直しを実施し、必要に応じて修正することを定めている
こと

4

6(1)イ

1

5(1)

2

5(2)
・

・
・

総括責任者を置くことを定めていること
管理責任者を置くことを定めていること



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（2/6）

番号 確認事項 関連する対策

保護すべき情報の保管等
・

・

・
・

保護すべき情報の持ち出し JASA 6.8.1（情報交換）

保護すべき情報の破棄 経産省 9.2.6
JASA 5.2.6

該当部分の明示

経営者等の責任 経産省 6.1.3
JASA 2.1.3

情報セキュリティ教育及び訓練 経産省 8.2.2
JASA 4.2.2

違反者への対処方針 経産省8.2.3
JASA 4.2.3

取扱者の責任 経産省 8.2.2
JASA 4.2.2

保護すべき情報の返却 経産省 8.2.3
JASA 4.2.3

取扱施設の指定 経産省 7.1.3,9.1.1
・ JASA 3.1.3,5.1.1

物理的セキュリティ境界 経産省 9.1.1
JASA 5.1.1

物理的入退管理策 経産省 9.1.2
JASA 5.1.2

なし。

なし。

9(1)ア
取扱施設を定めていること

保護すべき情報に接する必要が無くなった場合は、管理者へ
返却することを定めていること
保護すべき情報は、管理者へ返却されていること

・

・

・ 在職中及び離職後においても、知り得た保護すべき情報を第
三者に漏えいしてはならないことを定めていること

8(5)

経営者等は取扱者を保護すべき情報を知る必要のある者だけ
に限定することを定めていること

9(1)ウ
・

・
・
・

22

8(4)

25

取扱施設への立入りは、許可された者だけに制限することを
定めていること
第三者の立入りを記録することを定めていること
立入記録の保管を定めていること
第三者の立入りを記録し、保管していること

物理的セキュリティ境界を用いることを定めていること・24

7(2)カ
保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合、保護すべき
情報である旨の表示を行う事を定めていること
保護すべき情報を記録する箇所を明示する及び明示の方法を
定めていること
適切に表示及び明示されていること  

17

・

・

・

7(2)オ

・

・
・

9(1)イ

8(1)
・18

持ち出しに伴うリスクを回避することができると判断する場
合の判断基準を定めていること
持ち出しする場合は記録することを定めていること
持ち出しを記録していること

復元できない方法による破棄を定めていること
破棄したことを記録することを定めていること
破棄を記録していること 

・

19

・
・

・
・

8(3)
情報セキュリティ基本方針等に違反した取扱者に対する対処
方針及び手続を定めていること

20

8(2)
定期的な教育及び訓練の実施を定めていること
定期的に行う教育には、組織の方針、取扱手順、関連する法
令その他なりすましメール等による悪意のあるコードへの感
染を防止するための対策及び感染した場合の対処手順等に関
する内容が含まれていること
定期的に教育及び訓練を実施していること
教育及び訓練の実施状況を記録し、保管していること

23

21

15

16
・
・
・

7(2)ウ

14

ロッカー等の鍵を適切に管理していること
施錠したロッカー等において保管していること

ロッカー等の鍵を適切に管理（無断での使用を防止）するこ
とを定めていること

保護すべき情報は、施錠したロッカー等において保管するこ
とを定めていること

7(2)エ



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（3/6）

番号 確認事項 関連する対策

取扱施設での作業 JASA 5.1.5

保護システムの設置及び保護 経産省 9.2.1
JASA 5.2.1

保護システムの持ち出し 経産省 9.2.7
JASA 5.2.7

保護システムの保守及び点検

保護システムの破棄又は再利用 経産省 9.2.6
JASA 5.2.6

操作手順書 経産省 10.1.1
JASA 6.1.1

悪意のあるコードからの保護 経産省 10.4.1
JASA 6.4.1

保護システムのバックアップの管理 経産省 10.5.1
JASA 6.5.1

可搬記憶媒体の管理 経産省 10.7.1
JASA 6.7.1

なし。

9(2)ア
保護システムへの保護措置を実施することを定めていること
保護システムへ保護措置が実施されていること

機密性に配慮し作業することを定めていること
通信機器及び記録装置を利用する場合は、経営者等の許可を
得ること定めていること

10(1)

9(2)ウ

・ 可搬記憶媒体へのバックアップを実施する場合、調達におけ
る情報セキュリティ基準7(2)及び10(4)に添った取扱いをする
ことを定めていること

・

・
・

持ち出しに伴うリスクを回避することができると判断する場
合の基準を定めていること
持ち出しする場合は記録することを定めていること
持ち出しを記録していること

9(2)イ

10(4)ア
・

・
・

・
・
・

保護すべき情報を保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー
等により集中保管することを定めていること
ロッカー等の鍵を適切に管理することを定めていること
保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置をするこ
とを定めていること
施錠したロッカー等において集中保管していること
ロッカー等の鍵を適切に管理していること
保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置がされて
いること

9(1)エ
・
・

26

27

10(2)
保護システムを最新の状態に更新されたウィルス対策ソフト
等を用いて、少なくとも週１回以上フルスキャンを行うこと
などにより、悪意のあるコードから保護することを定めてい
ること（なお、１週間以上電源の切られた状態にあるサーバ
又はパソコンについては、再度の電源投入時に当該処置を行
うことで可）
ウイルス対策ソフト等を最新の状態に更新していること
保護システムをウイルス対策ソフト等により、少なくとも週
１回以上フルスキャンしていること（１週間以上電源の切ら
れた状態にあるサーバ及びパソコンについては、再度の電源
投入時に当該処置を行うことで可）

・

・
・

33

10(3)

・

・

第三者による保守及び点検を行う場合は、必要な処置を実施
することを定めていること
第三者による保守及び点検時において、必要な処置が実施さ
れていること

9(2)エ
保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、
物理的に破壊したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること
復元できない状態であることを点検した後、再利用すること
を定めていること
破棄を記録していること

・
・

・

・

32

操作手順書を整備し、維持することを定めていること
操作手順書には、
①可搬記憶媒体へ保存時の手順
②可搬記憶媒体及び保護システムの破棄又は再利用の手順
③電子メール等での伝達の手順
④セキュリティに配慮したログオン手順についての記述又は
引用がなされていること

・
・

31

29

・
・

28

30

34



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（4/6）

番号 確認事項 関連する対策

可搬記憶媒体への保存 経産省 10.5.1（バックアップ）
JASA 6.5.1（バックアップ）

可搬記憶媒体の破棄又は再利用 経産省 10.7.2
JASA 6.7.2

保護すべき情報の伝達 JASA 6.8.1
・

伝達及び送達に関する合意 経産省 10.8.2
JASA 6.8.2

送達中の管理策 経産省 10.8.3
JASA 6.8.3

保護すべきデータの伝達 経産省 10.8.4
JASA 6.8.4

外部からの接続 経産省 11.7.1,11.7.2
JASA 7.7.1,7.7.2

電子政府推奨暗号等の利用 経産省 12.3.1
JASA 8.3.1

ソフトウェアの導入管理 経産省 10.4.1,12.6.1
JASA 6.4.1,8.6.1

システムユーティリティの使用 経産省 11.5.4
JASA 7.5.4

技術的脆弱性の管理 経産省 12.6.1
JASA 8.6.1

監査ログ取得 経産省 10.10.1
JASA 6.10.1

監査ログの保管 経産省 10.10.2
JASA 6.10.2

監査ログの保護 経産省 10.10.3
JASA 6.10.3

10(5)ア

・ 脆弱性に関する情報を取得すること及び適切に対処すること
を定めていること

導入するソフトウェアの安全性を確認することを定めている
こと

・

・

・

・

保護すべきデータが復元できない状態であることを点検し、
物理的に破壊したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること
復元できない状態であることを点検した後、再利用すること
を定めていること
破棄を記録していること

・ 可搬記憶媒体へ保存する場合、暗号技術を用いることを定め
ていること

36

10(4)ウ

35
10(4)イ

37

38
10(5)イ
・

伝達に伴うリスクから保護できると判断する場合の基準を定
めていること

利用者の保護すべき情報へのアクセス及び例外処理を記録し
た監査ログを取得することを定めていること

保護すべき伝達及び送達は、守秘義務を定めた契約又は合意
した相手に対してのみ行うことを定めていること

10(5)エ
保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータが
既に暗号技術を用いて保存されている、通信事業者の回線区
間に暗号技術を用いる又は電子メール等に暗号技術を用いる
ことのいずれかによって、保護すべきデータを保護しなけれ
ばならないことを定めている。（漏えいのおそれのない取扱
施設内で有線での伝達をする場合を除く。）
電子メール等による伝達など、暗号技術を用いるに当たって
個人の操作を要するものについて、その旨の教育を行うな
ど、確実な実施のための方策がとられていること

・

・

40

39

43
10(8)
・

44
10(9)
・ システムユーティリティの使用を制限することを定めている

こと

41
10(6)
・ 外部からの接続を許可する場合は、利用者の認証を行い、及

び暗号技術を用いることを定めていること

42

45
10(10)

10(5)ウ

46
10(11)ア

47

10(11)イ
・ 取得した監査ログを記録のあった日から少なくとも３か月以

上保存するとともに、定期的に点検することを定めているこ
と

10(7)
・

・

暗号技術を用いる場合には、電子政府推奨暗号等を用いるこ
とを定めていること
やむを得ず電子政府推奨暗号等を使用できない場合は、その
他の秘匿化技術を用いることを定めていること

48
10(11)ウ
・ 監査ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護す

ることを定めていること

・ 保護すべき文書等を送達する場合、許可されていないアクセ
ス及び不正使用等から保護する方法を定めていること



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（5/6）

番号 確認事項 関連する対策

クロックの同期 経産省 10.10.6
JASA 6.10.6

保護すべきデータの監視 経産省 11.4.3
JASA 5.2.3,7.4.3

アクセス制御方針 経産省 11.6.1
JASA 7.6.1

利用者の登録管理 経産省 11.2.1
JASA 7.2.1

パスワードの割当て 経産省 11.2.3
JASA 7.2.3

管理者権限の管理 経産省 11.2.2
JASA 7.2.2

アクセス権の見直し 経産省 11.2.4
JASA 7.2.4

パスワードの利用 経産省 11.5.3
JASA 7.5.3
(変更期間については不明確)

無人状態にある保護システム対策 経産省 11.3.2
JASA 7.5.3

機能の制限 経産省 11.6.1
JASA 7.6.1

ネットワークの接続制御 経産省 11.4.6
JASA 7.4.6

セキュリティに配慮したログオン手順 経産省 11.5.1
JASA 7.5.1

利用者の識別及び認証 経産省 11.5.2
JASA 7.5.2

パスワード管理システム 経産省 11.5.3
JASA 7.5.3

保護システムの利用者ごとに一意な識別子（ユーザーID、
ユーザー名等）を保有させることを定めていること

・ 保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアク
セス可能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせる
ことを定めていること

49

10(11)エ

54
11(2)ウ
・ 管理者権限の利用は必要最低限とすることを定めていること

53

11(2)イ
・ 初期又は仮パスワードは、容易に推測されないものとすると

ともに、機密性を配慮した方法で配布することを定めている
こと（パスワードより強固な手段を併用又は採用している場
合はこの限りでない。）

・ 保護すべきデータが、共有ネットワークを通じて社外へ漏え
いすることを未然に防止することを可能とする常時監視を
行っていること

11(1)
職務内容に応じて、保護すべき情報、取扱施設及び保護シス
テムへのアクセス制御方針を定めていること
定期的並びに重大な変化及び事故が発生した場合、見直しを
実施し、必要に応じて修正することを定めていること

・

・
51

50

10(11)オ

52
11(2)ア
・ 保護システムの利用者の登録及び登録削除をすることを定め

ていること

57

11(3)イ
・

・

保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性を配慮した
措置を実施することを定めていること
無人状態にある保護システムへ機密性を配慮した措置が実施
されていること

55
11(2)エ
・ 保護システムの利用者のアクセス権の割当てを定期的及び必

要に応じて見直すことを定めていること

56

11(3)ア
・ 保護システムの利用者は、容易に推測されないパスワードを

選択しなければならないことを定めていること（パスワード
より強固な手段を併用又は採用している場合はこの限りでな
い。）

保護システムの利用者は、セキュリティに配慮した手順でロ
グオンすることを定めていること
セキュリティに配慮した手順でログオンしていること

58
11(4)ア
・ 保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能

を制限することを定めていること

59

11(4)イ
・ 保護システムを共有ネットワークへ接続する場合、接続に伴

うリスクから保護することを定めていること（FW設置など）

62
11(5)ウ
・ 保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能を有

さなければならないことを定めていること

61
11(5)イ
・

60

11(5)ア
・

・



別表４　防衛省　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ対策実施確認書と関連する対策（6/6）

番号 確認事項 関連する対策

情報セキュリティの事故の報告 経産省 13.2.1
JASA 9.2.1

対処体制及び手順 経産省 13.2.1
JASA 9.2.1

証拠の収集 経産省 13.2.3
JASA 9.2.3

情報セキュリティ基本方針等への反映 経産省 5.1.2,13.2.2
JASA 1.1.2,9.2.2

遵守状況の確認 経産省 15.2.1
JASA 10.2.1

技術的遵守の確認 経産省 15.3.1
JASA 10.3.1

情報セキュリティの記録

監査ツールの管理 JASA 11.3.2

なし。ただし、全般的に手順の策
定については、統一基準 2.2.1に
記載されている。

12(3)ア
・ 情報セキュリティ事故（情報セキュリティ事故の疑いのある

場合を含む。 以下同じ。）及び事象に対処するため、対処体
制、責任及び手順を定めていること

・ 情報セキュリティ基本方針等の見直しに、情報セキュリティ
事故及び事象を反映することを定めていること

65

12(3)イ
・ 情報セキュリティ事故が発生した場合（保護すべき情報が保

存されたサー バ等に悪意のあるコードへの感染が認められた
場合を含む。）、証拠を収集し、速やかに発注者を経由して
防衛省へ提出することを定めていること

66
12(3)ウ

63

12(1)(2)
・

・

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事項につ
いて、発注者（防衛省との直接契約関係にある防衛関連企業
をいう。以下同じ。）への報告要領を定めているとともに、
当該報告要領に以下のことが規定されていること
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講
じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その
後速やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン（以
下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染又は
不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべき情報が
保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続され
ているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場
合において、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得
る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者に
報告しなければならない。
③  情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれ
のある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、そ
の詳細を発注者に報告しなければならない。
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成している（異動等のあった場合には更新して
いる）とともに、直ちに発注者に報告する場合の責任者及び
連絡担当者を明示していること

70
13(3)
・ 保護システムの監査に用いるツールは、悪用を防止するた

め、必要最低限の使用にとどめることを定めていること

・ 管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ基本方針等
の遵守状況の確認を定めていること

67

13(1)ア

69

13(2)
・

・

・

保護すべき情報に係る重要な記録の保管期間を定めているこ
と
重要な記録は、施錠したロッカー等において保管又は暗号技
術を用いる等厳密に保護することを定めていること
適切に鍵を管理することを定めていること

68

13(1)イ
・ 保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリ

ティ基本方針等への技術的遵守状況を確認することを定めて
いること

64
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