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造 船 界 の 動 向 等 に つ い て 

～中国が船舶受注量で世界一～ 

 

                        主任研究員  秦 尉二郎 

はじめに 

 今年の新造船受注量は、中国が韓国を抜いて初めて世界一になることがほぼ確実になっ

たとするクラークソン・リサーチの統計（海事プレス 2009.12.1）が報道され、関係者の

注目を集めている。ちなみに、船舶建造量世界一の変遷を見ると、まず英国が１９５５年

（昭和３０年）までをリードし、１９５６年（昭和３１年）から２０００年（平成１１年）

までの約４４年間は日本が、それ以降今日までの約１０年間を韓国が造船市場を席巻した

絵巻となる。  

 中国政府は、２０００年初頭に造船業の施策として、國輸國造の基本方針のもと、２０

０５年までに船舶世界生産量の１５％、２０１５年までに２５％を獲得する計画を公表し、

ほぼその目標を達成しようとしている。このことにかんがみ、今後、中国の造船業が、日

本にとって近々の脅威になるかという命題について、調査報告書、業界紙、新聞報道等を

もとに、日本、中国、韓国の競争力について考察を加えて概観する。 

  

１ 各国造船業の基本戦略 

(1) 中 国 

ア 国防科学技術委員会における造船業の位置付けや今後の方針は、基本的に中国の船

で輸送し、その船は国内で建造するという“國輸國造”の施策に基づき、具体的には、

次の３項目とされている。 

  ① 造船業を輸出産業として発展させる。  

  ② 海運と造船を同時に発展させる。・・２１世紀からは、中国海運は国内に発注、

造船は船舶を輸出 

  ③ 造船業と舶用工業を同時に発展させる。 

  イ  中国造船産業発展促進のための構想と措置 

  ① 競争力のある大企業と企業集団を育成 

   ・ 構造調整と企業の再編を通じ、少数の超大型企業や企業集団を作る。 

  ② 科学技術による造船産業振興戦略を進め、科学技術分野の力を統合し、船型開発

に努め、技術の進歩を促進する。 

   ・ 企業と大学、研究開発との連携協力を強め、技術創造力を高める。 

  ③ 管理を強化してコストを低減し、国際競争力を高める。 

   ・ 日本、韓国等造船国の先進的管理方法を積極的に学び、移植、消化吸収し、Ｉ

Ｔを用いた近代的管理方式を推進する。 

  ④ 船舶工業の発展を加速し、造船産業支援の能力強化 

   ・ 舶用工業企業の技術改造を推進し、技術及び設備の水準の向上と新製品の開

発・生産条件の改造を図る。 
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 ウ 将来展望 

  ① ２００５年までの時期；生産量は世界生産量の１５％、ハイテク、高付加価値船

の建造割合を増加させる。 

  ② ２０１５年までの時期；生産量は世界生産量の２５％、大型、ハイテク船舶の自

主設計開発能力の向上、造船の効率と水準が世界造船先進国のレベルに近づく。 

(2) 日 本 

 ア 我が国造船産業のビジョンと戦略―２１世紀における新たなるチャレンジ―（造船

産業競争戦略会議 平成 15年 6月 20 日）が取りまとめられ、次の戦略が提言された。 

 ① 海洋国日本が必要とするあらゆる船舶・海洋機器等を安定的に供給できること。 

  ② 世界の海上輸送の高度化をリードしていけること。 

  ③ 製造業離れ・産業空洞化が懸念される中で国内立地を長期的に維持できる「強さ」

を有していること。 

 イ 我が国造船産業の競争戦略の目標、基本戦略、個別戦略は次のとおりである。 

 (ア) 目標（ビジョン）・・目標時期２０１０年 

    我が国造船産業が世界の海運造船の中心的役割を担える基盤の確立 

   ① １，０００万総トン規模（世界シェア１／３）の生産体制の国内維持 

   ② 世界の海運造船をリードできる技術力の確立（最高度ＬＣＶ外航船の実現） 

      注；ＬＣＶ：船舶の生涯価値（Life cycle Value） 

 (イ) 基本戦略（ビジョンを実現するための基本的な筋道や手段） 

   ① 競争環境の整備 

   ・ 国内においても競争原理が充分に働く政策手法の採用 

    ・ 国際的に公正な競争条件の確立 

   ② 「規模の経済」の追求、生産・工期短縮技術の高度化、人材育成・技能伝承等

による、太宗船市場を中心とした総合的競争力の強化 

   ③ 世界有数の我が国海運業・船舶工業、大学・研究機関、船級協会等の海事産業、

サービス分野を一つの総合体として捉えた海事クラスターを主体とした、新たな

研究開発アプローチの推進 

 (ウ) 個別戦略 

   ① 集約・再編、アライアンスの強化によるスケールメリットの追求 

   ② 競争促進政策の展開（総量規制の廃止を柱とする設備政策の見直し） 

   ③ 技能ＩＴ化等による生産技術の高度化、人材育成・技能伝承 

   ④ 研究開発基盤・機能の再構築（技術開発スキーム等の再構築、標準化等への戦

略的対応、新技術実用化支援スキーム、産学官の研究交流） 

   ⑤ 国際市場規律の確立（OECD 新造船協定の早期締結、造船市場の安定化のための

国際協調） 

   ⑥ その他（LCV の国際展開、技術流出防止策等） 

 

(3) 韓 国 
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  １９７０年代の韓国は、輸出産業としての造船業を振興するため、１９７３年重化学

工業育成基本計画で造船業を輸出戦略産業に指定し、直接又は間接的に財閥に助成を行

い、日本や欧州をモデルとした新鋭大型船建造工場を建設し、造船立国になることを目

標として輸出船建造を促進、韓国経済発展の中核として、現在まで位置づけている。 

(4) 西 欧 

   ２０００年３月、リスボンで開催された欧州理事会における「世界で最も競争力が

ある知識ベースの経済を目指す。」とするリスボン戦略を造船業に落とし込んだ政策提

言書「リーダーシップ２０１５」が策定され、技術力で世界造船業のリーダーシップを

握る」という欧州造船業の大方針が示された。 （海事プレス 2009.10.30） 

しかし、２０００年代の欧州は、１７グループが５グループに集約・再編統合が実

施され、売上高７，０００億円（アーカー・ヤーズグループ）に迫る造船グループも生

まれたが、２００６年からの空前の造船ブームにより世界的な資機材不足、鋼材価格の

高騰等に見舞われ、工程が混乱することにより体力を奪われていき、２００８年から２

００９年にかけて３グループは造船から撤退、造船事業の売却、規模の縮小など衰退の

道をたどっており、基本戦略の成否は不明である。 

 

２ 世界造船業の売上高、竣工量 

(1) 主要国の新造船売上高 

   日本、韓国、中国、欧州の新造船売上高は、次のとおりであり、韓国と中国におけ

る造船産業の急激な拡大が特徴的である。特に、２００８年の韓国造船業は、自動車や

電子機器を抜いて同国最大の輸出産業となった。 

   

  

 

 

 

 

 

   注；日本：日本造船工業会会員 18社     （出所；海事プレス 2009.11.26） 

     欧州：欧州造船工業会加盟 16社 

(2) ２００８年世界主要造船所の造船・海洋事業売上高 

   海事プレスの調査によると、２００８年度に造船事業の売上高が１，０００億円（邦

貨換算）を超えた企業は、世界で２７社となった。一般商船などの新造船建造を主体と

した世界の造船所のうち、業績が明らかになっている主要造船所の２００８年度売上高

ランキングは、別紙のとおり。陸上部門などを手掛ける企業は造船と海上事業の陸上部

門別売上高、造船専業の企業は、会社全体の売上高を示した。売上規模が邦貨換算１，

０００億円を超えた企業は２７社。国別の内訳は、韓国７社、日本９社、欧州４社、中

国６社、台湾１社だった。（海事プレス  2009.7.24） 

国別 ２００６ ２００７ ２００８ 備      考 

日本 1 兆 5485億円 2兆 0072億円 2 兆 1974億円 新造船売上高（造工会員） 

韓国 221.2 億ドル 277.7 億ドル 431.5 億ドル 船舶輸出額 

中国 81.1 億ドル 122.4 億ドル 195.7 億ドル 船舶輸出額 

欧州 129.6 億ﾕｰﾛ 152.1 億ﾕｰﾛ 162.5 億ﾕｰﾛ 新造船売上高(造工会員) 

合計 6 兆 9600億円 9兆 1700億円 11兆 1650億円 (年平均為替ﾚｰﾄで換算) 
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(3) 新造船竣工量等 

   ２００７年及び２００８年の竣工量等は、次のとおりであり、竣工量は韓国と中国

が世界シェアを拡大、日本は概ね一定であり、建造隻数が示すとおり韓国は大型船の建

造が、中国は小型船の建造が中心である。 

国 別 
２００７年 ２００８年 

隻数 GT 万ﾄﾝ ％ 隻数 GT 万ﾄﾝ ％ 

日 本 543 1,752 30.6 560 1,863 27.8 

韓 国 430 2,059 35.9 518 2,611 38.9 

中 国 661 1,055 18.4 836 1,371 20.4 

西 欧 413 572 10.0 384 547 8.2 

その他 735 2,933 5.1 864 3167 4.7 

合 計 2,782 5,732 100.0 3,162 6,709 100.0 

                 （出所;造工ニュース vol.126 2009.3.13） 

 

３ 日本・韓国・中国の造船業の競争力 

  最近の日韓中の造船業の競争力に関する公開資料としては、「中国における造船産業

に関する国際競争力調査報告書 ２００９年３月（財団法人 日本中小型造船工業会）」

があり、競争要素の比較分析及び主要な影響要素の比較（ＳＷＯＴ分析）としては、次

のとおり簡潔明瞭にまとめられているので引用する。 

 

(1) 技術競争力の比較 

比 較 項 目 
コンテナ船 タンカー 

中国 日本 韓国 中国 日本 韓国 

設計 

技術 

基本設計 ８２ １００ ９７ ８０ １００ ９５ 

詳細設計 ６１ １００ １０３ ６０ １００ １０５ 

生産設計 ６１ １００ １０３ ６０ １００ １０５ 

生産 

技術 

切断 ７０ １００ ９４ ７０ １００ ９５ 

溶接 ７０ １００ ９１ ７０ １００ ９０ 

ぎ装 ６１ １００ ９１ ６０ １００ ９０ 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材組立 ６１ １００ ９４ ６０ １００ ９５ 

コスト管理 ４０ １００ ９４ ４０ １００ ８５ 

管理 

技術 

材料・設備管理 ５２ １００ ８８ ５０ １００ ８５ 

生産管理 ４０ １００ ９１ ４０ １００ ９０ 

従業員管理 ６１ １００ ８８ ６０ １００ ８５ 

 注；日本を基準に 100 とする。（出所；韓国造船工業会報告 P.60 表 41、P.61表 42） 

 

   

(2) 応戦競争力の主要影響要素 

主要影響要素   国別 中  国 日  本 韓  国 

人材資源 

労働力コスト １ 中国の７倍 中国の８倍 

労働力数 充足 
高齢化の傾向あ

り、不足 
非常に不足 
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鋼  板 

価格（元/ﾄﾝ） ７，４００ ８，２００ ９，５００ 

数  量 
2005 年から国内供

給力 

2004 年から国内供

給力不足 

国内供給は非常に不

足、大量輸入する必

要がある。 

造船所利用率 85％～90％ 95％～98％ 92％～95％ 

舶用機械 

価格 やや低い やや高い やや高い 

数量、品目 

数量が少なく、品目

も極めて少ない。 

数量が多く、品目が

揃い、大量に輸出さ

れるが、近年、主機

関の供給が不足して

いる。 

数量が多く、品目が

揃い、大量に輸出さ

れるが、近年、主機

関の供給が不足して

いる。 

国産化搭載率 ４０％以下 ９８％ 85％～90％ 

建造効率（労働時間/CGT） 45～50 １０ １０ 

納 期 

契約時から引き

渡しまで（ケ月） 
３５．１ ３６．５ ３５ 

遅延率 4.5％～5％ 約３％ 約２％ 

船舶性能・品質 高まりつつある 高い やや高い 

資金投入 
研究開発 多い 減少 多い 

施設建設 多い 多い やや多い 

金融状況 
貨幣為替ﾚｰﾄ 急激に元高 大幅に変動 安定的にｳｫﾝ高 

利 率 より低い 非常に低い より低い 

国内船受注量 多い 多い 少ない 

国と地方政府の支援力 大きい 小さい やや小さい 

  （出所；韓国造船工業会報告 P.83 表 60）                 

 

４ 各国造船産業競争力の分析 

(1) 国の競争優位 

   日本、中国、韓国の造船業の競争力について、マイケル・ポーター教授の「国の競

争優位」において述べられている国の競争優位を決定する４つの要因について、前述

の競争力分析等から概観すると、次のとおりである。 

 
①要素条件 ②需要条件 

③関連産業 

支援産業 

④企業戦略・構

造・競合関係 

日 本 ◎ ◎ ◎ ○ 

中 国 △ ○ △ △ 

韓 国 ○→◎ ○ ○→◎ ◎ 

   ◎：優位  ○：普通  △：劣る 

注；①要素条件 

熟練労働者、科学的基盤、インフラストラクチャ―等専門性の高い生産要素の状況 

  ②需要条件 

製品やサービスに対する国内市場の構成及び性質（顧客ニーズの把握） 

  ③関連産業・支援産業 

   国際競争力を有する供給産業とその他の関連産業の国内における存在 

  ④企業戦略・構造・競合関係 

   企業の設立・経営、産業構造、国内での企業の競合関係を左右する国内の条件 
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(2) 総合評価 

   日本、韓国、中国の造船業の競争力の評価は、次のとおりである。 

 ① 日 本 

  ・ 過去約４５年間、世界の造船業をリードしてきた技術・建造基盤があるが、２０

０７年問題に象徴されるように、熟練技術者及び技能者が大量退職し、現場力の低下

が懸念されているが、設計・生産・管理技術のデジタル化が進捗しており、おおむね

現状の建造量が維持されれば、現場力は維持できるものと考える。 

・ 技術的には、韓国とはほぼ同一レベルであるが、中国とは格段の相違があるため

当面の技術的脅威にはなりえない。 

・ 日本の海事クラスターは、新日鉄が開発した変形能力の高い新型造船鋼材の開発

能力を有する製鉄業、国産化率の高い舶用機械を製作する舶用工業、世界第２位の商

船保有量を誇る海運業などがあり、韓国、中国よりかなり優位にある。 

・ 懸念事項は、研究開発費が韓国は約１８０億円であるのに比べて、日本は約８０

億円に減少していること及び重工業の中における造船業の位置付けがゆれているよ

うに思われることである。 

 （注）２００７年問題；団塊の世代が定年を迎える 

② 中 国 

 ・ 生産管理能力、技能工の経験不足、舶用品関連業界が未成熟であり、技術・技能

的に日韓の脅威になるには、さらに数多くの建造実績を積む必要があるものと考える。 

 ・ 中国の優位点は、商船船隊の規模が世界シェアの１０％（GT ﾍﾞｰｽ）とギリシャ（１

５％）、日本（１４％）に次ぐことであり、韓国の３％を大きく凌駕している。この

ことは、中国が國輸國造の政策のもとに造船業を発展させる方針を強力に推進してい

ることから、将来的には韓国に対して大きな脅威となるものと推察される。 

 ③ 韓 国 

  ・ 別紙「２００８年世界主要造船所の造船・海洋事業売上高」にあるように、上位

３社が韓国造船所売上高の約７０％を占める約１兆円企業であり、大量建造によるコ

スト・リーダーとしての地位は、当面、ゆるぎないものと考えられる。 

  ・ 弱点は、造船業の競争力基盤である海運をはじめとする海事クラスターが日本に

比べて弱体であるため潜在的な技術・建造基盤はやや日本が優位であるが、日韓の競

争力を支配する要因はコスト競争力が主であり、それは取りも直さず為替変動が主要

因となり、世界経済の変動に直接左右される不安定なものであることである。 

 

おわりに 

 造船業において、日本、中国、韓国の競争力を概観し、日本にとって中国が近々の脅威

になるかという命題について考察した。ちなみに、造船業は、パソコンのように主要部品

を調達し組み立てれば完成するモジュール（組合せ）型ではなく、インテグラル（すり合

わせ）型であるため、建造中に溶接や日照による歪を考慮して建造しなければ船体の精度

が得られないなど建造において暗黙知の塊の部分があり、技術の修得には時間を要する業
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種である。また、船舶の建造図書は、知的財産権による保護がなされてなく、船主、船級

協会を通じて入手が可能であり、技術の入手が比較的に容易であったが、近年、船型の特

許を取得するなど、知的財産の保護についても配慮されるようになってきており、技術の

流失については今までよりは改善されるものと考えられる。 

 しかし、２００８年の新造船竣工量の世界シェアは、韓国が約３５％、日本が約２３％、

中国が約２２％であり日中は拮抗している。そして、中国の建造量が日本を超えるのは、

圧倒的に多い造船設備を有し、国家のバックアップがあることから時間の問題である。 

 以上のことにより、今後は、太宗船の船価競争がし烈になることが予測され、日本に残

された方策は、環境対策に優れた電気推進船の開発等による技術革新によって新分野を開

拓し、世界の造船業を技術的にリードすることにしか生き残る道はないが、大学の造船学

科の縮小、研究開発の縮減、経営者のマインドのゆれなど人、物、金において、厳しい状

況下にあり、まさに現時点がその変節点に位置していると考えられる。 

 最後に、時事ドットコムの次の記事（2009.12.12）を紹介し、中国の造船業の隆盛が我

が国の造船業界だけでなく、安全保障にも大きな脅威になりつつあることに警鐘を打ち鳴

らしつつ終わりとする。 

 

空母建造を既に開始＝「１隻ではない」－元中国高官 

【香港時事】１２日付の中国系日刊紙・香港商報によると、中国の宋健・元国務委員はこ

のほど、香港の大学で講演した際、同国の空母建造は既に始まっていると思われると語っ

た。 

 宋氏はまた、空母プロジェクトには「相当大きな力」が注がれており、「（軍は）１隻だ

けではなく、数隻の建造を準備している」と述べた。 

 空母建造のコストについては「１隻約５００億元（約６，５００億円）で、１０年かか

る」と指摘。かっては費用が高過ぎて建造できなかったが、現在の財政状況から見て、コ

ストの問題は既に存在しないと言明した。 

 

主な参考文献等 

・海事産業研究所報 NO.414 (2000.12) 

・中国における造船産業に関する国際競争力調査報告書 

・みずほコーポレート銀行  

・みずほ産業調査報告書 

・造工ニュース 

・海事プレス 

・海事特報 
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                                    別紙 

 

2008 年世界主要造船所の造船・海洋事業売上高（海事プレス社調べ） 

番号 造 船 所 売上高（億円） 前年比％ 備  考（現地通貨） 

１ 現代重工（韓国） １１，７７７ 24.5 船舶･海洋部門計（12兆 1799億ｳｩﾝ） 

２ 大宇造船海洋（韓国） １０，６３９ 55.9 船舶･海洋部門計（11兆 0030億ｳｩﾝ） 

３ サムスン重工（韓国）  ９，６６５ 26.0 船舶部門(9兆 9957 億ウォン) 

４ ＳＴＸﾖｰﾛｯﾊﾟ（ﾉﾙｳｴｰ）  ５，８８６ 16.6 全社（314億 9600 万 NOK） 

５ 今治造船  ４，７７２ 20.5 全社 

６ ﾌｨﾝｶﾝﾁｪﾘ(ｲﾀﾘｱ)  ４，４７１ 11.0 全社（29億 3200 万ユーロ） 

７ 現代尾浦造船(韓国)  ３，６７９ 33.5 全社(3 兆 8047 億ウォン) 

８ 現代三湖重工(韓国)  ３，６２６ 43.3 全社(3 兆 7506 億ウォン) 

９ 三井造船  ３，１０９ 2.8 船舶部門 

１０ ﾃｨｯｾﾝ･ｸﾙｯﾌﾟ(独)  ３，０６０ △0.6 ﾏﾘﾝｼｽﾃﾑ部門（20億 700万ユーロ） 

１１ 上海外高橋造船（中国）  ２，８２１ 67.5 全社営業収入（189億 3735 万元） 

１２ ＳＴＸ造船(韓国)  ２，７９２ 37.7 造船部門(2兆 8874 億ウォン) 

１３ 大連船舶重工(中国)  ２，７１４ 28.7 全社営業収入（182億 2000 万元） 

１４ ﾀﾞﾒﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｵﾗﾝﾀﾞ)  ２，５６２ 10.5 全社（16.8億ﾕｰﾛ） 

１５ 新世紀造船(中国)  ２，５４４ 67.7 全社実現売上高（170.74 億元） 

１６ 三菱重工  ２，４０１ △15.4 船舶部門 

１７ 韓進重工(韓国)  １，９３４ ― 造船部門(2兆 0004 億ウォン) 

１８ ツネイシﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ  １，９１９ 13.4 造船事業 

１９ １ＨＩ  １，８１７ 12.9 船舶部門（IHIMU は 1618 億円） 

２０ ユニバーサル造船  １，８１４ △2.9 全社 

２１ 新来島どっく  １，７８７ 14.3 新造船部門 

２２ 滬東中華造船(中国)  １，７３８ 9.7 全社完成営業収入（116.7億元） 

２３ 川崎重工  １，２６４ △10.5 船舶部門（川崎造船は 1223億円） 

２４ ＣＳＢＣ(台湾)  １，１６７ 22.3 全社（356億台湾元） 

２５ 江蘇揚子江船廠(中国)  １，０９６ 91.6 新造船売上高（73億 5909 万元） 

２６ 大島造船所  １，０５３ 9.0 全社 

２７ 広州広船国際(中国)  １，０４０ 36.0 船舶部門（69 億 8408万元） 

（出所：海事プレス 2009.７.24） 

 ＊入手可能な最新の公開資料より作成した。中国の一部造船所は現地報道より。 

 ＊基本的に造船・海洋部門の売上高。 造船専業企業は会社全体の売上高。中国は売上

高に準ずる数値 

 ＊海外造船所の邦貨換算売上高は決算期中の平均為替レートで算出した。 

 ＊前年比は現地通貨の比較 
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英国の秘密取扱者適格性確認制度について 

                    客員主任研究員 横山 恭三  

 

近年、我が国政府機関において部内者による情報漏洩（例えば、平成 12年９月

のボガチェンコフ事件（注１）や平成 20 年 1 月の内閣情報調査室職員のスパイ

事件（注２）など）が発生しており、部内者脅威（インサイダー脅威）対策が喫

緊の課題となっている。 

 インサイダー脅威を事前排除する有効な一手段と考えられ、多くの国々で導入

されているのが秘密取扱者適格性確認制度である。適格性（信頼性）確認制度と

は、特定の秘密の取扱いについては、その秘密を取扱うことについての適格性（信

頼性）を確認した者に行わせる制度であるといわれる。（注３）そして、その目的

は、採用予定者から提供された個人情報（例えば、身分証明書や履歴書）が真正

であることを保証すること、セキュリティに関して懸念がない人物だけが採用さ

れていることを保証すること、及び職員がアクセス権を悪用する可能性を局限す

ることなどである。本稿では英国の適格性確認制度の政策と手順を定めている“英

国政府の審査政策声明（1994 年）Statement of HM Government’s Vetting 

Policy (1994)”（別紙）（注４）を紹介する。 

前置きとして、英国における適格性確認制度全般について簡単に説明する。英

国は適格性確認制度をセキュリティ審査（Security Vetting）と呼んでいる。英

国のセキュリティ審査には、基礎調査（ Basic Checks：BC）と国家安全保障審

査（National Security Vetting：NSV）の 2 種類がある。 

基礎調査（BC）（注５）は、政府機関の採用予定者全員に対して実施される。

基礎調査では、採用予定者の信頼性を判定するために主として本人が提出する文

書等により身元確認、国籍及び入国資格、職歴、並びに犯罪歴等の確認が行われ

る。 

国家安全保障審査（NSV）は、クリアランス（秘密情報取扱資格）（注６）の

レベルによって次の３種類がある。 

・セキュリティ調査（Security Check：SC）；長期間、頻繁、かつ自由に「極

秘（SECRET）」（注７）レベルの情報及び資産（注８）へのアクセスを必要とす

る個人を対象として、個人の犯罪記録、セキュリティ・サービス記録（注９）、信

用照会先の確認、財務調査などが実施される。 

・高度審査（Developed Vetting：DV）；長期間、頻繁、かつ自由に「機密」（TOP 

SECRET）レベルの情報及び資産へのアクセスを必要とする個人を対象として、

セキュリティ調査（SC）で実施される調査に加えて、個人との面談や個人の人柄･

性格を良く知っている人物への信用照会などが実施される。 

・対テロリスト調査（Counter Terrorist Checks：CTC）；テロ攻撃の潜在的目

標となる要人や施設へのアクセスが必要となる個人を対象として、特に、セキュ

リティ･サービス記録や犯罪記録が重点的に調査される。 
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 付け加えれば、国家安全保障審査（NSV）においては、被審査者がセキュリ

ティ･アンケート（Security Questionnaire：SQ）への回答・提出が完了してい

ることが前提である。 

 

（注１）ＧＲＵ機関員とみられる在日ロシア連邦大使館付海軍武官ボガチェンコ

フ大佐が、日ロ防衛交流を奇貨として知り合った海上自衛官から自衛隊

内の秘密文書を入手していた事件で、警視庁と神奈川県警察の合同捜査

本部が、同自衛官を自衛隊法違反（秘密漏えい罪）で検挙。自衛官は、

同武官から現金等を受け取り、その見返りとして自衛隊内の秘密文書や

内部資料を渡していた。（警察庁：焦点第 269号） 

（注 2）内閣情報調査室に勤務する内閣事務官が、ロシアの情報機関員とみられ

る在日ロシア連邦大使館二等書記官のそそのかしにより職務上知り得た

秘密を同人に漏らしたほか、現金 10 万円の賄賂を受け取っていた。（警

察庁：焦点第 277 号） 

（注３）出典：政府の「カウンターインテリジェンス推進会議」 

www.cas.go.jp/jp/seisaku/.../pdf/basic_decision_summary.pdf 

（注４）出典：英国議会 HP 

www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmhansrd/cm030915/t

ext/30915w16.htm#30915w16.html_sbhd9 

（注５）基礎調査（ Basic Checks：BC）は、既に多くの英国政府機関の標準手

順となっているため Baseline Personnel Security standard (BPSS)と

も称される。 

（注６）クリアランス：実施された適格性審査により、例えば SC クリアランス、

DT クリアランスと称される。クリアランスと「need to know の原則」

に基づき、クリアランスに該当する秘密へのアクセスが許可される。 

（注７）英国政府の秘密は、保護の必要度に応じて、TOP SECRET（機密）, 

SECRET（極秘）, CONFIDENTIAL（秘）, RESTRICTED（部外秘）、

及び PROTECT（注意）に区分される。 

（注８）資産とは、人員、建物、システム、情報など組織が価値あると判断する

もの全てである。（英国 CPNI の定義：参考文献 BSK 第２０－２号より） 

（注９）セキュリティ･サービス記録とはセキュリティ･サービス局、即ち、MI5

が保有･管理する防諜関連記録であると推定される。 

 

参考文献 

 ・（財）防衛調達基盤整備協会「人的セキュリティ：脅威、挑戦、及び対策」 

     BSK 第 20-2 号 

 ・（財）防衛調達基盤整備協会「雇用中の人的セキュリティ：優れた実践事例ガ

イド」BSK 第 20-11 号 
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                                  別紙 

英国政府の審査政策声明（1994 年） 

Statement of HM Government’s Vetting Policy (1994) 

 

In the interests of national security, 

safeguarding Parliamentary 

democracy and maintaining the proper 

security of the Government's essential 

activities, it is the policy of HMG that 

no one should be employed in 

connection with work the nature of 

which is vital to the interests of the 

state who: 

●  is, or has been, involved in, or 

associated with any of the following 

activities: 

•espionage; 

•terrorism; 

•sabotage; 

•actions intended to overthrow or 

undermine   Parliamentary 

 democracy by political, industrial 

or violent means; or 

● is, or has recently been: 

•a member of any organisation 

which has advocated such 

activities; or 

•associated with any such 

organisation, or any of its members 

in such a way as to raise reasonable 

doubts about his or her reliability; 

or 

•is susceptible to pressure or 

improper influence, for example 

because of current or past conduct; 

or 

政府は、国家安全保障、議会制民 

主主義の保護、及び政府の重要活動 

の保全を確保するため、国家の利益 

に密接にかかわる重要な職務に、次 

のいずれかに該当する者を雇用しな 

いことを方針とする。 

 

 

 

●次のいずれかの活動に参加してい 

る、参加した、又は関連している者。  

 ・スパイ行為 

 ・テロ行為 

 ・破壊活動（サボタージュ） 

 ・政治的 、産業的（労働争議等）、 

又は暴力的手段によって、議会 

制民主主義を転覆すること又は 

弱体化することを目的とした活 

動。 

● 現在又は最近まで 

 ・前述の活動を主唱した組織の成 

  員である又はあった者。 

 ・彼又は彼女の信頼性に対して 

合理的な疑いを引き起こすよう 

な方法で、前述の組織又は成員 

と関連している又は関連してい 

た者。 

・例えば、現在又は過去の行動か 

ら見て、圧力又は不正な権力に 

影響を受けやすい者。 
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•has shown dishonesty or lack of 

integrity which throws doubt upon 

their reliability; or 

• has demonstrated behaviour or is 

subject to circumstances which 

may otherwise indicate 

unreliability. 

 

In accordance with the above policy, 

Government departments and 

agencies will carry out a Security 

Check (SC) on all individuals who 

require long term, frequent and 

uncontrolled access to SECRET 

information or assets. 

A Security Check may also be applied 

to staff who are in a position directly or 

indirectly to bring about the same 

degree of damage as such individuals, 

or who need access to material 

originating from other countries or 

international organisations. In some 

circumstances, where it would not be 

possible for an individual to make  

reasonable progress in their career 

without clearance to SECRET level, it 

may be applied to candidates for 

employment whose duties do not, 

initially, involve such 

regular access. An SC clearance will 

normally consist of: 

• a check against the National 

Collection of Criminal Records 

and relevant departmental and 

police records; 

 

・不正直又は信頼性に疑問を投げかける

ような誠実の欠如を示した者。 

 

・さもなければ、言動や状況に左右され

やすい性格からして信頼できない者。 

 

 

 

上記の方針に基づき、政府機関は、長

期 間 、 頻 繁 、 か つ 自 由 に 「 極 秘

（SECRET）」の情報及び資産へのアク

セスが必要とされるすべての個人につ

いてセキュリティ調査（SC）を実施す

る。さらに、セキュリティ調査（SC）

は、（その情報漏洩が）前述の者と同程

度の損害をもたらす地位に直接若しく

は間接的に就いているスタッフ、又は外

国若しくは国際機関から提供された情

報等へのアクセスが必要とされるスタ

ッフにも適用される。さらに、当面「極

秘」情報に頻繁にアクセスすることのな

い仕事への配置予定者に対しても、将来

の経歴管理を考慮し、状況によっては、

セキュリティ調査（SC）を適用するこ

とができる。セキュリティ審査（SC）

には通常次の項目が含まれる。 

・「犯罪記録の国家コレクション

（ National Collection of Criminal 

Records）」並びに関連する省庁及び警

察の保有する犯罪記録の調査。 
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•in accordance with the Security 

Service Act 1989, where it is 

necessary to protect national 

security or to safeguard the 

economic well-being of the United 

Kingdom from threats posed by 

persons outside the British 

Islands, a check against Security 

Servicerecords; 

AND 

 

•credit reference checks and a 

review of personal finances. 

 

In some circumstances further 

enquiries, including an interview with 

the subject, may be carried out. 

 

Individuals employed on government 

work who have long term, frequent 

and uncontrolled access to TOP 

SECRET information or assets will be 

submitted to the level of vetting 

clearance known as Developed Vetting 

(DV). This level of clearance may also 

be applied to people who are in a 

position directly or indirectly to cause 

the same degree of damage as such 

individuals and in order to satisfy 

requirements for access to material 

originating from other countries and 

international organisations.  

 

 

 

 

・1989 年のセキュリティ･サービス法に

従って、イギリス諸島以外の人々からも

たらされる脅威から国家安全保障及び

英国の経済的繁栄を保護するために必

要な場合においては、セキュリティ･サ

ービス記録の調査。 

 

 

 

 

 

・信用照会先の調査、及び個人財務の調

査。 

 

状況によっては、被審査者との面談を含 

む更なる尋問。 

 

 

長期間、頻繁、かつ自由に「機密（TOP 

SECRET）の情報及び資産へアクセスが

必要とされる政府の仕事のために雇用さ

れた個人は、良く知られた高度審査

（Vetting：DV）クリアランスの対象と

なる。このレベルのクリアランスは、（そ

の情報漏洩が）前述の個人と同程度の損

害をもたらす地位に直接又は間接的に就

いているスタッフにも適用される。さら

に、このレベルのクリアランスは、外国

又は国際機関から提供された情報等への

アクセスのために必要な要件を満足する

ためにも適用される。 
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In addition to a Security Check, a DV 

will involve: 

• an interview with the person being 

vetted; 

•references from people who are 

 familiar with the person's character 

in both the home and work 

environment. These may be 

followed up by interviews. 

Enquiries will not necessarily be 

confined to past and present 

employers and nominated 

character referees. 

 

It is also the Government's policy that 

departments and agencies will carry 

out Counter Terrorist Checks (CTC) in 

the interests of national security 

before anyone can be: 

 

•authorised to take up posts which 

involve proximity to public figures 

at particular risk of attack by 

terrorist organisations, or which 

give access to information or 

material assessed to be of value to 

terrorists; 

 

•granted unescorted access to 

certain military, civil and industrial 

establishments assessed to be at 

particular risk of attack by a 

terrorist organisation. 

 

 

 

高度審査（DV）では、セキュリティ調

査（SC）の項目に加えて、次の項目の審

査が実施される。 

・被審査者との面談。 

・家庭及び職場における被審査者の人

柄・性格を良く知っている人物への信

用照会。これらの照会結果は、面談で

も継続調査される。照会は、必ずしも

現在又は過去の雇用主に限定されるも

のでなく、さらに人柄・性格に限定さ

れるものでない。 

 

 

 

また、国家安全保障の観点から、次の

いずれかに該当する何人に対しても、対

テロリスト調査（ Counter Terrorist 

Checks：CTC）を事前に実施することが

政府の方針である。 

 

・テロ組織からの攻撃の特別なリスクの

ある要人の身辺に関連する部署、又は

テロリストにとって価値があると評価

された情報等へのアクセスが許可され

る部署に就く者。 

 

 

 

・テロ組織からの攻撃の特別なリスクが

あると評価された一部の軍、民間、及

び産業施設へのエスコートなしのアク

セスが許可される者。 
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The purpose of such checks is to 

prevent those who may have 

connections with terrorist 

organisations, or who may be 

vulnerable to pressure from such 

organisations, from gaining access to 

certain posts, and in some 

circumstances, premises, where there 

is a risk that they could exploit that 

position to further the aims of a 

terrorist organisation.  

 

A CTC clearance will include a check 

against Security Service records. 

Criminal record information may also 

be taken into account. 

 

Departments and agencies generally 

assure themselves, through the 

verification of identity, and written 

references from previous employers, 

that potential recruits are reliable and 

trustworthy. Such Basic Checks (BC) 

are already standard procedure for 

many departments and agencies. 

Where access needs to be granted to 

Government information or assets at 

CONFIDENTIAL level, departments, 

agencies and contractors engaged on 

government work are required to 

complete such checks. In some cases, 

at the CONFIDENTIAL level, where 

relevant, the Basic Check may be 

augmented with some of the checks 

normally carried out for security 

clearances.  

前述の対テロリスト調査（CTC）の目

的は、テロ組織と関係を持つかもしれな

い者又はその様な組織からの圧力に弱い

かもしれない者が、テロ組織の目的を手

助けするためにその立場を悪用するリス

クのある特定の部署に就くことや、状況

によっては、特定の建物へ近づくことを

防止することである。 

 

 

 

 

対テロリスト調査（CTC）にはセキュ

リティ･サービス記録の調査が含まれる。

また、犯罪記録の情報も考慮される。 

 

 

政府機関は、採用予定者が誠実で信頼

できることを、身元確認や以前の雇用主

への信用照会（書面）を通じて自ら確認

する。この基礎調査（ Basic Checks：

BC）は既に多くの政府機関の標準手順と

なっている。契約者等が政府の「秘

（CONFIDENTIAL）」レベルの情報及

び資産へのアクセス許可が必要な場合、

政府機関や請負業者は、（契約者等につい

て）前述の基礎調査（BC）が完了してい

ることが義務付けられている。状況によ

っては、「秘（CONFIDENTIAL）」レベ

ルの基礎調査（BC）に、セキュリティ調

査（SC）で通常実施されている検査項目

の一部を追加することが出来る。（了） 
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ＩＳＭＳ構築・運用のメリットと留意点について 

 

                          研究員  榊  勝 

 

１ 情報セキュリティマネジメントシステムとは何か（JISQ27002 を参照） 

（１）情報セキュリティとは何か 

   情報とは、組織事業の基礎を成すものであり、適切に保護する必要がある。 

   近年、ますます、相互の関係が密になるビジネス環境において特に重要となっ 

てきている。情報は、数においても種類においても増大する脅威及びぜい弱性に 

さらされることになった。情報は、多くの形態で存在することができるが、どの 

ような形態であろうとも、又、どのような手段によって共有又は保存されよう 

とも、常に適切に保護されることが望ましい。 

情報セキュリティが広範囲にわたる脅威から情報を保護する目的としては、

「事業継続を確実にすること」「事業リスクを最小限にすること」及び「投資に

対する見返り及び事業機会を最大限にすること」等を挙げることができる。 

情報セキュリティは、方針、プロセス、手順、組織構造、並びにソフトウェア 

及びハードウェア機能を含む一連の適切な管理策を実施することによって達成 

される。これらの管理策は、それらが組織固有のセキュリティ目的及び事業目的 

に合うことを確実にするように、確立、実施、監視、レビュー及び改善する必要 

がある。このことは、他の事業管理プロセスと併せて実施することが望ましい。 

 

（２）情報セキュリティの必要性 

   情報及びその情報を取扱うプロセス、システム、並びにネットワークは、重要 

な事業資産である。 

情報セキュリティの定義付け、達成、維持及び改善は、競争力、キャッシュフ 

ロー、収益性、法的順守及び企業イメージを維持するために不可欠な場合もある。 

組織並びにその情報システム及びネットワークは、コンピュータを用いた不正 

行為、スパイ行為、妨害行為、破壊行為、火災又は洪水を含む広範囲にわたる 

原因によるセキュリティ脅威に直面している。 

悪意のあるコード、コンピュータ不正侵入及びサービス妨害攻撃のような被害 

をもたらす要因は、より一般化し、より大がかりになり、ますます巧妙になって

きている。 

情報セキュリティは、官民双方のビジネスにとって重要であり、重要インフラ 

ストラクチャを保護するためにも重要である。 

公衆ネットワークと私設ネットワークとの相互接続、及び情報資源の共有は、 

アクセス制御の達成をますます困難にしている。 

分散型コンピュータシステムへの移行傾向も専門家による集中管理の有効性 
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を弱めることになった。 

多くの情報システムは、技術的な手段によって達成できるセキュリティには限 

界があり、したがって、セキュリティは、適切な管理と手順とによって支持され

ることが望ましい。 

（３）マネジメントシステムとは何か 

      マネジメントシステムとは、組織の方針、手段及びプロセスを管理し、継続 

的に改善するための実績のある計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、処 

置（Act）（以下「PDCA」という。）からなるフレームワークであり、組織の潜

在的な能力を最大限に発揮することが可能となる。 

今日の組織にとって、複雑化、競争の激化、漏洩リスクの増大など、次々と 

生まれる新たな課題にいかにして立ち向かい、乗り越えられるかが成功の鍵と 

なる。こうした課題を克服するには、「あらゆる側面から考察した効率的な事業

運営」「競争力の維持」及び「事業のリスク管理への取り組み」が重要であると

言われてきた。これらに加えて、さまざまな事業運営上の要求事項のバランス

を取ることは非常に困難なプロセスである。その実証されたソリューションが

マネジメントシステムである。 

 このような効果的なマネジメントシステムの導入により、「社会リスク、環 

境リスク、財務リスクの管理」「業務の有効性の向上」「コスト削減」「顧客満 

足度の向上」「継続的改善」及び「さらなるイノベーション」などが可能とな 

り、組織の潜在的な能力を発揮することが可能となる。 

    このように、マネジメントシステム全体の中で、事業リスクに対する取組み

方に基づいて、情報セキュリティの確立、導入、運用、監視、レビュー、維持及

び改善を担う部分が情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」と

いう。）である。 

 

２ ＩＳＭＳ構築の必要性（JISQ27001 を参照） 

  ISMS には、組織の構造、方針、計画作成活動、責任、実践、手順、プロセス及

び経営資源が含まれる。 

また、当該システムは、企業や組織が情報を適切に管理し、機密を守るための自 

身の情報セキュリティを確保・維持するための包括的な枠組みであり、コンピュー 

タシステムのセキュリティ対策だけではなく、セキュリティポリシーや、それに基 

づいた具体的な計画、計画の実施・運用、一定期間ごとの方針・計画の見直しまで 

を含めた、トータルなリスクマネジメント体系を指している。今日の企業や組織は、

複雑化、競争の激化、漏洩リスクの増大など、次々と生まれる新たな課題にいかに

して立ち向かい、乗り越えられるかという立場に置かれており、ISMS の必要性は、

益々、増大してきている。 

 

３ ＩＳＭＳ構築のメリット 

（１）社会経済的事業活動におけるメリット 
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  企業は、置かれた社会経済的環境の中で所定の事業活動を行っており、その活動 

を効果的に進め、また継続的に改善していくために、一定の方針のもとで目的・ 

目標を定め、その目的・目標を達成していくためにマネジメントシステムを構築

して対応している。 

そのマネジメントシステムの一部として、その企業の事業活動で直面するリス 

クに対応する情報セキュリティマネジメントシステムを程度に差があるものの構 

築せざるを得ないし、その企業が存続する限り継続せざるを得ないものである。 

その一つの対応策として、近年、ISMS 認証取得の企業が多くなってきている。 

ISMS 認証取得は、国際規格 ISO/IEC27001:2005 に基づいたものであり、国際 

規格の要求事項に合致した ISMS を構築することにより、企業内の情報整備によ 

り安全な情報の共有化と業務の効率化を図るとともに、企業の価値、サービス品 

質の向上と信頼性をアピールし、同業他社に対する優位性を確保するものである。 

この ISMS の構築は、経営責任者のトップマネジメントに基づき、適用範囲と 

境界を明確にし、企業全体で企業資産に対するリスクと受容基準を明確にし、ま 

た、情報の可用性と完全性も確実するための、その管理策を選択・実行し、ISM 

S 内部監査をし、その結果等をインプットしたマネジメントレビューを行い、そ 

のアウトプットに基づき経営責任者は経営資源の提供を行い、新たな管理策を 

選択・実行するという情報セキュリティに関して、企業全体で、つまり全従業員 

が参加して行うというマネジメントシステムである。 

 

企業(組織)内     ・本質的な情報セキュリティの向上 

・説明責任(アカウンタビリティ)の明確化 

・安全な情報の共有化 

・職場の情報整備による業務の効率化 

企業(組織)外     ・企業(組織)価値の向上 

・運用基準を明確化することによるサービス品質の向上 

・信頼性のアピール 

・同業他社に対する優位性の確保 

 

（２）防衛省との契約に基づく重層的情報保全体制構築におけるメリット 

   防衛省における重層的な情報保全体制の動向は、次のようになっている。 

ア 防衛省の情報セキュリティ制度の改正（21.7.31） 

    平成 22 年 4 月 1 日から施行され、第三者に開示する場合及び下請負者に関 

するところは、さらに１年経過した日から適用される。 

①特約条項の次官通達が廃止され、「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」の次官通達に統合される。 

②特約条項の次官通達における２本（情報システムと装備品等）の特約条項は 

一本化され、上記の次官通達に盛り込まれる。 

③保護すべき情報とは、「部内限り」「注意」の情報となる。 
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   調達における情報セキュリティ基準 37 項目 → 71 項目 

④保護すべき情報の第三者への開示、又は下請負を使用する場合、それぞれ甲 

の許可、又は届け出が必要となるが、届け出については従来「21 項目」につい 

て「速やかに」であったものが、改正では「69 項目」について「あらかじめ」 

となった。 

⑤乙及び下請負は、「取扱施設」を明確に定めなければならない。 

⑥改正は、JISQ27001 附属書Ａ管理策(133 項目)に概ね相当しているとしてい 

るものの、JISQ27001 を参考にするとは記していない。 

⑦乙及び下請負並びに開示先においての事前準備・体制作りを計画的に進める 

必要があり、特に歳出契約の場合、あらかじめ情報セキュリティ体制、又は 

ISMS の構築をしていないと対応は困難であると考えられる。 

 

イ 官有技術資料の保全施策 

  同様なスキームとして、武器等の技術資料の管理に関する特約条項においては、 

当該防衛企業に必要な保全措置を講じさせ、その管理規程を作成させて、甲・防衛 

省の確認を受け、実際にその管理規程どおり管理しているか、一般監督の一環とし 

て監督官がチェックしている。この特約条項は、昭和 54 年に制定されたもので現 

在の情報セキュリティ特約条項の先駆けみたいなものであることから、その管理規 

程は、どちらかというと秘密保全規則に近く、電子情報に関する保全策については、 

十分でない感がする。 

 

ウ 防衛省の装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインにおける情報セキュリ 

ティ対策 

   平成 19 年度に、各秘密保全特約条項を補足する「装備品等の調達に係る秘密保 

全対策ガイドライン」が新たに創設され、それに基づき、防衛企業が秘密保全規則 

の他に「秘密保全実施要領」を作成し、それを防衛省が確認するという重層的なス 

キームが構築された。装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインにおける情 

報保全の要求事項としては、秘密保全事項と情報セキュリティ事項からなっており、 

情報セキュリティ事項のウェイトが高くなっているように思われる。 

 

このような防衛省との契約に基づく各種情報保全体制がこの ISMS の中に、限定 

的に、総合的に、そして重層的に構築されていることになる。防衛省との契約のウェ

イトが大きいに企業については、限定的ということではないが、いずれにしても ISM 

S という大きなスキームの中で各種情報保全体制が重層的に構築されていることに

変りはない。 

情報保全体制における管理策は、特定の情報を対象として構築され、限定的適用範

囲から必要に応じて拡大していき、ISMS と重なり合っていくことになる。 

このように、ISMS の管理策と情報保全体制における管理策には大差無く、共通す

る部分が多い。しかし、ISMS という大きなスキームの中の管理策は、ISMS 内部監査
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によりチェックされ、その結果がマネジメントレビューにインプットされ、そのアウ

トプットは、マネジメントシステムの流れの中で選定・実施・改善を繰返して、その

企業の ISMS の有効性をグレードアップしていくことになる。 

更に、近年、企業の ISMS は、IT サービスマネジメントシステム(ITSMS：ISO／

IEC20000-1)や事業継続マネジメントシステム(BCMS：BS25999-2)との整合性を図り

ながらその有効性を高めてきている。 

           

４ ＩＳＭＳ構築・運用の留意点 

（１）防衛省の重層的情報保全体制との関係において、次の点に留意して構築・運用 

する必要がある。 

①防衛省の秘密情報、防衛省の保護情報及び ISMS の情報資産を明確にする。 

②前項のそれぞれの情報セキュリティ区画・セキュリティレベルを明確にする。 

③各情報セキュリティ区画・セキュリティレベルにおける情報システムを明確に 

する。 

④各情報セキュリティ区画・セキュリティレベルにおける役割・責任・権限を明 

確にする。 

  ⑤情報セキュリティ関連規定・手順・様式類は、体系的に整理し、極力、相互に 

活用するようにする。 

 

（２）ＩＳＭＳ構築・運用において、一般的に次の点に留意して構築・運用する必要 

  がある。 

①ＩＳＭＳ事務局だけの取組みにならないこと。 

 経営陣のトップマネジメントに基づき、組織全体で取り組むことが大前提である。 

②ＩＳＭＳ内部監査指摘事項は自らへの忠告として捉える。 

 指摘事項の件数が尐ないから良しとするのではなく、一件一件、「なぜなぜ分 

析」「修正措置」「水平展開」「是正処置」「是正処置のレビュー」「一連の処置 

の周知徹底・教育」をスピーディーに実施することが重要である。 

③インシデントは隠してはならない。 

 インシデントへの対応は、内部監査指摘事項への対応プロセスと同様であるが、 

経営陣への報告、経営陣からの指示、指示への対応が適切に、スピーディーに 

実施されることが最も重要である。 

④外部組織の経験を自らのＩＳＭＳに活かす。 

 外部組織のセキュリティ事故とその対応を他人事として済ますのではなく、自 

らに同じような問題点・リスクが無いか確認し、それに対応するスキームが構 

築されているか、学習し、活用することが重要である。 

⑤適合性の確認から有効性の確認へステップアップ 

   構築したＩＳＭＳが、適用規格に適合しているかのフェーズから、構築・運用 

しているＩＳＭＳのＰＤＣＡのどのプロセスでどのような有効性を発揮して 

いるか、具体的に確認できるようにしていく必要がある。 
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５ 防衛省の情報セキュリティ、又はＩＳＭＳ構築・運用において、最も留意しなけ 

ればならないことをまとめると 

（１）適用範囲（業務、エリア、人、施設・設備、システム）を明確にする。 

（２）対象となる重要資産とそれに関連する派生資産を整理・分類し、リスクを把握

する。 

（３）そのリスクを継続的に監視し、継続的に改善する。 

（４）特に、情報資産のセキュリティ区画と接続する区画のセキュリティには配慮し、 

継続的に監視する必要がある。 

  （５）つまり、防衛省の秘密情報及び防衛省の保護情報への保全対応は、防衛省の定

めた訓令、次官通達及び達に基づき、極力、集約的に構築され、厳格に検査・監

査されることから情報漏洩等のリスクは低く、むしろ、それらの情報が間接的に

反映されて作成される検討資料・基礎資料・データ類の社外秘、又はグループ外

秘の資料が保管、又は移動しているセキュリティ区画が最も留意すべきエリアと

考えるべきである。（別図 参考） 

その意味でＩＳＭＳを有効的に構築し、継続的に改善し維持していくことが、

各企業の各種情報保全体制が有効的に構築・運用されていく上での基盤的な役割

を果たしていくことになると考えるものである。 
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◎ 「防衛取得研究」掲載の署名記事と見方は、いずれも執筆者個人のもので、

（財）防衛調達基盤整備協会ないし執筆者の所属する機関の見方を代表する

ものではありません。 

   なお、記事の無断転載は禁じます。転載する場合には当協会迄、御連絡下

さい。 
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