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発刊にあたって
2001 年 9 月 11 日の世界貿易センター(WTC)ビルに対するテロ攻撃を受け、
同ビルに入居していた多くの金融機関が壊滅的な損害を被り、世界経済に大き
な影響をもたらしました。これを契機に、テロ攻撃や自然災害に遇っても事業
の継続を可能とする事業継続管理の必要性が、金融機関は無論のこと一般企業
においても現実味を帯びさせたのです。我が国を含め、世界中の官民セクター
に及ぶ様々な組織において、事業継続管理の導入が促進されています。さらに、
昨今、組織は事業の実施に当たって IT への依存傾向をますます高めており、
もはや IT の利用抜きにして事業継続はあり得ないか又は事業の運営に重大な
影響を及ぼすようになっています。つまり、事業継続の中核は IT である、と
しても過言ではない現状となっているのです。このようなことから、米連邦政
府機関では、テロ攻撃や自然災害又は一般的なシステムの中断に際しても、機
関の任務遂行を支援する IT サービスの継続を目的とした「IT 不測事態対応計
画」の策定・維持活動を行っております。また、それら活動に対する監査結果
から、これまで多くの問題点の指摘や推奨事項の提案がされています。
当協会は、協会寄付行為の目的にもあります「防衛装備品の生産及び調査に
関する技術管理向上」という観点から、IT の情報セキュリティに関する調査研
究に取り組んでまいりました。前述の IT 不測事態対応計画は、情報セキュリ
ティの 3 大要素の一つである可用性に直接係るものです。
本調査研究は、米国の IT 不測事態対応計画の定義・必要性、関連法規類及
び構築要領を解説するとともに、同計画の策定・維持に係る現状の問題点や推
奨事項を参考として、我が国の政府機関、防衛省機関又は防衛関連企業などの
コミュニティにおいて、IT サービス継続に焦点を当てた事業継続計画を策定・
維持を行う際の参考事項を、教訓として導き出したものです。このような教訓
は、皆さんのコミュニティにおいても十分役に立つものと思われ、事業継続計
画の策定・維持にご活用いただければ幸いと存じます。

平成 21 年３月
財団法人
理事長

防衛調達基盤整備協会
宇田川

新一
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はじめに
昨今は、IT(Information Technology)に替わって ICT(Information and Communication
Technology)という用語が定着しつつある。国際的には ICT の用語が通用しており、グロ
ーバル化への対応に努力する我が国の政府も 2005 年ごろから使い始めている。これから
は IT の進展とは言わずに、ICT の進展というべきなのであろうか。IT に親しんできた者
にとってはいささか離れがたく、本調査研究においても「IT」の用語を利用させていただ
く。
ところで、世の中まだ IT の進展の賜物としてインターネットが普及し始め、電子商取
引の飛躍的拡大成長に将来のビジネス展望を見出したころ、必然的な現象としての「情報
セキュリティの波」が押し寄せてきた。この波を受け、我が国の情報セキュリティマネジ
メントシステム(ISMS)認証取得組織数は 2008 年 12 月 26 日現在、2960 にも及んでいる。
この情報セキュリティの波に引き続き、グローバル情報化社会に押し寄せているのが「事
業継続の波」である。2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃が、世界中にこの波を押し寄せさせた。
我が国では相次ぐ地震や自然災害に伴う事業継続の必要性が声高に叫ばれている。グロー
バル社会及びサプライチェーンの一員としての責任を果たすため、企業の社会的責任
(CSR)を果たすため、ステーキホルダーや取引先の要求に応えるため、顧客獲得に優位性
を保つため、果ては SARS や鳥インフルエンザさらには新型インフルエンザに備えるため
など、様々な要求に基づいて企業が事業継続管理システムの導入に取り組みつつある。
この事業継続のねらいは、その名が示すとおり、あくまでも事業を継続させるためのも
のであり、人、情報、設備、手順、供給などの経営資源が被害を受けた又は中断を余儀な
くされた場合に、意図する時間内に如何に速やかにそれらを所定のレベルまでに復旧させ
るか、そのための計画立案と同計画の維持・管理を適切に行うことによって、その目的を
達成しようとするものである。
では、事業継続管理と事業を支援する IT サービスとはどのような関係にあるのであろ
うか？筆者の結論は「事業継続の中核は IT サービス継続である」ということである。昨
今の事業は IT サービスへの依存度をますます高めつつあり、
「事業継続計画の立案に際し
ては、この IT サービスを提供する IT システムの存在が極めて高く、かつ、その占有度合
いも大きくなりつつある」というのが一般的な動向ではなかろうか。人の安全は最優先事
項であるが、ちょっとしたインシデントに伴う IT システムの中断が企業に大損害を及ぼ
す例も少なくはない。もはや、事業継続に IT サービス継続が不可欠であるとしても過言
ではない、と思われる。

i

さて、このような世の中、つまりグローバル社会、情報化社会、サイバースペース社会
において、いわゆる IT 最先進国としての米国における IT サービス継続のための努力はど
のようになっているのであろうか？

本調査研究は、米国の連邦政府機関における IT サービス継続としての IT 不測事態対応
計画(Information Technology Contingency Plan: ITCP)に焦点を当て、その実態を調査す
るとともに、今後我が国における IT サービス継続を主体とした事業継続のための計画立
案や維持管理への参考となる資を得るものである。
本調査研究報告書の構成及び記述概要は、次のとおりである。
章 ・ 表 題
第 1 章：

記

述

概

要

本調査研究の対象である IT 不測事態対応計画の定義を述

IT 不測事態対応計画の定

べるとともに、我が国の事業継続管理や米国における様々な

義及び必要性

類似計画との関係を明らかにする。
また、情報化社会における IT 不測事態対応計画の必要性
について明らかにする。

第 2 章：

米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の立案及び

IT 不測事態対応計画に係

維持を要求する法律、規則、標準などを列挙し、それらの関

る法規類とその概要

係及び概要を解説する

第 3 章：

国家標準技術院(NIST)のガイドライン(NIST SP 800-34：

IT 不測事態対応計画の構

情報技術システム不測事態対応計画立案ガイド)に基づき、IT

築及び維持要領

不測事態対応計画の構築及び維持要領を説明する。

第 4 章：

IT 不測事態対応計画の立案・維持に係る実態について、国

米連邦政府機関における

防総省監察総監監査報告、国土安全保障省監察総監監査報告、

IT 不測事態対応計画の実

及び議会に対する行政管理予算局(OMB)と米会計検査院

態

(GAO)の報告に基づいて紹介する。

第 5 章：
我が国への参考の資

先ず、我が国におけるガイドラインの概要や事業継続マネ
ジメントシステム(BCMS)認証制度の実証運用開始などを述
べ、我が国の事業継続管理や IT サービス継続管理への対応
現状を明らかにする。
次いで、前述の第 1 章～第 4 章を総括し、我が国への教訓
や参考の資となる事項を述べる。
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IT 不測事態対応計画の定義及び必要性

1

ここでは、情報技術(Information Technology: IT)システムの不測事態対応計画（以下「IT
不測事態対応計画」という）の定義及び IT 不測事態対応計画と事業継続管理計画などの
類似計画との関係を示すことで IT 不測事態対応計画の全体像を明らかにするとともに、
昨今の情報化社会を反映した IT 不測事態対応計画の必要性について述べる。
1.1

IT 不測事態対応計画の定義

ここでは、
「IT 不測事態対応計画ガイド(NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide
for Information Technology Systems, June 2002)」に規定されている IT 不測事態対応計
画の定義を紹介する。

IT 不測事態対応計画の定義
IT 不測事態対応計画とは、IT システムの中断後における IT システム、運用及びデータ
の復旧を可能とするための計画、手順及び技術的手段を含む調整された戦略をいう。
一般的に、不測事態対応計画には、中断された IT サービス復旧のアプローチとして、
次の 1 つ又はそれ以上が含まれる。
 代替地における IT 運用の復旧
 代替装置を利用した IT 運用の復旧
 中断されたビジネス・プロセスのいくつか又はすべてに対して、非 IT（手動）手段
の利用（一般的に、これが受け入れられるのは短期間の中断に限られる）

今日、IT を利用した情報システムは、ほとんどのビジネス・プロセスにおいて不可欠な
要素となっている。つまり、情報システムが組織における任務の達成に不可欠なものとな
っていることから、情報システムが長期間にわたって中断することなく組織にサービスを
提供することは、極めて重要な要求事項となっている。
IT 不測事態対応計画は、この要求事項の達成を支援するものであり、情報システムの中
断又は災害発生時に、迅速かつ効果的にシステムを復旧できるよう、周到な計画と手順及
び技術的手段を確立するものである。

1-1

1.2

他の緊急事態即応態勢計画との関係

1.2.1

全般

組織は、様々なビジネス(業務)プロセスの維持・継続を図るため、次の 3 種の脅威に対
して「様々な緊急事態即応計画を確立し、緊急事態発生時に同計画を履行することにより、
組織的及び業務上のプロセスを継続するための復旧活動及び再構築活動を行う」というの
が一般的である。
(1) 自然：地震、台風、竜巻、洪水、火災など
(2) 人：オペレータの誤操作、破壊行為、マリシャスコードの挿入、テロ攻撃など
(3) 環境：装置の故障、ソフトウェア・エラー、通信ネットワークの中断、停電など
なお、我が国の政府系業務継続計画策定ガイドラインにおける脅威の分類は、次のよう
になっている（「中央省庁等の業務継続ガイドライン」から抜粋したもの）。
(1) 自然災害：地震(首都直下地震、その他)、風水害、火山災害、その他
(2) 危険物災害・火災
(3) 武力攻撃・テロ
(4) IT 障害：サイバー攻撃、IT 事故、その他
(5) ライフライン支障：大規模停電、大規模通信障害、その他
(6) 新型伝染病
(7) 集団感染・食中毒
(8) その他
いわゆる情報化社会にあって、組織における IT システムの利用はビジネス運営にます
ます不可欠な存在となっている。したがって、緊急事態の発生時に組織がビジネスを継続
するには、どの様な緊急事態即応態勢計画を策定するにせよ、IT システムに対する不測事
態対応計画を取り込むことが不可欠となることは否めない。そして、組織の IT システム
への依存度が高ければ高いほど、この不可欠性が高まることも事実である。
では、IT 不測事態対応計画だけで緊急事態即応態勢が確保されるかというと、もちろん
そうではない。IT 不測事態対応計画は、あくまでも、組織の緊急事態即応態勢の一環とし
て、その主たる焦点を組織のビジネス運営を支援する IT システムに当て、立案されるべ
き性質のものだからである。
では、IT 不測事態対応計画が関連する緊急事態即応態勢計画とは何か？我が国では、
「事
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業(業務)継続計画」として、IT 不測事態対応計画を含めた包括的な緊急事態即応態勢計画
が内閣府や経済産業省のガイドラインに示されている。
米国では現在、IT 不測事態対応計画に関連する様々な緊急事態即応態勢計画があり、そ
の中には、少なくとも用語上は同一の、我が国に知られている事業継続計画(Business
Continuity Plan: BCP)も含まれている。
1.2.2

様々な緊急事態即応態勢計画

緊急事態即応態勢計画には、次のような計画がある1。ただし、これらの計画に対する標
準化された定義がないことから、米国の各政府機関においてもその解釈上に混乱を招いて
いるようである。この混乱の具体的な例を国防総省の機関にみることができ、その細部に
ついては第 4 章に記述する。
 事業継続計画(Business Continuity Plan: BCP)
 事業復旧計画(Business Recovery Plan: BRP)
 運用継続計画(Continuity Of Operation Plan: COOP)
 継続支援計画/IT 不測事態対応計画(Continuity of Support Plan/IT Contingency
Plan: CSP/ITCP)
 危機通信計画(Crisis Communication Plan: CCP)
 サイバー・インシデント対応計画(Cyber Incident Response Plan: CIRP)
 災害復旧計画(Disaster Recovery Plan: DRP)
 居住者緊急対応計画(Occupant Emergency Plan: OEP)
これら緊急事態即応態勢計画の概要は、表 1.2-１のとおりである。
表 1.2-1：様々な緊急事態即応態勢計画の概要
計画の種類
事業継続計画
(BCP)

目

的

範囲/対象

重大な混乱発生からの復旧
時に、不可欠なビジネス運営
の維持に係る手順を示す。

事業復旧計画
(BRP)

災害後に、ビジネス・プロ

ビジネス・プロセスを対象とする。
IT がビジネス・プロセスを支援す
る場合、IT も対象となる。
ビジネス・プロセスを対象とする。

セスを即時復旧させるための

IT に焦点を当てたものではない。

手順を示す。

IT がビジネス・プロセスを支援す
る場合、IT も対象となる。

1

ここに示す様々な緊急事態即応態勢計画とその概要は、NIST SP 800-34 から抜粋要約したものである。
各計画の細部説明については、NIST SP 800-34, 2.2 TYPE OF PLAN を参照されたい。
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運用継続計画
(COOP)

30 日までの間に、代替サイ
トにおいて組織に不可欠な戦
略的任務を維持するため、そ
の手順と能力を示す。

最も重要と思われる組織任務の部
分集合を対象とする。
一般的には、本部レベルでの計画と
なる。
IT に焦点を当てたものではない。

継続支援計画/IT

主要又は汎用支援情報シス

不測事態対応計

テムに対し、復旧の手順と能

画(CSP/ITCP)

力を示す。

IT 不測事態対応計画に同じであ
る。
IT システムの混乱を対象とする。
ビジネス・プロセスに焦点を当てた
ものではない。

危機伝達計画
(CCP)

全職員及び一般人に対し、
状況報告伝達の手順を示す。

全職員及び一般人との連絡を対象
とする。
IT に焦点を当てたものではない。

サイバー・インシ

悪意のあるサイバー・イン

システムやネットワークに影響を

デント対応計画

シデントの検知と対応のた

及ぼすインシデントに対し、情報セキ

(CIRP)

め、及び同インシデントによ

ュリティ上の対応に焦点を当てる。

ってもたらされる結果を制限
するための戦略を示す。
災害復旧計画
(DRP)

代替サイトにおける能力復

多くの場合、IT に焦点を当てる。

旧を促進させるため、詳細な

長期間に及ぶ影響を伴う大きな混

手順を示す。
居住者緊急対応
計画(OEP)

乱に限定される。

物理的脅威への対応時に、
生命や傷害の最小限化及び資
産の損害保護に関して、調整
された手順を示す。

全職員及び特定施設の資産に焦点
を当てる。
ビジネス・プロセス又は IT システ
ムの機能に基づくものではない。
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表 1.2-2 に示すのは、米国の連邦政府を対象とした規則の中で用語の定義として示され
ている様々な緊急事態即応態勢計画の定義である。
表 1.2-2：法規類に定められている用語の定義
用

語

運用継続

定

義

運用継続とは、個々の省、機関、及びそれらの下部

(Continuity of

構成組織の活動であり、それら組織の必須機能を確実

Operation:

に果たすことである。COOP には、必須機能の明示、

COOP)

オフィスの継承と緊急事態発生時の権限の委譲、重要

出

典

FPC 652

な記録とデータベースの保護、代替運用施設の明確化、
相互運用性のある通信の提供、並びにテスト、訓練及
び演習による能力の確認のための計画と手順が含まれ
る。
運用継続計画

組織(一般には本部組織)の必須機能を代替サイトに

(Continuity of

おいて継続する計画であり、ある事象の発生の間、継

Operations Plan:

続の中断が僅少又は皆無の状態で通常の運用に復帰す

COOP)

るまで、それらの機能を果たす。

不測事態対応計

NSNTISSI 3
4009

情報システムに対する緊急対応、バックアップ運用、

画

及び災害復旧後に備える計画であり、緊急事態発生の

(Contingency

間、重要な資源の可用性及び運用継続の促進を確実な

Plan: CP)

ものとする。

表 1.2-1 及び表 1.2-2 の定義だけでは、様々な緊急事態即応態勢計画間の明確な区分を
理解するのは困難と思われる。その顕著な例が COOP である。COOP に IT に係る不測事
態対応計画を含ませるべきか否かは、明示されていない。この COOP は、冷戦時代のレー
ガン政権時に誕生し、今日の情報化時代にも引き継がれているが、IT が連邦政府機関の必
須の任務遂行に不可欠な役割を果たす現在、IT 時代に相応しい、明確な定義付けをもたせ
た緊急事態即応態勢計画が望まれている。実は、このような不明確な定義付け、及び各計
画間の境界が不明確な状況が、COOP と ITCP の取り違え問題を発生させている。その細
部については、第 4 章に述べる国防総省の監察総監報告に明らかにされている。

2連邦政府即応態勢達(Federal

Preparedness Circular: FPC) 65、連邦政府行政部運用継続、1999 年 7 月。
第 2 章で概要を紹介している。
3 NSNTISSI 4009: National Information System Security Instruction No. 4009, National
Information Systems Security Glossary, September 2000
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1.2.3

IT 不測事態対応計画とその他の緊急事態即応態勢計画との関係(NIST)

表 1.2-1 に、IT 不測事態対応計画を含め、それぞれ特定の目的をもった様々な緊急実態
即応対応計画の概要を示した。これらについて「ビジネス・プロセス」及び「IT」に焦点
を当てた関連付けを、図 1.2-1 に示す。この図は、NIST SP 800-344からのものであるが、
その具体的な説明はなされていない。しかしながら、次が理解できると思われる。
 BCP は、全ての緊急事態即応態勢計画を包含しているか、又は密接な係わりをもっ
ている。このように、BCP は、すべての緊急事態即応態勢計画との関連をもつことか
ら、その対象とする範囲は極めて広範になる。
 COOP には、IT 関連の計画(CIRP、ITCP 及び DR)、ビジネス・プロセス関連の計
画(BRP)、並びに人的面の計画(CCP 及び OEP)が含まれない。
 IT 関連の計画(CIRP、ITCP 及び DR)に BRP を含めると、組織における IT への依
存度に伴って、BCP に占める IT 関連計画の大きさ及び重要性がますます高まる。
この図 1.2-1 及び表 1.2-1 と 1.2-2 から言えることは「ある目的に焦点を当てれば、他と
の違いが浮き彫りにされる」ということである。しかしながら、いざ計画を立案する段階
になると、それぞれの裾野に明確な境界がないことから、計画間の線引き上の問題の発生
及び計画立案上の混乱を招き、結果として本来の目的とする個々の計画間において、取り
違えが発生することが想像できる。この具体例を第 4 章の「4.2 国防総省監察総監報告」
に見ることができる。

4

出展：「NIST SP 800-34, Figure 2-2 Interrelationships of Emergency Preparedness Plans」
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運用継続計画
(COOP)
居住者緊急対
応計画(OEP)

ｻｲﾊﾞｰ・ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ
対応計画(CIRP)

事業継続計画
(BCP)

危機伝達計画
(CCP)

IT不測事態対応
計画(ITCP)

事業復旧計画
(BRP)

：ビジネス

災害復旧計画
(DRP)

：IT

図 1.2-1：様々な緊急事態即応態勢計画の相互関係

1.2.4

IT 不測事態対応計画とその他の緊急事態即応態勢計画との関係（筆者）

IT 不測事態対応計画(ITCP)とその他の緊急事態即応体制計画との関係を明らかなもの
とするため、情報システム(IT)の可用性、事業/業務の継続、及び人の安全に焦点を置き、
それぞれを軸としてこれらの計画を配置すると、その相対的な位置関係は図 1.2-2 のよう
に表すことができる。この場合、事業/業務軸は、IT 軸及び人軸のベクトル和と考えてい
ただきたい。
この図から明らかなように、IT 不測事態対応計画(ITCP)は IT の復旧に、居住者緊急対
応計画(OEP)は人の安全に、そして事業継続計画(BCP)は両者を含むすべてに焦点を当て
ていることが理解できると思われる。その他の計画は、図に示すような配置関係になる。
ただし、これらの計画の位置及び大きさは固定的なものではない。どのような脅威を対象
とするのか、復旧の対象を何にするのか、従業員や職員の係わりをどの程度にするのかな
どにより大きく変化し、境界が重複するかもしれない。また、この図から明らかなように、
IT 軸と人軸のベクトル和的な軸として事業・業務軸がある。これが意味するのは、IT 軸
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に傾いた BCP、又は人軸に傾いた BCP の存在もあるということである。
このような考え方を進めていくと、曖昧さを避けるための解決策としては、次に示すい
ずれの方法しかないように思われる。
①. 厳格な定義付け、及び他の計画と重複することのない明確な境界設定を行う。
②. 計画は BCP 一つにして、様々な計画を包括的に取り扱う。
実は、①を望んでいるのが米国であり、②としているのが我が国である。どちらにも長
所短所があり、どちらが良いとは決められない。少なくとも言える事は、①の場合は目的
が明確であり、かつ、第三者的には、当該組織がどのような計画を策定しているのかが明
確となることである。これに反し②の場合は、BCP といっても、その実は ITCP である可
能性を否定できない。
このようなことからも、事業継続や IT サービス継続に係る国際標準(ISO5)の早期制定が
望まれる。

ＩＴ

/業
業
事

ITCP

務

BCP

DRP
BRP
CIRP

COOP
CCP

OEP

人

図 1.2-2：IT、事業継続及び人を軸とした場合の各計画の相対的位置関係
1.2.5

我が国の事業継続計画ガイドライン等の対象範囲

我が国の主な事業継続計画関連のガイドライン等については第 5 章で詳細な紹介をする
が、ここではそれらの概略を述べ、米国との違いについて概念的な理解をしていただくこ
5

ISO：International Organization for Standarization
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ととする。
我が国の主な事業継続計画関連のガイドライン等において、その対象とする範囲は、表
「事業継続ガイド
1.2-3 のとおりである。我が国では、
「事業継続計画策定ガイドライン」、
ライン」など、全てが事業継続の用語で統一されているように見える。つまり、事業継続
を困難なものとする想定脅威を包括的に捉えており、その中の一部として IT 事故を対象
にしているのが一般的である。唯一、企業における IT の重要性を考慮して、IT 事故に焦
点を当てたのが経済産業省の「事業継続計画策定ガイドライン」であるが、これも「事業
継続」としている。図 1.2-2 を参考に言えば、経済産業省のガイドラインは「事業/業務軸
が IT 軸に傾いている」が「人軸に係る計画も、ある程度含まれている」ということにな
る。
表 1.2-3：我が国の主な事業継続計画関連ガイドライン等
計画の種類等
事業継続計画

表題、目的等
事業継続計画策定ガイドライン(平成 17 年 8 月、経
済産業省)：事業継続計画に対する基本的考え方、並

範囲/対象
主に IT 事故を
想定している。

びに事業継続計画策定に当たっての考慮事項、検討項
目及び個別計画(ケーススタディ)を示す。
事業継続計画

事業継続ガイドライン第一版(平成 17 年 8 月、内閣

主に自然災害

府 防災担当)：我が国の企業に対して事業継続の取り

(特に地震)を想定

組みの概要及び効果を示すことにより、防災のための

している。

社会的な意義や取引における重要性の増大、自社の受
けるメリット等を踏まえて、企業が自主的に判断する
のを奨励する。
事業継続計画

業務(事業)継
続計画

中小企業 BCP 策定運用指針(平成 18 年 2 月、中小

地震や風水害な

企業庁)：中小企業への BCP(緊急時企業存続計画又は

どの自然災害、テ

事業継続計画)の普及を促進することを目的とし、中

ロ、火災、事故等

小企業の特性や実情に基づいた BCP の策定及び継続

の人的災害などを

的な運用の具体的方法を説明する。

想定している。

中央省庁業務継続ガイドライン 第一版(平成 19 年

首都直下地震へ

6 月、内閣府 防災担当)：首都直下地震対策大綱など

の対応が中心。IT

の既往の決定や中央省庁の業務継続への社会的要請

事故も含まれる。

を踏まえ、各省庁が業務継続計画を策定する際の支援
を目的として、同計画の内容や策定手法などをまとめ
たものである。
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1.3

IT 不測事態対応計画の必要性

ここでは、企業における近年の IT インフラの拡充動向、及び拡充動向に伴って事業継
続に IT 不測事態対応計画の策定がますます不可欠なものとなっていることを、様々な統
計値に基づき述べることとする。
最初に、最近発表された 2 つのアンケート調査「企業 IT 動向調査 2008」及び「事業継
続マネジメント(BCM)サーベイ 2008」の概要を紹介し、IT インフラの拡充動向及び事業
継続計画の導入動向を紹介する。次に、これらに基づき、IT 不測事態対応計画の必要性に
ついて述べる。
1.3.1

企業 IT 動向調査 2008

社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が 2008 年 4 月 14 日に発表した「企
業 IT 動向調査 2008」から、我が国の IT 投資動向及び事業継続計画(BCP)の策定現状につ
いて紹介する。
1.3.1.1 社団法人日本情報システム・ユーザー協会
社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)は、「広域情報化に代表される経営・
情報化環境の変革に対応するために、ユーザーの立場での産業情報化の推進を目的とする
団体として組織・運営体制を改革する」ことを目的として、昭和 37 年 4 月に創立された
「日本データ・プロセッシング協会」から、昭和 56 年 2 月に設立された「社団法人日本
データ・プロセッシング協会」を経て、平成 4 年 7 月に拡充改組されて今日の JUAS に至
っている。2008 年 6 月 1 日現在の法人会員数は、正会員及び賛助会員を合わせ 345 社と
なっている。
紹介する「企業 IT 動向調査 2008」は、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課の委
託を受け、JUAS が調査を行ったものである。この調査は過去 13 年間継続して行われて
おり、今回の調査は第 14 回目に当たる。
1.3.1.2 企業 IT 動向調査 2008 の概要
(1) アンケート調査方法等の概要
アンケート調査方法、及び併せて行ったインタビュー調査方法の概要は、次のとおりで
ある。
 調査期間：2007 年 8 月～2008 年 3 月
 アンケート調査票の発送数：4,000 社
 有効回答数：IT 部門 634 社、ユーザー部門 683 社
 調査票の内容規模：IT 部門は A4 用紙 24 頁、ユーザー部門は A4 用紙 4 頁
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 インタビュー調査
¾

調査期間：2007 年 11 月～2008 年 2 月

¾

インタビュー先：日本を代表する著名企業の IT 部門長 40 社、及び経営企画部
門5社

¾

インタビュー時間(平均)：1 時間

 調査内容
¾

企業における IT 投資、IT 利用と経年変化を明らかにすること。

¾

各年度における重点テーマの分析を行うこと。
z

ビジネスイノベーションへの挑戦

z

ハードウェアとソフトウェアのライフサイクル及びアップグレードに
関する諸問題

(2) IT 投資の動向
図 1.3-1 は IT 投資の DI 値を示すものであり、今回の調査では 38 と高い数値をとなっ
ている。この DI(Diffusion Index)値とは、増加と答えた会社構成比率(％)から減少と答え
た会社構成比率(％)を差し引いたものである。つまり、全社が増加と回答すれば DI 値=100
であり、全社が減少と回答すれば 0 となる。今回の調査では、10％以上増加の会社(42%)
及び 10％未満増加の会社(19％)の計 61％の増加から、10％未満の減少会社(7％)及び 10％
以上の減少会社(15％)の計 22％の減少を差し引いた値が 38 となったことを示している。
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図 1.3-1：IT 投資の動向
この DI 値の増加傾向は 3 年前の 2005 年から継続しており、JSUA の調査報告によれば
「本格的な景気回復によって企業の業績が好調となったことで、企業競争力強化のために、
各社が IT 投資を積極的に進めていることが原因である」としている。
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(3) 事業継続計画(BCP)の状況
この調査における事業継続計画の対象範囲、つまり脅威は明確に示されてはいないが、
次の調査発表内容(「

」内)からは、いずれにせよ IT 不測事態対応に焦点が当てられてい

ると判断される。つまり、図 1.2-2 に示した事業/業務軸が、これらアンケート調査対象の
企業においては IT 軸に大きく傾いていると判断される。
 「BCP の策定が進んでいるのは金融機関で、実際に運用している企業の割合が 6 割
と突出している」
：金融機関は、2005 年 12 月に改正された金融庁の「総合的な監督指
針」の中に BCP の策定が盛り込まれたことから事業継続態勢の整備が進んでいると思
われる。そしてこの指針以前においても、従来から「金融機関のコンティンジェンシ
ープラン」があり、少なくとも IT 不測事態対応については策定されていたはずである。
 「BCP の想定リスクの大半は、自然災害リスクとシステム障害である」
：システム障
害＝IT 不測事態対応と考えられる。
 「役員以上が認識したシステム障害の発生件数が多い企業ほど、BCP の策定に積極
的である」：この点からも、IT 軸に傾斜した BCP であると判断される。
この BCP に係る調査の実施は 2005 年からであり、今回が 3 回目ということになる。図
1.3-2 に示すように、「BCP を策定する予定なし」と回答した会社は、年々減少傾向(47％
→37％→19％)を示している。しかしながら、実際に「BCP を策定し運用しており、かつ、
定期的な見直し及び更新を行っている会社」又は「BCP を策定し運用している会社」は、
増加傾向(10％→11％→15％)にあるものの、まだまだ BCP が普及されていないことを物
語っていると思われる。
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図 1.3-2：BCP の策定、運用動向
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1.3.2

事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008

KPGM ビジネスアシュアランス株式会社が 2008 年 8 月に発表した「事業継続マネジメ
ント(BCM)サーベイ 2008」から、我が国の(BCP)策定状況の現状について紹介する。
1.3.2.1 KPGM ビジネスアシュアランス株式会社
KPGM アシュアランス株式会社は、KPGM インターナショナルに加盟している日本の
9 つのメンバーファームの一つである。KPGM インターナショナルの本部所在地はオラン
ダのアムステルフェーンにあり、世界 145 か国からのメンバーファームがこの KPGM イ
ンターナショナルに加盟している。KPGM は、監査、税務及びアドバイザリー・サービス
を提供するプロフェッショナル・ファームのグローバル・ネットワークを形成している。
KPGM の設立は、1987 年であり、全メンバーファームに所属する専門家は 123,000 人以
上にも及んでいる。
紹介する「事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008」は、2002 年以来 2 年ごとに実
施されており、今回が 4 回目である。
1.3.2.2 事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008 の概要
「事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008」は、次の 5 項目に関して調査を行って
いる。
なお、KPGM ビジネスアシュアランスは、今回の調査に当たり 5004 社にアンケート調
査を依頼したが、有効回答数は 293 社(6％)であった。
 事業継続計画(BCP)の策定状況
 事業・業務中断の実態
 事業継続計画(BCP)の策定理由
 事業継続計画(BCP)の教育・テストの実施状況
 日米の事業計画策定状況及びテスト・演習実施状況の比較
(1) 事業継続計画(BCP)の策定状況
2008 年の調査結果は、次のとおりである。
 BCP の策定が必要であるとしている企業：96％
 BCP 策定済みの企業：39％
 BCP 策定予定の企業：39％
 BCP を策定していない企業：22％
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これらについて、2004 年からの経年変化を図 1.3-3 に示すが、この図と前項「1.3.1 企
業 IT 動向調査 2008」で示した「図 1.3-2：BCP の策定、運用動向」とが極めて酷似して
いるのが興味深い。つまり、「BCP を策定していない企業は年々減少化の傾向にあり、策
定済み/策定中の企業が年々増加傾向にある」ということが完全に一致しているのは無論の
こと、数値的にもほぼ同じということである。
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図 1.3-3：事業継続計画の策定状況

(2) 事業・業務中断の実態
事業・業務の中断発生を経験した企業は、18％（2006 年は 13％）となっている。
(3) 事業継続計画(BCP)の策定理由
BCP の策定理由として最も多かったのが「株主や顧客、取引先からの要求がある/高ま
ると考えた」とするものであった。
 株主や顧客、取引先からの要求がある/高まると考えるため：42％
 法令や規制の要求がある/高まると考えるため：30％
 他社等の事業・業務中断で必要性を感じたため：12％
 過去に事業・業務中断を経験したため：6％
 企業イメージ向上や PR のため：2％
 その他：8％
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(4) 事業継続計画(BCP)の教育・テストの実施状況
過去 1 年間に行われた教育・テストの実施状況は不十分であり、BCP の実効性に疑問が
感じられる。
 BCP の教育・研修を行った企業：36％
 BCP のテスト・演習を行った企業：50％
(5) 日米の事業計画策定状況及びテスト・演習実施状況の比較
次の 2 つの項目に関する日米の比較結果から、事業継続(BCP)に関しては、米国の企業
の方が明らかに進んでいることが伺われる。
 BCP の策定状況(策定済み及び策定中)
¾

日本：78％

¾

米国：95％

 BCP のテスト・演習の実施状況

1.3.3

¾

日本：50％

¾

米国：67％

IT 不測事態対応計画の必要性

ここでは、IT 不測事態対応計画(ITCP)の必要性について、先ず筆者の見解を述べる。次
いで、それを裏付けると思われる昨今の IT インフラの拡充動向、事業継続計画(BCP)策定
動向、BCP の策定・導入・運用を促進させるガイドラインや ISO の内容などについて述
べる。
1.3.3.1 筆者の見解
「事業継続計画の中核は、IT 不測事態対応計画にある」。このように宣言すると、人命
軽視のそしりを免れ得ない。人命は第一に考慮すべきものであることは重々承知の上で、
緊急の不測事態が発生した場合に、人命の次に考慮すべきものは何か、人命が特に問題と
ならない場合に第一に考慮すべきものは何かと問われれば、筆者としては IT 不測事態対
応計画であると答える。今日、組織にとって、そのビジネス・プロセスを支援する情報シ
ステムに代表される IT は不可欠な存在であり、今後ますますその重要性は高まるものと、
様々な調査結果においても予測されているからである。
今日の情報化社会にあって、IT の中断は IT への組織業務の依存度が高ければ高いほど、
そしてそれが長引けば長引くほど、組織にとっては重大な業務の中断をもたらし、場合に
よっては致命的なものとなろうであることは想像に難くない。

1-15

企業の事業や組織の業務を中断させるリスクの発生原因としては、大地震の発生や強力
な台風による施設・設備などのインフラの損壊は無論であるが、そのような被害を外した
としても、組織の業務を支援する情報システム、つまり IT の中断をもたらす不測の事態
又は緊急事態の発生原因は多岐にわたる。より具体的に言うならば「この IT の中断原因
は、大地震、台風、洪水などの自然災害や WTC ビル破壊に見るテロ攻撃に限定されるも
のではない」ということである。何らかの原因による大規模停電や通信障害、外部からの
侵入者やインサイダー脅威のサボタージュによる情報システムやバックアップ・ファイル
の破壊工作、いわゆるサイバー攻撃、又は単なるシステム障害の発生でも起こりかねない
のである。この中断発生に伴う問題の重大性は、事業や業務を実施する際の IT への依存
度にも大きく影響する。電子株取引を行う E トレードとなると、この中断時間が 5 分でも
重大な問題となる。なぜなら、顧客に大損害をもたらしかねないからである。損害賠償請
求の対象となるかもしれないからである。IT の中断に関してさらに考慮しなければならな
いのが、関連会社、協力会社又はサプライチェーンにおける IT の利用である。これら組
織間における電子情報の利用が大きければ大きいほど、自組織だけでなく、他組織に対す
る影響も重大なものとなる。
結論として言いたいのは「事業継続計画(BCP)の前に IT 不測事態対応計画(ITCP)あり」、
ということである。無論、本来的に望ましいのは「BCP という大きな枠組みの中に ITCP
があるべきである」ことは言うまでもないが、組織の事業や業務の重大性、優先順位から
導出される必須の任務又は業務を支えるための ITCP の策定に当たっては、必ずしも BCP
の策定を前提とする必然性はない。数十年に一回発生するかしないかの大地震やテロ攻撃
に備えるための BCP よりも、世間一般に、日常茶飯事的に発生する IT 障害に備えた ITCP
の策定が、今日そして今後のますますの IT 依存社会には、真っ先に組織がとるべき処置
であると判断される。このような判断は、企業や組織レベルでのリスクを考えるとき、つ
まり、リスクの発生頻度とリスクの現実化に伴う影響の大きさに基づき優先順位が定まる
リスクマネジメント的発想からは、当然のことと思われる。
なお、筆者がイメージしている ITCP は「第 3 章 IT 不測事態対応計画の構築及び維持
要領」に解説する「国家標準技術院(NIST)のガイドライン(NIST SP 800-34：情報技術シ
ステム不測事態対応計画立案ガイド)」である。この NIST SP 800-34 では「ITCP の策定
に際しては、他の緊急事態即応計画との整合を図る」ことが明記されている。
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1.3.3.2 IT 不測事態対応計画の策定を裏付ける状況
(1) 事業継続計画の実態は IT 不測事態対応計画ではないか
第 4 章に述べる米国の連邦政府機関における業務継続計画(COOP)と IT 不測事態対応計
画(ITCP)の取り違えに代表されるように、COOP と ITCP、BCP と ITCP の間には明確な
境界がない。つまり、これら計画に対して公式の明確な定義付けがないことから、計画間
の境界にまたがる大きなグレーゾーンが存在し、策定する組織・担当者をますます混乱さ
せている。
米国にも我が国にも、自然災害や火災などに対する災害復旧計画は、今日の情報化時代
の到来以前からあった。それらと ITCP を合体させようとしているのが BCP である。
「1.3.1 企業 IT 動向調査 2008」及び「1.3.2 事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008」
の調査結果から判断されるのは、
「図 1.2-2：IT、事業継続及び人を軸とした場合の各計画
の相対的位置関係」を参考にすれば、両調査の対象となった企業の BCP の事業・業務軸
が半時計方向に傾斜し、ITCP に限りなく近づいている状態を示しているということであ
る。つまり、両アンケート調査からは、その焦点を IT に当てていることが明らかとなっ
ているということである。より極端に言うならば「BCP という看板の下で、実際には ITCP
を営んでいる」と判断されるのである。この根拠となるのが、次の事実である。
 企業 IT 動向調査 2008
¾

調査票の発送先やインタビュー調査の相手は、IT 部門が主である。

¾

BCP の想定リスクとして、自然災害とシステム障害が大半であったとしている。

¾

役員以上が認識したシステム障害の発生件数が多い企業ほど、BCP の策定に積
極的である。

 事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008
¾

事業・業務中断の原因として、地震等の自然災害による施設・設備・IT の利用
不能、施設・設備・IT の故障や障害を主なもの、つまり、究極的には IT の故
障及び障害を対象としており、BCP 軸が IT 軸に傾斜していることが伺える。

¾

アンケート調査の中に「事業・業務の中断によって生じた最終的な損失額を回
答してください。また、損失額に含まれるものは、中断時の機器レンタル費用
や回復処理の残業代等直接的な費用」というのがある。これも IT 軸に傾斜し
た BCP であることをうかがわせるものである。
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(2) 既存のガイドライン及び ISO/JIS の内容
以下に、既存のガイドライン及び ISO/IEC6が IT 不測事態対応軸に傾いていると主張す
るが、BCP が不要であるとか、ITCP の方が重要だとするものではない。ITCP は、必ず
しも情報システムだけを対象にしたものではなく、組織の任務を考慮し、その中での情報
システムの役割を果たすための復旧計画である。つまり、明示的な BCP がなくとも、組
織の BCP を考慮した ITCP なのである。組織に現存する様々な災害復旧計画や事業を継
続するための計画との整合を図った上での ITCP なのである。このようなことは、以下に
述べる ISO/IEC においても、その管理目的の中で規定されている。
 ガイドラインについて：「1.2.5 我が国の事業継続計画ガイドライン等の対象範囲」
において、4 つのガイドライン等を紹介した。それらは全て「事業継続」又は「業務継
続」として、BCP であることを謳っている。この中で唯一 IT 不測事態対応軸に傾いて
いるのが、経済産業省の「事業継続計画策定ガイドライン」である。他の 3 つのガイ
ドラインは、自然災害、とりわけ我が国に多い地震を主たる対象としており、これら
はどちらかといえば人的対応軸に傾いている。特に、
「中央省庁業務継続ガイドライン」
は、首都直下地震を対象としており、IT に関しては「ほんの一部」の指針が述べられ
ているだけである。中央省庁はともかく、一般企業が求める事業継続のガイドライン
に近いのは、経済産業省の IT を主な対象としたガイドラインではなかろうか。なぜな
ら、地震リスクの現実化に伴う影響が大であっても、そのリスクの発生頻度は小さい
と考えられるから、また、地震対策については免震や耐震措置などの何らかの予防策
を講ずることができるからである。
 ISO/JIS の内容について：BCM に係る ISO は現在策定中である。しかしながら、現
ISO/IEC 17799:2005(JIS Q 27002:2006)の「14 事業継続管理」が規定する管理目的
には「情報システムの重大な故障又は災害の影響からの事業活動の中断に対処すると
共に、それらから重要な業務プロセスを保護し、また、事業活動及び重要な業務プロ
セスの時機を失しない再開を確実にするため」とあるように、明らかにその焦点は情
報システム、つまり IT である。とはいえ、「情報セキュリティ管理面以外の事業継続
の要求事項と情報セキュリティの管理面の事業継続の要求事項とを統合することが望
ましい」とも規定している。

6

ISO/IEC: International Organization for Standardization/International Electrotechnical
Commission。国際標準化機構/国際電気標準会議
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1.4

まとめ

 IT 不測事態対応計画(ITCP)とは、組織のビジネス・プロセスの継続を支援するため、
IT システムの中断後における IT システム、運用及びデータの復旧を可能とするための
計画、手順及び技術的手段を含む調整された戦略をいう。
 ITCP は、独立した計画ではない。組織のミッション継続を目的とした運用継続計画
(COOP)など、組織内の他の緊急事態即応態勢計画との連携・整合が図られねばならな
い。
 全ての緊急事態に対応するのが事業継続計画(BCP)である。ただし、その主たる対応
をどこ(IT、組織の戦略的レベルのビジネス、職員の安全など)に置くかは、組織が想定
する脅威リスク、及び組織のビジネス態様により様々となる。極端な場合、内容的に
は ITCP が BCP となり得る。
 組織における IT インフラの拡充、ステーキホルダーや顧客の要望、BCP 認証制度
の開始に伴い、組織における BCP の策定・運用は今後とも増加傾向にある
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IT 不測事態対応計画に係る法規類とその概要

2
2.1

全般

米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の立案及び維持に係る要求事項について、
これを定めている主な法律、規則、標準などの概要を紹介する。
紹介する主な法律、規則、標準などの選定に当たっては、第３章でその細部説明を行う
「NIST SP 800-34、IT システム不測事態対応計画立案ガイド」に引用されている下記文
献を参考とした。ただし、この NIST SP 800-34 の出版後において、連邦政府情報セキュ
リティ管理法(FISMA)が制定されたことから、本章ではコンピュータ・セキュリティ管理
法に替えて FISMA を紹介する。

NIST SP 800-34 には、不測事態、運用継続及び災害復旧計画立案を命ずる連邦政府法規
類として、次を示している。連邦政府省庁及び機関は、省のポリシーに加え、これら連邦
政府の法規類(ポリシー)に従うこととされている。
 コンピュータ・セキュリティ管理法、1987 年
 行政管理予算局達 OMB C A-130、連邦政府情報資源の管理、付録Ⅲ、2000 年 11 月
 連邦情報処理標準(FIPS PUB) 87、ADP 不測事態対応計画立案ガイドライン、1981
年3月
 連邦政府即応態勢達(Federal Preparedness Circular: FPC) 65、連邦政府行政部運用
継続、1999 年 7 月
 大統領指令 PDD 67、立憲政府の持続及び政府機能の継続、1998 年 10 月
 大統領指令 PDD 63、重要インフラ防護、1998 年 5 月
 連邦政府緊急事態管理庁(FEMA)連邦政府対応計画(FRP)、1999 年 4 月

本章において紹介する IT 不測事態対応計画関連の文書は、上記 NIST 800-34 の引用文
書を含む次の９件である。
(1) 大 統 領 指 令 67 号 ： 立 憲 政 府 の 持 続 と 政 府 機 能 の 継 続 (Presidential Decision
Directive 67 (PDD67), Enduring Constitutional Government and Continuity of
Government Operation, October 1998)
(2) 連邦政府即応態勢通達：連邦政府行政部門の運用継続（Federal Preparedness
Circular (FPC) 65, Federal Executive Branch Continuity of Operation (COOP),
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June 15, 2004, Office of National Security Coordination）
(3) 連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information Security Management Act
(FISMA) of 2002)
(4) 行政管理予算局回状 A-130 連邦政府情報資源の管理(Management of Federal
Information Resources)の付録Ⅲ：連邦政府自動情報資源のセキュリティ(Appendix
Ⅲ to OMB Circular No. A-130 (OMB C A-130)-Security of Federal Automated
Information Resources, November 4, 2003)
(5) 国家標準技術院・特別出版物第 800-34 号：IT システム不測事態対応計画立案ガイ
ド(NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for Information Technology
Systems, June 2002)
(6) 情 報 保 証 履 行 (DoDI 8500.2, Information Assurance (IA) Implementation,
February 6, 2003)
(7) 国家標準技術院・特別出版物 800-53 号：連邦政府情報システム用推奨管理策（NIST
SP 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems,
Revision 2, December 2007）
(8) 国防次官補・ネットワーク及び情報技術担当/DoD 最高情報責任者(DoDD 51441,
Assistant Secretary of Defense for Networks and Information Integration/DoD
Chief Information Officer (ASD(NII)/DoD CIO), May 2005)
(9) 国防総省情報保証評価・承認プロセス(DoDI 8510.01, DoD Information Assurance
Certification and Accreditation Process (DIACAP), November 28, 2007)
これらの法規類の関係は、図 2.1-1 のとおりである。図中、実線は法規類間の実質的な
関係（上下、引用）を示すが、破線は未制定文書又は引用が明示されていないことを示す。
国防総省の構成機関を除く各連邦政府機関は、FPC65 に基づき事業継続計画(COOP)及
び IT 不測事態対応計画(ITCP)を策定する。
国防総省の ITCP は、DoDI 8500.2 の要求事項及び評価・承認プロセス(DIACAP)に基
づき策定することとされている。そして、その具体的な策定要領については DoDI 5144.1
に基づいて制定されるガイダンスよることとされているが、第 4 章に詳述するように、現
在に至るも未制定となっている。
NIST SP 800-34 は、ITCP の策定要領を示すものである。国防総省を除く連邦政府各機
関に対しては、ITCP の策定にこの NIST SP 800-34 の利用が明示されている。しかしな
がら、国防総省については、一部の軍の細部規則にその利用が明記されているだけであり、
国防総省全体としての統一的な策定要領を示すものとはなっていない現状である。
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FISMA
PDD 67

OMB C A-130（Ⅲ）
FPC 65

NIST SP 800-53

DoDI 8500.2
DIACAP

NIST SP 800-34

COOP

DoDI 5144.1
ガイダンス

（国家標準技術院）
ITCP

ITCP

連邦政府機関

国防総省機関

図 2.1-1：IT 不測事態対応計画立案関連の主な法規類の関係

表 2.1-1 は、紹介する法規類の対象(COOP 及び ITCP)を示すものである。
表 2.1-1：法規類の対象(COOP、ITCP)
法
名

規

類

称

COOP

制定年

ITCP

PDD67

1998

○

FPC65

2004

○

FISMA

2002

○

OMB C A-130(付録Ⅲ)

2003

○

NIST SP 800-34

2002

○

NIST SP 800-53

2003

○

DoDI 8500.2

2007

○

○

DoDI 5144.1

2005

○

○

DoDI 8510.01(DIACAP)

2007

○

○

○

PDD67 が制定されたのは 1998 年であり、同年に制定されたのが「重要インフラ防護大
統領指令 PDD63」である。1998 年以降、米国においては IT に係る様々な規則やガイド
ラインが制定されており、ITCP が重要視され始めたのも 2000 年以降と思われる。
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2.2

大統領指令第 67 号(PDD67)

2.2.1

全般

「大統領指令第 67 号、立憲政府の持続と政府機能の継続 (Presidential Decision
Directive 67 (PDD67), Enduring Constitutional Government and Continuity of
Government Operation, October 1998)」(以下、PDD67 という)は非公開とされており、
その細部は不明である。しかしながら、インターネット上には、断片的ながら概要が示さ
れているので、その内容を紹介する。
2.2.2

主な内容

PDD67 は、1998 年のクリントン政権時の大統領指令として発布されたものであり、国
家の安全保障に係るいかなる状況下においても政府としての必須機能を果たすため、連邦
政府機関のあらゆるレベルにおいて、その計画の策定・維持を命じたものである。すなわ
ち、いかなる人的、自然的、技術的又は国家の安全保障に係る危機の間においても政府と
しての必須機能の継続を確実なものとするため、その計画の策定及び履行について命じた
ものである。そして、この指令の方針事項の一部に、この計画の策定及び履行に必要な統
一事項として、次が示されているとされている。

各連邦政政府機関には、その能力と権限に基づく特定の機能が付与されている。各機関
は、それら機能継続のための計画（運用継続計画(Continuity Of Operations Plan: COOP)
を策定するとともに、同計画を支援するための予算を維持し、訓練、テスト及び評価によ
りその即応態勢を確実なものとしなければならない。

PDD67 の発布以前においても同様な大統領指令が下されており、それらには次のよう
なものがある。当然のことながら、これらについても非開示の状態にある。


「国家安全保障大統領指令第 55：国家のリーダーシップの存続（NSDD55,

Enduring National Leadership, September 14, 1982）」(レーガン政権)


「 国 家 安 全 保 障 大 統 領 指 令 第 37 ： 立 憲 政 府 の 存 続 （ NSD37, Enduring

Constitutional Government, April 18, 1990）」（ブッシュ政権）


「 国 家 安 全 保 障 大 統 領 指 令 第 69 ： 立 憲 政 府 の 存 続 （ NSD69, Enduring

Constitutional Government, June 2, 1992）」（ブッシュ政権）
これらは、いずれも立憲政府の存続及び連邦政府必須機能の継続を確実なものとするた
め、それらに焦点を当てた計画の策定・維持を示すガイダンスである。これらは、いずれ
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も核攻撃の脅威に対処するものであった。しかしながら、1991 年の冷戦の終結により前ソ
ビエト連邦共和国からの脅威が削減されると、1990 年代の初期にはほとんどの COOP/政
府の継続(Continuity Of Government: COG)のプログラム規模が後退することとなった。
この後の 1990 年代中期以降は、情報技術への依存の高まりが悪意のあるサイバー攻撃
の出現とあいまって、米国の国家的インフラの脆弱性に対する関心を抱かせることになっ
た。
そして、最近の 10 年間は、重要インフラに係るポリシーや戦略が次々と掲げられて今
日に至っている。クリントン政権が 1998 年に発布した「大統領令 PDD63：米国の重要イ
ンフラ防護(PDD63, Protecting America’s Critical Infrastructures, May 22, 1998)」が、
その引き金となったことは言うまでもない。
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2.3

連邦政府即応態勢通達(FPC65)

2.3.1

全般

ここでは、2004 年 6 月に改定された「連邦政府即応態勢通達：連邦政府行政部門の運
用継続（Federal Preparedness Circular (FPC) 65, Federal Executive Branch Continuity
of Operation (COOP), June 15, 2004, Office of National Security Coordination）」につい
て紹介する。
合衆国政府の方針として、連邦政府機関はいかなる状況下においてもその必須機能の継
続を確実なものとすることが求められている。このため、各政府機関は、運用継続に係る
包括的かつ効果的なプログラムを策定のうえ、運用能力を確保することが不可欠となって
いる。今日の脅威環境の変化及び不意の緊急事態発生の可能性は、局地的な自然災害、事
故、新たな技術の出現及び軍事的又はテロ攻撃関連の事故を含め、このような運用継続計
画(Continuity Of Operation Plan: COOP)の能力向上を強いており、連邦政府機関は様々
な危機的環境化においても、その必須機能を果たすことが求められているのである。
このような理由から、連邦政府機関における運用継続態勢の確保を目的として制定され
たのが FPC65 であるが、その歴史は古く、初版は 1999 年、つまり PDD67 が制定された
翌年となっている。現在の 2004 年版 FPC65 は、過去に発布された次の 3 件の連邦政府即
応態勢通達を統合し改定したものである。その大きな改定要因が IT の進展であったこと
は言うまでもない。


連邦政府即応態勢通達第 65：連邦政府行政部門の運用継続（Federal Preparedness

Circular 65 (FPC65), Federal Executive Branch Continuity of Operations, April 30,
1999）


連 邦 政 府 即 応 態 勢 通 達 第 66 ： 運 用 継 続 の テ ス ト 、 訓 練 及 び 演 習 （ Federal

Preparedness Circular 66 (FPC66), Test, Training and Exercise Program for
Continuity of Operations, April 30, 2001）


連邦政府即応態勢通達第 67：運用継続代替施設の取得（Federal Preparedness

Circular 67 (FPC67), Acquisition of Alternate Facilities For Continuity of
Operations, April 30, 2001）
なお、この FPC65 の規定は、その所在地にかかわりなく、すべての連邦政府省庁及び
機関に適用される。
2.3.2

主な内容

FPC65 のイメージとしては、我が国の「事業継続ガイドライン」の対象範囲に同じであ
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るが、その対象を連邦政府機関に絞っていることから、内容的にはより具体化されたもの
となっている。また、ITCP の策定を求めるなど、IT に係る事項についてもより深く突っ
込んだ内容となっている。さらに、連邦政府機関の必須機能の維持のため、代替施設にお
ける運用の継続が大前提となっている。
FPC65 の目的、目次構成及び ITCP 関連項目の内容は、表 2.3-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連するものであることを示すものであり、
その細部については表中の「関連項目の内容」欄に記述している。
表 2.3-1：FPC65 の概要
項

目

目

的

内

容

FPC65 は、連邦政府行政部門の省及び機関が不測事態対応計画及び運用継続
(COOP)プログラムの策定の際に利用するガイダンスを提供するものである。省及
び機関は、COOP を立案することにより、通常の運用を中断させるおそれを伴う
いかなる緊急事態又は状況に際しても、必須機能を果たすことができる。

目

次

1 目的
2 適用範囲
3 破棄文書
4 根拠文書
5 引用文献
6 方針事項
7 背景
8 目標
9 実現可能性のある COOP 能力を備えた計画立案要求事項
10 実現可能性のある COOP 能力の構成要素
11 COOP の履行
12 責任事項
13 連絡先
14 配布先
付録 A：計画及び手順
付録 B：必須機能
付録 C：権限の委譲
付録 D：継承順位
付録 F：相互接続性のある通信
付録 G：重要な記録及びデータベース
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項

目

内

容

付録 H：人的資本
付録 I：テスト、訓練及び演習
付録 J：指揮管理の継承
付録 K：再構築
付録 L：用語の解
関

連

項

目
の

内

6 方針事項
あらゆる状況下においても連邦政府としての必須の役割事項を確実に継続する
ため、包括的かつ効果的プログラムを設定することは、合衆国政府の方針事項で

容

ある。この方針事項に従うため、連邦政府行政機関は運用継続計画を導入するこ
とになる。COOP は、個々の省及び機関並びにそれらの下部組織において、それ
ぞれの役割が確実に継続されるための活動として定義される。
COOP には、次の事項に必要な計画及び手順が含まれる。
 必須の役割事項の明示
 オフィスの継承及び緊急時における権限の委譲の特定
 重要な記録及びデータベースの保管の規定
 代替運用施設の明示
 相互運用性のある通信の考慮
 テスト、訓練及び演習による能力の確認
すべての連邦政府機関は、その所在地にかかわりなく実行可能な COOP 能力を
備え、通常の運用を混乱させるようないかなる緊急事態又は状況下にあっても、
代替運用サイトにおいて同機関に必須の役割を確実に果たすものとする。
7 背景
COOP 計画は、簡単に言えば「優れたビジネス慣行」であり、責任と信頼のあ
る公的機関に求められる基本的任務の一部である。局地的自然災害、事故、技術
的緊急事態、及び軍事的又はテロ攻撃関連のインシデントを含め、今日の変化す
る脅威環境及び潜在的な突然の緊急事態発生の可能性から、このような様々な緊
急事態に対応し、当該機関の必須の役割事項を継続して行うことが可能となる
COOP 能力及び計画の必要性は、ますます高まってきている。このようなことは、
テロリストによる大量破壊兵器の利用の可能性に伴い、すべての連邦政府行政分
野に及ぶ政府の必須の役割を確実に継続して果たす COOP プログラムの重要性を
大なるものとしている。
この活動の監督及び調整のため、大統領指令(PDD67)により 1998 年 11 月 18
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項

目

内

容

日、連邦政府行政機関 COOP の主幹機関として連邦政府緊急事態管理庁(Federal
Emergency Management Agency: FEMA)が設立された。この権限は 2003 年 3 月
1 日、2001 年の 9 月 11 日テロ攻撃後の米国の緊急事態態勢整備の一環として新た
に設立された国土安全保障省に移管された。現在は、FEMA の下部組織である「国
家継続プログラム(National Continuity Programs: NCP)」が実質的な主幹機関と
して、連邦政府行政機関の最悪の危機的環境下における国家機能の継続事項に関
する事項を所掌している。NCP は、運用継続、政府機能継続及び不測事態対応継
続のプログラム、国家レベルの演習など関する広範な継続関連事項に関して、連
邦政府行政機関に対する標準及びガイダンスの策定及び発布を行っている。さら
に、各連邦政府行政機関は、主席連邦政府行政官を緊急事態調整者として指名し、
プログラム管理者及び機関の COOP 活動調整先に充てる責任がある。COOP 活動
には、FPC に従った実行可能性のある COOP プログラムの計画立案、プログラミ
ング及び予算措置が含まれる。
8 目標
COOP 計画の立案は、あらゆる広範な不測の緊急事態発生時においても、機関
の必須機能を確実に継続させるための活動である。
実現可能性のある COOP 計画の目標としては、次が含まれる。
(1) COOP 事態発生時に、機関の必須機能/業務の遂行を確実なものとするこ
と。
(2) 死傷者の削減、損害及び損失の最小限化を図ること。
(3) 機関の権限及び責任事項を果たすに当たり、混乱がリーダーシップを不能、
利用不可又は無力化する場合には、必要に応じ、権限を伴う機関業務の継承
を行わせること。
(4) 運用の混乱を削減又は軽減すること。
(5) 機関に代替施設を備えさせ、COOP 事態発生時に機関の必須機能を同施設
において継続させること。
(6) 必須の施設、装置、重要記録、その他の資産を保護すること。
(7) 適時に、かつ、整然と緊急事態から復旧させるとともに、通常運用への再
構築を行い、内部及び外部の両顧客に対する必須機能を回復させること。
(8) COOP の即応態勢を、ダイナミックな統合テスト、訓練及び演習プログラ
ムにより確認・確実なものとし、COOP 計画の履行を支援すること。
9 実現可能性のある COOP 能力確保のための計画立案要求事項
実行可能性のある省及び機関の COOP 能力は、少なくとも次の事項を含むもの
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項

目

内

容

とする。
(1) 警告発生の有無に係わりなく、COOP を履行できねばならない。
(2) 必須の機能を、最小限の許容混乱期間内に運用できねばならない。ただし、
すべての場合において、COOP の活動開始は 12 時間以内とする。
(3) 通常の業務活動が再構築されるまで、不屈の運用継続を維持できねばなら
ない。再構築までの期間は 30 日までとする。
(4) COOP 事態発生時の間に機関を支援する職員、装置、システム、プロセス
及び手順について、定期的に予定されたテスト、訓練及び演習を実施しなけ
ればならない。
(5) 現在の代替運用施設に対して、定期的なリスク分析を行わねばならない。
(6) 代替運用施設の設置場所は、運用継続の開始、維持及び終結のための能力
が最大発揮できるものでなければならない。
(7) 代替運用施設の設置に関しては、電力、通信及びインターネット送電系統
について、主運用施設とは異なる場所を考慮するべきである。
(8) 機関に既存する出先インフラの最大活用を図るとともに、コンピュータ通
信による在宅勤務、自宅作業、仮想オフィス、及びジョイント又は共有施設
などの他の選択肢を考慮すべきである。
(9) 代替運用施設の設置場所については、主運用施設からの距離、他の施設/場
所からの脅威(例：原子力発電所又は自然災害の多発地)を考慮しなければなら
ない。
(10) 複数年に及ぶ戦略及びプログラム管理計画を利用し、機関の COOP 能力の
策定、維持及び年次レビューを含めねばならない。複数年に及ぶ戦略及びプ
ログラム管理計画は、機関が実施すべき次のプロセスの要点を述べるものと
する。
ｱ

必須機能及び資源の指定及びレビュー

ｲ

短期及び長期にわたる COOP の目標及び目的の明示

ｳ

COOP 予算要求の予測

ｴ

COOP プログラムの課題、問題点、潜在的な障害、及び必要に応じ
これらに対処するための戦略の明示

ｵ

COOP 計画立案、訓練及び演習の活動、並びにこれら活動の里程標
の確立

10 実行可能な COOP 能力の基本原則
すべての機関の COOP 計画及びプログラムは、少なくとも次の基本原則を含む
ものとする。
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項

目

内

容

(1) 計画及び手順
COOP 計画の策定及び文書化については、それが導入された場合、あらゆる環
境下において組織の必須機能を継続的に果たすことができるようなものとする。
計画に含まれねばならない最小限の要素は次のとおりである。
ｱ

必須機能及び活動、機関の相互依存性、及び必須機能の遂行に必要な資源を
明示すること。

ｲ

機関の主要な職責の継承順序を確立するとともに、知識を完全に身に付け訓
練された COOP 要員の勤務当番表を確立・維持すること。COOP 要員に対し
ては、必須機能遂行のための権限を付与すること。

ｳ

運用継続のための代替運用施設の明示及び態勢整備を規定すること。

ｴ

COOP 計画及び手順の履行に当たり、適切な活動を決定するプロセスの要
点を記述すること。

ｵ

COOP 要員に対し、1 つ又はそれ以上の代替運用サイトへの再配置通知の手
順を規定すること。

ｶ

COOP 要員に対する導入教育、及び代替施設における運用と管理について
の手順を規定すること。

ｷ

運用に対する最小限の中断で、可及的速やかに COOP サイトの運用能力を
付与すること。ただし、いかなる場合でも 12 時間以内に活動できるものとす
る。

ｸ

通常の業務活動を再構築するまでの間、必須機能の継続及び運用維持に必要
な資源の取得に係る確実なプロセス及び手順を確立すること。ただし、再構
築までの間は、30 日以内とする。

ｹ

COOP 要員外の職員との調整活動能力を備えること。

ｺ

機関の能力の再構築及び運用継続状態から通常運用への移行に係る規定を
定めること。

(2) 必須機能
必須機能の確認及びそれらの優先順位付けは、COOP に必須の事項である。な
ぜなら、必須機能は、計画立案パラメータを確立するものであり、これが他のす
べての計画立案及び即応態勢分野における機関の活動を前進させるものとなるか
らである。
必須機能として識別されるのは、機関による重要なサービスの提供、許認可権
限の行使、国民の安全及び安寧の維持、並びに緊急事態発生時における産業/経済
基盤の持続を可能とするものである。
機関は、これらの必須機能を決定する際、機関の組織上の任務及び機能を十分
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目

内

容

にレビューするものとする。必須機能の識別が適切でないと、全 COOP 計画にマ
イナスの影響を及ぼすことになる。なぜなら、COOP 計画立案における他の分野
は、これら必須機能を中心として立案されるからである。
(3) 権限の委譲(省略)
(4) 継承順位(省略)
(5) 代替運用施設(省略)
(6) 相互運用性のある通信(省略)
(7) 重要な記録及びデータベース
COOP 発動の状況下において、必須機能を支えるために必要とされる電子的及
びハードコピーの文書、参考文献、記録、並びに情報システムの識別、保護及び
迅速な可用性は、実行可能性のある COOP 計画に必須の要素である。機関の要員
は、機関の必須機能を果たすため、これらの記録及びシステムにアクセスし、利
用できるようにしなければならない。また、これらの保護と更新のための手順も
備えねばならない。この種の記録及びデータベースの区分としては、少なくとも
次が含まれる。
ｱ

緊急事態運用のための記録：これらには、COOP 事態発生の間及び発生後
において、機関の機能継続又は再構築に必須の記録及びデータベースが含ま
れる。これらの例としては、緊急事態対処計画と通達、継承順位、権限の委
譲、要員割り当て、及び関連するポリシー又は手続き形態の記録がある。こ
れらは、機関の COOP 要員に対し、COOP 状況間の運用の実施及び終結時に
おいて、通常運用への回復実施時に必要なガイダンス及び情報資源を提供す
るものである。

ｲ

法的及び財務記録：これらには、機関に必須の法的及び財務的機能を履行す
るための記録、並びにそれらの機能の履行によって直接的に影響が及ぼされ
る個人の法的及び財務的権利を保護することが含まれる。含まれる記録とし
ては、それらの喪失が機関の必須機能の履行に重大な障害をもたらし、機関
又は影響が及ぼされる個人の法的又は財務的権利や資格に損害を与えるもの
である。この区分に含まれる重要な記録の例としては、受取手形、契約及び
取得ファイル、公式の人事記録、社会保障番号・給与・退職及び保険契約記
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録、並びに資産管理及び在庫管理記録がある。
COOP 計画は、重大な記録、システム、並びにデータ管理ソフトウェア及び装
置の識別と保護に責任をもたねばならない。これには、関連する場合、必須機能
を果たすため、及び緊急事態後における機関の通常運用への再構築のための秘密
又はその他のセンシティブなデータが含まれる。機関は、可能な限り記録の複製
又は電子ファイルのバックアップを日常的に行い、更新するものとする。
これらの細部については、付録 G に記述されている。
(8) 人的資本(省略)
(9) テスト、訓練及び演習(省略)
(10) 指揮管理の移行(省略)
(11) 再構築(省略)
付録 G：重要なファイル、記録及びデータベース
いかなる緊急事態発生時においても、機関の必須機能の遂行支援に必要とされ
る重要な記録、データベース及びハードコピー文書の識別、保護及び可用性の確
保は、COOP 計画の成功に不可欠な要素である。
効果的な実行可能性のある重要記録プログラムは、次を考慮しなければならな
い。
(1)

組織内において、公式に重要記録プログラムを制定するとともに、プロ

グラムに係る責任事項を付与する。

(2)

ｱ

プログラムの目的及び範囲を明示すること。

ｲ

役割事項と責任事項を付与すること。

ｳ

要員の訓練を行うこと。

ｴ

プログラムの定期的レビュー及びテスト実施を要求すること。
重要な記録をアクセスするための適切な媒体を考慮する。COOP 活動が

発令された場合は可及的速やかに、とはいえ、どの様な場合であっても COOP
活動発令後 12 時間以内に、COOP 要員は代替運用施設において次をアクセス
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できなければならない。
ｱ

ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)

ｲ

重要な電子記録

ｳ

重要な情報システム及びデータ

ｴ

内外部の電子メール及びアーカイブ

ｵ

重要なハードコピー記録

ほとんどの場合、機関はこれらの記録を電子的に保管することとしている。
なぜなら、オフィス設置場所において、これら記録の更新及び複写が容易と
なるからである。したがって、機関が重要記録を保管する場合、複数の冗長
性のある媒体の考慮を強行に推し進めるべきである。
(3)

緊急事態運用記録(Emergency Operating Records)及び法的・財務的記録

(Legal and Financial Records)に基づき識別された記録に対して、完全な在庫
調査を維持すること。
(4)

次に対するリスクアセスメントを実行すること。
ｱ

重要な記録が現在の場所及び媒体で保持された場合に関連するリス
ク、及びそれらが破壊された場合の再構築の困難性を明らかにすること。

ｲ

オフサイト施設が必要か否かを決定すること。

ｳ

代替保管媒体が利用可能か否かを決定すること。

ｴ

重要な記録の写しを提供するため、記録の重複が必要か否かを決定す
ること。

(5)

重要な記録に対しては適切な保護手段を選定すること。これには、機関

内の他の場所への分散保管又はオフサイト保管が含まれる。保護手段を決定
する際には、媒体のニーズに応じた特定の考慮を払うことが重要である。マ
イクロフォーム7、印画紙、並びにコンピュータ・ディスク、テープ及びドラ
イブに対しては、それぞれ異なる保護要求事項となる。また、あるものはア
クセスを容易にするための装置が必要となる。
(6)

重要な記録を日常的に更新する手順を制定し、常に最新の情報が記録に

含まれていることを確実にすること。
(7)

記録が損傷を受けた場合に備え、記録の復旧専門家及びベンダーを明ら

かにしておくこと。
(8)

次を含む重要記録計画パッケージを策定し、維持すること。
ｱ

最新の電話番号を併記した機関の重要人物及び災害復旧要員をリスト
で示したハードコピー又は電子データ

7

マイクロフォーム：マイクロフィルムやマイクロフィッシュなどをいう。
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ｲ

重要記録に対し、その正確な保管場所の確認を伴う在庫調査

ｳ

必要な鍵又はアクセス・コード

ｴ

代替運用施設の場所

ｵ

記録のアクセスに必要な情報源装置に対するアクセス要求事項及びリ
スト(これには、ハードウェア、ソフトウェア及びマイクロフィルム・リ
ーダー、インターネット・アクセス、専用電話回線などが含まれる)

ｶ

記録の復旧専門家及びベンダーのリスト

ｷ

機関の災害復旧計画のコピー(例：COOP、重要記録復旧計画)

ｸ

重要記録計画パッケージは、その情報が最新であることを確実にする
ため、定期的に見直しを行うものとする。

このパッケージのコピーを機関の代替運用施設及び他の場所にセキュリテ
ィが確保された状態で保管し、関係者が必要な場合は容易にアクセスできる
ようにするものとする。
(9)

重要記録プログラムに関連するすべてのスタッフに対する訓練プログラ

ムを策定すること。この訓練プログラムには、管理者に対する定期的なブリ
ーフィングによる重要記録プログラム及び同プログラムとビジネス・ニーズ
との関係についての説明を含むものとする。スタッフに対する訓練プログラ
ムの焦点は、重要記録の識別、在庫調査、保護、保管、アクセス及び更新と
する。
(10)

重要記録プログラムの定期的見直しは、新たなセキュリティ課題、問題

箇所の識別、情報の更新、並びに組織変更による機関の新たなプログラム又
は機能に伴う新たな追加重要記録の識別の全てに関して行うものとする。こ
の見直しにより、スタッフに重要記録プログラムの様々な側面について熟知
する機会が提供されることになる。COOP 演習と連携して、重要記録プログ
ラムの見直しを行うことが望ましい。
(11)

秘密及び非秘密の重要記録及びデータベースの保護機能、並びにそれら

に対する代替運用施設からのアクセスの提供については、半年ごとにテスト
を行わねばならない。
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2.4
2.4.1

連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA)
全般

2002 年 12 月に制定された「連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information
Security Management Act (FISMA) of 2002)」は、連邦政府機関における情報システムの
情報セキュリティの確保を目的として 2000 年 10 月に 2 年間の時限立法として制定された
「政府情報セキュリティ改革法(Government Information Security Reform Act (GISRA)
of 2000)」を継承したものであるが、情報セキュリティ・ベスト・プラクティスの導入、
国家標準技術院(NIST)によるセキュリティ管理策策定などを盛り込み、より強化されたも
のとなっている。この強化要求は、2001 年の 9.11 テロ攻撃により大きな影響を受けたこ
とによるものとされており、連邦政府の情報システムに対する重要性が明らかにされたこ
とによるものである。FISMA において特に注目すべきは、最高情報セキュリティ責任者
(CISO)を指定し、FISMA の順守徹底を求めていることである。各連邦政府機関から行政
管理予算局(OMB)への報告(FISMA 報告)などについては GISRA と同じであり、OMB は
これらをまとめて、連邦政府機関のサイバーセキュリティ対策の現状について議会報告を
毎年行っている。連邦政府機関は FISMA の施行当初、脆弱性の識別やリスクマネジメン
トなど不慣れな対応に四苦八苦していたが「次第にその重要性と手法を身につけ、未だに
不十分ながら年々そのセキュリティが改善されている」と毎年、会計検査院(GAO)は議会
に報告している。ついでながら、米国のセキュリティ・サービス・ビジネスは、省庁にお
ける FISMA 順守を支援するビジネスを展開している。
情報システムの不測事態対応計画(ITCP)に関しては、FISMA の「第 3544 条項：連邦政
府機関の責任事項－機関のプログラム－運用継続計画」に規定されている。法律の一規定
であることから具体的細部について述べてはいないが、機関の任務遂行における情報シス
テムが果たす重要な役割を認識し、同システムの運用継続を確実なものとする計画及び実
施手順の策定、文書化及び導入を規定している。
なお、FISMA が規定する「運用継続」は、その用語こそ同一ではあるが、
「機関の運用
と資産を支援する情報システムの運用継続(continuity of operation for information
system)」と明記しており、本調査全般及び前項の FPC65 で利用している「COOP」では
なく「ITCP」であることが伺える。連邦政府におけるこのような用語の不統一が、第 4
章の国防総省構成機関における COOP と ITCP との取り違いを引き起こした可能性は否定
できない。
2.4.2

主な内容

FISMA は、連邦政府各機関に対する ITCP の策定を明確に規定している。ただし、
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FISMA における ITCP は、次のような表現となっている。
「運用継続計画（機関の運用と資産を支援する情報システムの運用継続(continuity of
operation for information system)を確実なものとするための計画と手順）」
つまり、情報システムの運用継続のための計画であり、PDD67 や FPC65 が規定する運
用継続とは異なる点に留意されたい。これは、本調査研究が対象としている「不測事態対
応計画(ITCP)」に他ならない。
FISMA の目的、目次構成及び ITCP 関連項目の内容は、表 2.4-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連するものであることを示すものであり、
その細部については表中の「関連項目の内容」欄に記述している。
表 2.4-1：連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA)の概要
項

目

目

的

内
1.

容

連邦政府の業務及び資産の支援を行なう情報システムに対して、情報セキュ
リティ管理策の効果性を確実なものとする包括的な枠組みを示す。

2.

現連邦政府コンピューティング環境が高度にネットワーク化された状況を認
識し、民間、国家の安全保障及び法の執行コミュニティ全般に及ぶ情報セキ
ュリティ活動の調整を含め、関連する情報セキュリティ・リスクに対する連
邦政府全体に及ぶ効果的な管理及び監督を示す。

3.

連邦政府の情報及び情報システムの保護に必要な最小限の管理策の策定及び
維持を示す。

4.

連邦政府機関の情報セキュリティ・プログラムの監督改善のためのメカニズ
ムを示す。

5.

民間が開発した情報セキュリティ製品が先進的、ダイナミックかつ強固で効
果的な情報セキュリティ解決策を提供することを認め、民間セクターによっ
て設計、構築及び運営されている国家の防衛及び経済の安全保障に不可欠な
重要情報インフラの保護に対して、市場の解決策を反映する。

6.

具体的な技術的ハードウェア及びソフトウェア情報セキュリティ解決策の選
定については、個々の機関に委ねられ、民間開発製品の中から行われるべき
と認識すること。

条

項

3541：目的
3542：定義
3543：行政管理予算局・局長の権限と役割
3544：連邦政府機関の責任事項
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3545：年次独立評価
3546：連邦政府情報セキュリティ・インシデント・センター
3547：国家安全保障システム
3548：予算の承認
3549：既存法との関係
関

連

3544：連邦政府機関の責任事項

項

目

(a) 全般
(b) 機関のプログラム

の
内

容

各機関は、機関全体に及ぶ情報セキュリティ・プログラムを策定、文書化の
上導入するものとする。このプログラムは、第 3543 条項の(a)の(5)項に基づく
機関の長の承認を得たものとする。このプログラムは、機関の業務及び資産を
支援する情報及び情報システムに対する情報セキュリティを提供するものであ
り、これには他の機関、契約者又は他の情報源から提供される情報及び情報資
産が含まれる。このプログラムには、次が含まれるものとする。
(1) リスクと被害の大きさの定期的アセスメント
(2) ポリシーと手順
(3) 下位計画
(4) セキュリティ意識向上訓練
(5) 定期的テストと評価
(6) 是正処置対策プロセス
(7) セキュリティ・インシデント対応手順
(8) 運用継続計画（機関の業務と資産を支援する情報システムの運用継続
(continuity of operation for information system)を確実なものとす
るための計画と手順）
(c) 機関の報告
(d) 履行計画
(e) 国民への対応
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2.5

行政管理予算局回状(OMB C A-130－付録Ⅲ)

2.5.1

全般

行政管理予算局(Office of Management and Budgeting: OMB)は大統領府に属し、連邦
政府省庁・機関の情報技術(Information Technology)関連予算に係る監督権を持っている
が、情報セキュリティに関しても監督事項の一つとなっている。したがって、各省庁・機
関からの IT 予算要求には、情報セキュリティに係る事項を盛り込むことが必須の要件と
なっている。
「 行 政 管 理 予 算 局 回 状 A-130 連 邦 政 府 情 報 資 源 の 管 理 (Management of Federal
Information Resources)の付録Ⅲ：連邦政府自動情報資源のセキュリティ(AppendixⅢ to
OMB Circular No. A-130 (OMB C A-130)-Security of Federal Automated Information
Resources, November 4, 2003)」は、連邦政府の情報システムに係る法律に基づき、OMB
が連邦政府省庁・機関に対して情報セキュリティに係る具体的な要求事項として示したも
のである。この回状は、法律の改定(コンピュータ・セキュリティ法(CSA)⇒連邦政府情報
セキュリティ管理法(FISMA))及び新たな連邦政府の要求事項に対応し、これまでに何度か
改定されて今日に至っている。
情報セキュリティに係る要求事項は同回状の付録Ⅲに規定されており、その中で不測事
態対応計画(ITCP)の立案が規定されている。
2.5.2

主な内容

「OMB C A-130 付録Ⅲ：連邦政府自動情報資源のセキュリティ」の目的、目次構成及
び ITCP 関連項目の内容は、表 2.5-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連するものであることを示すものであり、
その細部については表中の「関連項目の内容」欄に記述している。
表 2.5-1：行政管理予算局回状 A-130 付録Ⅲの概要
項

目

目

的

内

容

この付録は、連邦政府自動情報セキュリティ・プログラムに含まれるべき最小
限の管理策セットを確立すること、自動情報システムのセキュリティに対する連
邦政府機関の責任事項を付与すること、及び機関の自動情報セキュリティ・プロ
グラムと行政管理予算局回状 A-123 に従った機関のマネジメント・コントロー
ル・システムとを連携させることについて規定するものである。

目

次

A 要求事項
1 目的
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項

目

内

容

2 定義
3 自動情報セキュリティ・プログラム
4 責任事項の割当て
5 欠陥是正と報告
B 解説
関

連

A 要求事項

項

目

3 自動情報セキュリティ・プログラム
a 一般支援システム8用管理策

の
内

容

1) セキュリティ責任事項の付与
2) システム・セキュリティ計画
a) システム利用規範
b) 訓練
c) 人的管理策
d) インシデント対応能力
e) 支援の継続(Continuity of Support)
情報システムの参画ニーズ及び優先順に基づき、システムが提供する
サービス継続能力を確立するとともに、定期的にテストを行うこと。
f) 技術的セキュリティ
g) システム間の相互接続
3) セキュリティ管理策の見直し
4) システム運用の承認
b 主要アプリケーション9用管理策
1) セキュリティ責任事項の付与
2) アプリケーション・セキュリティ計画
a) アプリケーション規則
b) 特別訓練
c) 人的セキュリティ
d) 不測事態対応計画立案
自動化された支援の機能中断時において、アプリケーション支援によ
る機関の機能遂行能力を確立するとともに、定期的にテストを行うこと。
e) 技術的管理策
f) 情報共有

8
9

一般支援システム：省庁・機関などにおいて一般的に利用されている情報システムをいう。
主要アプリケーション：セキュリティに対して特段の注意を払うアプリケーションをいう。

2-20

項

目

内

容

g) 一般人に対するアクセス制御
3) アプリケーション管理策の見直し
4) システムの運用承認
B 解説
a 一般支援システム
1) セキュリティ責任事項の付与
2) セキュリティ計画
a) 規定
b) 訓練
c) 人的管理策
d) インシデント対応機能
e) 支援の継続
サービス中断の存在は、必然的なものである。したがって、機関の計
画に復旧能力を確実に盛り込み、システムのユーザーに対する最小限の
ニーズを十分に満足し得るサービスを継続して提供するものとする。一
般的に手動手順による代替は、実行可能性のある選択肢とはなり得ない。
自動化された支援が受けられない場合、組織の多くの機能が事実上中断
することとなる。したがって、どの様なサービスの中断に対しても、そ
れを切り抜けるための費用対効果のあるステップを踏むことが重要であ
る。
どの様な特定の時間帯においても必要とされるサービスのレベル、及
びサービス復旧の優先順位の決定は、システムのユーザーと調整の上行
われ、その結果がシステム利用規範に盛り込まれるべきである。定期的
にテストが実施された復旧計画は、テストが実施されなかった復旧計画
に比べ、本質的により実行可能性のあるものであることが経験から示さ
れている。そればかりか、テストが実施されなかった計画は、実際、誤
ったセキュリティ感覚を生み出すことになるのである。
f) 技術的セキュリティ
g) システム間の相互接続
3) セキュリティ管理策の見直し
4) システムの運用承認
b 主要アプリケーション用管理策
1) セキュリティ責任事項の付与
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項

目

内

容

2) アプリケーション・セキュリティ計画
a) アプリケーション規則
b) 特別訓練
c) 人的セキュリティ
d) 不測事態対応計画立案
通常、主要アプリケーションによって支援されている連邦政府機関の
ミッションは、そのアプリケーションへの依存が不可欠となっている。
一般的に手動による代替処理は、実行可能性のあるバックアップ選択肢
ではない。管理者は、既存のアプリケーション支援中断時に、機関がミ
ッションをどの様に遂行するのか、復旧させるかについて、計画を立案
するものとする。この場合、その中断が機能遂行のためのアプリケーシ
ョンの利用不能、又は汎用システムの中断のいずれかを問わないものと
する。不測事態対応計画のテストの実施がその実行可能性を大いに改善
することを、これまでの経験が明らかにしている。実際、テストが実施
されなかった計画、又は長期間に及びテストが実施されなかった計画は、
適時にシステムを復旧させる上で、誤った感覚を創り出している。
e) 技術的管理策
f) 情報共有
g) 一般人に対するアクセス制御
3) アプリケーション管理策の見直し
4) システムの運用承認
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2.6

IT システム不測事態対応計画立案ガイ(NIST SP 800-34)

2.6.1

全般

「国家標準技術院・特別出版物第 800-34 号：IT システム不測事態対応計画立案ガイド
(NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for Information Technology Systems,
June 2002)」は、連邦政府機関における IT システムの不測事態対応計画を立案する際の
ガイドとして作成されたものである。
NIST は、この特別出版物(NIST SP)とは別に「連邦政府情報処理標準出版物(Federal
Information Processing Standards Publication: FIPS PUB)」を制定している。連邦政府
機関は、この FIPS PUB を遵守することが法律で定められている。NIST SP はガイドラ
イン/ガイダンスの性格をもつものであり、遵守が義務付けられていない。しかしながら、
行政管理予算局(OMB)は、連邦政府機関に対する方針事項として、国家安全保障に直接係
るシステム以外の情報システムに対しては NIST SP に従うことを求めている。実際、第 4
章において連邦政府機関の不測事態対応計画の策定及び維持状況について述べるが、そこ
ではこの NIST SP 800-34 が頻繁に引用されている。
なお、NIST SP 800-34 は、FIPS PUB-87 として 1981 年に制定された「自動データ処
理不測事態対応計画立案ガイドライン(FIPS PUB-81, Guidelines for ADP Contingency
Planning, March 1981)」に置き換わったものである。
2.6.2

主な内容

IT システム不測事態対応計画立案ガイド(NIST SP 800-34)の目的、目次構成及び ITCP
関連項目の内容は、表 2.6-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連することを示すものであり、その細部に
ついては表中の「関連項目の内容」欄に記述する。
表 2.6-1：IT システム不測事態対応計画立案ガイド(NIST SP 800-34)の概要
項

目

目

的

内

容

本 IT 不測事態対応計画立案ガイドは、効果的な IT 不測事態対応計画を策定及
び維持する助けとして、基本的な計画立案原則及び慣行を明らかにするものであ
る。原則はほとんどの組織ニーズに合致するものであるが、各組織は自身のプロ
セスに特有の要求事項を追加することができる。本ガイドは、不測事態対応要求
事項及び優先順位を決定する際に、情報システム及び運用を評価する助けとなる
ガイダンスを提供するものである。また、本ガイダンスは、構造化アプローチを
提供することにより組織の IT 要求事項を正確に反映させるとともに、IT 運用に係
るあらゆる側面への不測事態対応計画立案原則の統合を行う際に、費用対効果の
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項

目

内

容

ある解決策策定の助けとなるものである。
本ガイダンスは、不測事態対応計画立案のあらゆる段階において考慮されるべ
きものであり、不測事態対応計画立案活動の概念化に始まり、不測事態対応計画
の維持、そして廃棄までに及ぶものである。本ガイド及び付録が不測事態対応計
画立案の全プロセスを通した計画立案管理ツールとして利用されれば、時間及び
費用の節約を図ることができる。
目

次

1 序論
2 背景
3 IT 不測事態対応計画立案プロセス
4 IT 不測事態対応計画の策定
5 IT 不測事態対応計画立案における技術的考慮事項
付録 A：IT 不測事態対応計画様式例
付録 B：ビジネス影響分析(BIA)の例と BIA 様式例
付録 C：よくある質問
付録 D：不測事態対応計画における人的考慮事項
付録 E：用語の解説
付録 F：推奨資源
付録 G：参考文書
付録 H：インデックス

関

連

項

目

（内容については第 3 章に記述するので、ここでは省略する）

の
内

容
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2.7
2.7.1

情報保証履行(DoDI 8500.2)
全般

「情報保証履行(DoDI 8500.2, Information Assurance (IA) Implementation, February
6, 2003)」は、その上位の情報セキュリティ・ポリシーである国防総省訓令「情報保証(DoDD
8500.1, Information Assurance, October 24, 2002)」に基づき、国防総省の情報システム
に対するベースライン・セキュリティ管理策を規定したものである。
管理策は、運用継続、情報保証の識別・認証、人的、物理的・環境的、ぜい弱性・イン
シデント管理などの 8 つの分野に係る要求事項として、総計 157 項目が規定されている。
このうち、運用継続に係る管理策は可用性に対する要求事項として規定されており、その
合計数は 24 である。運用継続(可用性)に対する要求事項は、以下に示す DoDI 8500.2 の
各項目に規定されている(ミッション保証カテゴリー、及び各カテゴリーの運用継続(可用
性)に係る管理策の内容については、2.7.3 項に記述する)。
 E2.1.37 主要 IT 資産
 E3.4.6 情報保証プログラム－E.3.4.6.5 IT 及び情報保証サービスの継続
 E4.A1. 完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅠ管理策
 E4.A2. 完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅡ管理策
 E4.A3. 完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅢ管理策
なお、DoDI 8500.2 における「IT 不測事態対応計画」に対応する用語としては、可用性
に係る一管理策「CODP：災害及び復旧計画立案」に含まれる 3 つの計画の一つ(システム
不測事態対応計画(System Contingency Plan)として示している。他の 2 つの計画は、業
務復旧計画(Business Recovery Plan)及び施設災害復旧計画(Facility Recovery Plan)であ
る。しかしながら、システム不測事態対応計画を含め、これら 3 つの計画についてはなん
ら説明されていない。運用継続(可用性)に係る 24 の管理策のほとんどは、どちらかといえ
ば第 1 章の定義で紹介した「運用継続計画(COOP)」に偏ったものであり、IT 不測事態対
応計画(ITCP)に直接係るものは少ない。
2.7.2

主な内容

情報保証履行(DoDI 8500.2)の目的、目次構成及び IT 不測事態対応計画(ITCP)関連項目
の内容は、表 2.7-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連することを示すものであり、その細部に
ついては表中の「関連項目の内容」欄に記述する。
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表 2.7-1：情報保証履行(DoDI 8500.2)の概要
項

目

目

的

内

容

国防総省訓令「DoDD 8500.1(情報保証)」に基づき、国防総省の情報システム及
びネットワークに対して、ポリシーの履行、責任事項の付与、及び統合化された
階層防護手順の規定を行う。

目

次

1 目的
2 適用範囲
3 定義
4 ポリシー
5 責任事項
6 手順
7 施行日
付録 1 関連文書
付録 2 用語の解説
付録 3 情報保証プログラムの履行
付録 4 ベースライン情報保証レベル
付属 1：ミッション保証カテゴリーⅠ用管理策(完全性及び可用性)
付属 2：ミッション保証カテゴリーⅡ用管理策(完全性及び可用性)
付属 3：ミッション保証カテゴリーⅢ用管理策(完全性及び可用性)
付属 4：秘密情報処理情報システム用管理策（機密性）

関

連

付録 2 用語の解(E2.1.1～E2.1.55)

項

目

E2.1.37 主要 IT 資産
可用性又は不測事態対応計画立案(availability or contingency planning)の際

の
内

容

に、ミッション又はビジネスの必須機能又は中断のないエンクレーブの運用を支
援する主要 IT 資産をいう。これらに含まれるものとしては、ミッション保証カテ
ゴリーⅠ(MACⅠ)またはミッション保証カテゴリーⅡ(MACⅡ)の情報処理システ
ム・アプリケーションを支援する IT 資産、ネットワーク運用（例：スイッチ、ハ
ブ、ルーター、ネーム・サーバー、ネットワーク管理ソフトウェア、リモート・
アクセス・サーバー、プロキシ・サーバー、メール・サーバー)及び情報保証（例：
ファイアウォール、侵入検知システム、かぎ管理システム、ぜい弱性アセスメン
ト・アプリケーション）がある。
E2.1.38 ミッション保証カテゴリー
(細部については、2.7.3 項に記述する)
付録 3 情報保証プログラムの履行(E3.1～E3.5)
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項

目

内

容

E3.4.6 情報保証プログラム
情報保証管理者は、DoD 情報システム情報保証プログラムの確立、履行及び維
持、並びに DoD 情報保証評価・承認プロセスによる情報保証プログラムの文書化
の責任をもつ。このプログラムには、次の手続きが含まれる。
E.3.4.6.5
IT 及び情報保証サービスの継続(Continuity of IT and IA service)
付録 4 ベースライン情報保証レベル
(以下に示す管理策の内容については、表 2.7-3 に示す)
E4.A1. 付属 1：ミッション保証カテゴリーⅠ用管理策(完全性及び可用性)
完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅠ管理策
E4.A2. 付属 2：ミッション保証カテゴリーⅡ用管理策(完全性及び可用性)
完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅡ管理策
E4.A3. 付属 3：ミッション保証カテゴリーⅢ用管理策(完全性及び可用性)
完全性及び可用性に対するミッション保証カテゴリーⅢ管理策

2.7.3

ミッション保証カテゴリー(MAC)とは

2.7.3.1 定義
DoDI 8500.2 の管理策規定は、情報システムが戦闘ミッションにどの程度関与している
か、つまりミッション遂行における情報システムの重要性の度合いに応じて、3 つに区分
されている。この区分を「ミッション保証カテゴリー」と定義している。
下記は、
「付録 2 用語の解―E2.1.38」に定義されているミッション保証カテゴリーにつ
いて、抜粋翻訳したものである。

ミッション保証カテゴリー(Mission Assurance Category: MAC)
ミッション保証カテゴリー(MAC)は、国防総省の情報システムに適用するものであり、
国防総省の目標及び目的の達成に関連する重要な情報、特に戦闘ミッションに係る情報を
反映したものである。この MAC は、主として可用性及び完全性に係る要求事項を決定する
際に利用される。国防総省には、次に示すように、明確に定義された 3 つの保証カテゴリ
ーがある。
(1) MACⅠ：情報の内容及び適時性の両者の点で、展開及び緊急対応部隊の作戦即応態
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勢又はミッションの効果的遂行に不可欠であると決定された情報を取り扱うシステム
をいう。MACⅠシステムの可用性又は完全性の喪失結果は受け入れ難いものであり、
ミッションの効果性を直ちにかつ継続して失うことになる。MACⅠシステムには、最
も厳格な保護対策が求められる。
(2) MACⅡ：展開及び緊急対応部隊の支援に係る重要な情報を取り扱うシステムをい
う。完全性の喪失結果は、受け入れがたい。可用性の喪失に伴う対応は困難であり、
短期間だけが許容される。喪失の結果には、重要な支援サービス又は必需品の提供の
遅延又は低下が含まれ、ミッションの効果的遂行又は作戦即応態勢に重大な影響を及
ぼすことになる。MACⅡシステムには、保証を確実なものとするため、ベストプラク
ティスを超える追加の保護対策が求められる。
(3) MACⅢ：日々のビジネス実施に必要な情報を取り扱うシステムをいう。しかしなが
ら、短期間に限れば、展開又は緊急対応部隊に対する実質的支援に影響を及ぼすもの
ではない。MACⅢシステムの可用性又は完全性の喪失結果は、ミッションの効果的遂
行又は作戦即応態勢に重大な影響を及ぼすことなく、許容又は克服することができる。

2.7.3.2 ミッション保証カテゴリー(MAC)と運用継続関係管理策との関係
運用継続に係る総計 24 の管理策は、
ミッション保証カテゴリー(MAC)に応じて、表 2.7-2
に示すとおり配分されている。
各管理策は 4 桁のアルファベットとハイフンに引き続く数字の略号で識別されている
(例：CODP-2)。最初の 2 桁のアルファベット「CO」は、Continuity、つまり継続を示す。
次の 2 桁のアルファベットは継続に係る要求事項を次のように示している。
AS: Alternate Site（代替サイト）
BR: Protection of Backup and Restoration Assets（バックアップ及び復旧資産の保
護）
DB: Data Back-up Procedures（データ・バックアップ手順）
DP: Disaster and Recovery Planning（災害及び復旧計画立案）
EB: Enclave Boundary Defense（エンクレーブ境界防衛）
ED: Scheduled Exercise and Drills（計画的演習及び訓練）
EF: Identification of Essential Functions（必須機能の識別）
MS: Maintenance Support（保守支援）
PS: Power Supply（供給電源）
SP: Spare and Parts（予備部品）
SW: Backup Copies of Critical Software（重要ソフトウェアのバックアップ・コピー）
TR: Trusted Recovery（信頼された復旧）
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また、4 桁のアルファベットに引き続く数字（1、2 又は 3）は、管理策の強度（robustness）
を 1 から 3 の数値で示している。ただし、この数値（１、2 及び 3）と MAC の数値（Ⅰ、
Ⅱ及びⅢ）とは、表からも明らかなように一対一に対応するものではない。ある管理策は、
その特性から、すべての MAC に共通の強度を持たせたものであり、一方で、ある管理策
は、ミッションの支援度合いを示す MAC に合わせ、その強度が高いものとなっている。
ミッション保証カテゴリー(MAC)と管理策略号との関係は、表 2.7-2 のとおりである。
表 2.7-2：ミッション保証カテゴリー(MAC)と運用継続関連管理策略号との関係
MACⅠ

MACⅡ

MACⅢ

1

COAS-2

COAS-2

COAS-1

2

COBR-1

COBR-1

COBR-1

3

CODB-3

CODB-2

CODB-1

4

CODP-3

CODP-2

CODP-1

5

COEB-2

COEB-1

COEB-1

6

COED-2

COED-1

COED-1

7

COEF-2

COEF-2

COEF-1

8

COMS-2

COMS-2

COMS-1

9

COPS-3

COPS-2

COPS-1

10

COSP-2

COSP-1

COSP-1

11

COSW-1

COSW-1

COSW-1

12

COTR-1

COTR-1

COTR-1

2.7.3.3 運用継続関連管理策の内容
運用継続関連の各管理策の規定内容は、表 2.7-3 のとおりである。
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表 2.7-3：運用継続関連管理策の内容
COXX-1

管理策
COAS

COXX-2

ミッション又は必須ビジネス機能の

すべてのミッション又は必須ビジネ

代替サイトの指

一部の支援が可能な代替サイトが明ら

ス機能の復旧が可能な代替サイトが明

定

かにされる。

らかにされる。

COBR

ルーターテーブル、コンパイラー、

バックアップ及

その他セキュリティ関連ソフトウェア

び復旧資産の防

など、バックアップ及び復旧用のハー

護

ドウェア、ファームウェア及びソフト

（規定なし）

COXX-3
（規定なし）

（規定なし）

ウェアに対して、適切な物理的及び技
術的保護を確実なものとする手順があ
る。
CODB
データ・バック

データ・バックアップが、少なくと
も毎週実施される。

アップ手順

CODP

データ・バックアップが毎日実施さ

データ・バックアップが、冗長構成

れ、復旧媒体がオフサイト地に保管さ

の二次システムを維持することで達成

れる。オフサイト地では、ミッション

される。二次システムは一次システム

保証カテゴリー及び機密性のレベルに

とは離れた場所にあり、バックアップ

従ったデータの保護対策が講じられて

はデータの損失又は運用の中断を伴わ

いる。

ずに実施される。

ミッション又はビジネス必須機能に

ミッション又はビジネス必須機能に

災害発生の間、運用継続をほとんど

災害及び復旧計

ついて、活動開始の 5 日以内に部分的

ついて、活動開始後 24 時間以内の復旧

又は全く喪失することなく、すべての

画立案

な復旧を提供する災害計画が存在す

を提供する災害計画が存在する。
（災害

ミッション又はビジネス必須機能を代
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COXX-1

COXX-2

COXX-3

る。
（災害復旧手続きには、ビジネス復

復旧手続きには、ビジネス復旧計画、

替サイトに円滑に移行できる災害復旧

旧計画、システム不測事態対応計画、

システム不測事態対応計画、施設災害

計画が存在する。（災害復旧手続きに

施設災害復旧計画、及び計画の承認が

復旧計画、及び計画の承認が含まれる） は、ビジネス復旧計画、システム不測

管理策

含まれる）

事態対応計画、施設災害復旧計画、及
び計画の承認が含まれる）

COEB

代替サイトにおけるエンクレーブ境

代替サイトにおけるエンクレーブ境

エンクレーブ境

界防衛は、主サイトと同等のセキュリ

界防衛は、主サイトのものと同様に構

界防衛

ティ対策を提供する。

成されねばならない。

COED
計画的演習と訓

運用継続すなわち災害復旧計画につ
いては、毎年実施される。

練
COEF
必須機能の明確
化

運用継続すなわち災害復旧計画又は

（規定なし）

（規定なし）

重大な部分については、半年ごとに実
施される。

ミッション及びビジネス必須機能
が、明らかにされる。

ミッション及びビジネス必須機能
が、ミッション又はビジネス必須機能
を支援するすべての資産と一緒に、復
旧優先順位計画の立案のため、明らか
にされる(必須機能の例：コンピュー
タ・ベースのサービス、データ及びア
プリケーション、通信、物理的インフ
ラ)。
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（規定なし）

COXX-1

管理策
COMS
保守支援

主要な IT 資産に対する保守支援が、

COXX-2
主要な IT 資産に対する保守支援に

COXX-3
（規定なし）

故障後 24 時間以内に利用可能である。 ついて、故障後直ちに 24×710対応の利
用が可能である。

COPS
電力供給

主要な IT 資産に対し、継続的又は中

電力システムは継続的かつ連続した

により運転が開始される発電機によ

断を伴わない電力供給が可能な電源シ

給電を行なうよう構築され、主要な IT

り、主要な IT 資産に対する電力供給が

ステムが備えられている。

資産、及びその主要な IT 資産をアクセ

主電源からの電力供給中断後、手動

復旧される。

スし、ミッション又はビジネスに必須
の機能を遂行するすべてのユーザーに
対して電力を供給する。これには、緊
急発電装置又は他の代替電力供給源と
連携させた無停電電力供給を含めるこ
とができる。

COSP
予備部品
COSW

主要 IT 資産に対する保守部品及び

主要 IT 資産に対する保守部品及び

予備部品が、中断後 24 時間以内に入手

予備部品が、中断後直ちに 24×7 の利

可能である。

用が可能である。

オペレーティング・システム、その

重要ソフトウェ

他の重要なソフトウェアのバックアッ

アのバックアッ

プ･コピーが、耐火保管容器に保管され

プ･コピー

るか、さもなければ運用ソフトウェア

（規定なし）

とは別の場所に保管される。

10

24×7：一日 24 時間で週 7 日間、つまり「常時」の意味である。
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（規定なし）

（規定なし）

COXX-1

管理策
COTR
信頼された復旧

復旧をセキュリティが保たれた状態

COXX-2
（規定なし）

で、かつ、確認できる方法により確実
に行う復旧手順及び技術的なシステム
機能が存在する。信頼された復旧が妨
げられる状況について文書化され、そ
の軽減のための適切な手順が備えられ
ている。
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COXX-3
（規定なし）

2.8
2.8.1

連邦政府情報システム用推奨セキュリティ管理策(NIST SP 800-53)
全般

「国家標準技術院特別出版物 800-53：連邦政府情報システム用推奨セキュリティ管理策
（NIST SP 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems,
Revision 2, December 2007）」は、
「連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information
Security Management Act (FISMA) of 2002)」に基づき、国家標準技術院（NIST）が作成
したものであり、連邦政府各機関の情報システムに対するベースライン情報セキュリティ
管理策の位置づけにある。また、NIST SP 800-53 は、「行政管理予算局通達第 130 号の付
録Ⅲ－連邦政府情報資源の管理：(OMB C A-130, Office of Management and Budget
(OMB) Circular A-130, Appendix Ⅲ, Transmittal Memorandum #4, Management of
Federal Information Resources, November 200)」の要求事項にも一致している。
なお、NIST SP 800-53 は、国防総省などの国家安全保障に係るシステム(National
Security Systems)には適用されない(NSS に対しては、国防総省の場合は 2.7 項で示した
DoDI 8500.2 が適用される)。
一般に NIST SP は、商務省長官が承認のうえ連邦政府機関にその遵守を義務付けた「連
邦政府情報処理標準出版物(Federal Information Processing Standards Publication (FIPS
PUB))」と異なり、必ずしも従う必要のないガイダンス/ガイドラインとしての性格をもっ
ている。しかしながら、NIST SP 800-53 は、上位規定である「連邦政府情報処理標準出版
物 200：連邦政府の情報及び情報システムに対する最小セキュリティ要求事項(Federal
Information Processing Standards Publication 200 (FIPS PUB 200), Minimum Security
Requirements for Federal Information and Information Systems, March 2006)」におい
て、各セキュリティ区分（低、中及び、高の 3 区分）に対する選定管理策源として位置付
けられていることから、実質的には各連邦政府機関が遵守すべきベースライン管理策とな
っている。したがって、連邦政府各機関は、本 NIST SP 800-53 が規定する管理策を、機関
の情報システムに対するベースライン情報セキュリティ管理策として導入することが義務
付けられることになる。
管理策選定の際に利用される「セキュリティ区分」は、「国家標準技術院連邦政府情報処
理標準出版物 199：連邦政府機関の情報及び情報システムに対するセキュリティ・カテゴリ
ー標準(National Institute of Standards and Technology Federal Information Processing
Standards Publication 199 (FIPS PUB 199), Standards or Security Categorization of
Federal Information and Information Systems, February 2004)」に基づき、各連邦政府
機関情報システムの機密性、完全性及び可用性に対する影響の度合いを考慮した 3 つの区
分として決定される。
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NIST SP 800-53 の管理策は、17 のファミリー、及びファミリーに属する 171 の管理策
から構成されている。さらに、この 171 の各管理策に対して、セキュリティ区分に対応す
る強化管理策が追加される。つまり、セキュリティ区分が「低」(すなわち、情報システム
の機密性、可用性及び完全性が損なわれた場合の影響の度合いが「低い」)であれば追加さ
れる強化管理策はないが、
「中」又は「高」のセキュリティ区分の情報システムに対しては、
強化管理策が追加される場合がある。
IT 不測事態対応計画(ITCP)関連の管理策は、
「不測事態対応計画立案ファミリー」として
与えられている。
2.8.2

主な内容

連邦政府情報システム用推奨管理策(NIST SP 800-53)の目的、目次構成及び ITCP 関連
項目の内容は、表 2.8-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連するもことを示すものであり、その細部に
ついては表中の「関連項目の内容」欄に記述する。
表 2.8-1：NIST SP 800-53 の概要
項

目

目

的

内

容

本出版物の目的は、連邦政府行政機関の業務を支援する情報システムに対し、
セキュリティ管理策の選定及び細部指定に当たってのガイドラインを示すことで
ある。本ガイドラインは、連邦政府の情報を処理、記憶又は伝送する情報システ
ムのすべての構成品に対して適用される。本ガイドラインは、次により、連邦政
府機関内の情報システムをよりセキュアにする助けとなるため、策定されたもの
である。
 情報システムに対するセキュリティ管理策の選定及び細部指定に対し、より
首尾一貫した、比較可能な、そして反復性のあるアプローチを促進すること。
 「FIPS 199 連邦政府の情報及び情報システムのセキュリティ区分標準」に
よる情報システム区分に従い、機密性、完全性及び可用性に対する影響の度合
いを考慮した推奨最小セキュリティ管理策を提供すること。
 情報システムに対し、安定した、しかも柔軟性のあるセキュリティ管理策の
カタログを提供することにより、変化する要求事項及び技術に基づく現在の組
織の保護ニーズ及び将来の保護ニーズ要求を満足させること。
 セキュリティ管理策の効果性の決定に当たり、アセスメント手法及び手順の
策定のための基礎を生み出すこと。

目

次

第 1 章：序論
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項

目

内

容

第 2 章：基礎
第 3 章：プロセス
付録 A：引用文献
付録 B：用語の解
付録 C：略号表
付録 D：最小セキュリティ管理策－要約
付録 F：セキュリティ管理策カタログ
付録 G：セキュリティ管理策マッピング
付録 H：標準とガイダンスのマッピング
付録 I：工業用制御システム
関

連

項

目

（不測事態対応計画に関連する管理策の要約を表 2.8-2 に示す）
付録 F：セキュリティ管理策カタログ

の
内

付録 D：最小セキュリティ管理策－要約

（不測事態対応計画に関連する管理策の内容を表 2.8-3 に示す）

容

表 2.8-3 に紹介するのは、NIST SP 800-53 が規定する 17 の管理策ファミリーの１つで
ある「不測事態対応計画立案」に属する 10 の管理策、同管理策の補足ガイダンス及び強化
管理策を翻訳したものである。
なお、各管理策の強化管理策とセキュリティ区分の対応については、表 2.8-2 に示すとお
りである。
表 2.8-2：不測事態対応計画関連管理策、及びセキュリティ区分と強化管理策の対応

略号

管

理

セキュリティ区分と強化管理策

策

低

中

高

CP-1

不測事態対応計画立案ポリシー及び手順

－

－

－

CP-2

不測事態対応計画

NS

(1)

(1),(2)

CP-3

不測事態対応訓練

－

－

(1)

CP-4

不測事態対応計画のテスト及び演習の実施

－

(1)

(1),(2)

CP-5

不測事態対応計画の更新

－

－

－

CP-6

代替保管サイト

NS

(1),(3)

(1),(2),(3)

CP-7

代替処理サイト

NS

(1),(2),(3)

(1),(2),(3),(4)

CP-8

電気通信サービス

NS

(1),(2)

(1),(2),(3),(4)

CP-9

情報システム・バックアップ

－

(1),(4)

(1),(2),(3),(4)
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CP-10

情報システムの復旧と再構築

－

(1)

－

注：
「NS」は、管理策自体が選定されないことを示す。
「－」は、強化管理策が適用されないことを示す。
また、「（X）」の数字は、強化管理策の番号を示す。

表 2.8-3：不測事態対応計画立案ファミリーの管理策・補足ガイダンス・強化管理策
CP-1：不測事態対応計画立案ポリシー及び手順
管理策

補足ガイダンス

組織は、次について策定、

不測事態対応計画立案ポ

周知、及び定期的見直し/更新

リシー及び手順は、関連する

を行うこと。

法律、大統領令、訓令、ポリ

(1) 文書化された公式の計

シー、規則、標準及びガイダ

画立案ポリシーであり、目

ンスに合致すること。不測事

的、範囲、役割事項、責任

態対応計画立案ポリシーは、

事項、管理者の責務、組織

組織の全体的なセキュリテ

内の調整及びコンプライ

ィ・ポリシーの一部として含

強化管理策
なし。

アンスを対象としたもの。 めることができる。不測事態
(2) 文書化された公式の手

対応計画立案手順は、一般的

順であり、不測事態対応計

にはセキュリティ・プログラ

画立案ポリシー及び関連

ムに対して、及び必要な場合

する不測事態対応計画立

は特定の情報システムに対

案管理策の履行を促進さ

して策定することができる。

せるもの。

NIST SP 800-34 は、不測事
態対応計画立案のガイダン
スを規定している。NIST SP
800-12 は、セキュリティ・
ポリシー及び手順に係るガ
イダンスを規定している。

CP-2：不測事態対応計画
管理策
組織は、情報システムに対

補足ガイダンス

強化管理策
(1) 組織は、不測事態対応計

なし。

する不測事態対応計画を策

画策定について、関連する

定し、導入すること。この計

計画に責任をもつ組織部

画は、不測事態時の役割、責

門と調整すること。（ガイ

任事項、個人の連絡先、及び

ダンス：関連する計画の例
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中断又は障害発生後のシス

には、事業継続計画、災害

テム復旧に係る活動を対象

復旧計画、運用継続計画、

とする。組織内の指定された

事業復旧計画、インシデン

責任者は、不測事態対応計画

ト対応計画、緊急活動計画

を審査の上承認するととも

がある）

に、同計画の写しを主要な不

(2) 組織は、容量計画立案を

測事態対応要員に配布する

実施すること。これにより

こと。

組織は、情報処理、通信及
び環境支援のための所要
容量を、危機的状況下にお
いて確保することができ
る。

CP-3：不測事態対応訓練
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

組織は、情報システムに係

(1) 組織は、不測事態対応訓

る不測事態発生時の役割及

練にシミュレートされた

び責任事項について、要員を

事象を導入し、危機状況下

訓練するとともに、再訓練を

における要員の効果的対

行うこと [指定：組織が定め

応を促進させること。

た頻度。少なくとも年 1 回] 。

(2) 組織は、自動化されたメ
カニズムを採用すること
により、より徹底的かつ現
実的な訓練環境を備える
こと。

CP-4：不測事態対応計画のテストと演習の実施
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

不測事態対応計画のテス

(1) 組織は、不測事態対応計

と。

トや演習を行って、その弱点

画のテストや演習につい

(1) 情報システム不測事態

の可能性を明らかにするい

て、不測事態対応計画関連

対応計画について、[指

くつかの方法がある（例：完

の計画に責任をもつ組織

定：組織が定めた頻度。少

全規模の不測事態対応計画

部門と調整すること。（ガ

なくとも年 1 回]のテスト

テスト、役割/机上演習など）。

イダンス：関連する計画の

と演習のいずれか又は両

不測事態対応計画のテスト

例には、事業継続計画、災

者を行い、計画の効果性、 や演習の深さ及び厳格さは、

害復旧計画、運用継続計

FISP 199 に規定する情報シ

画、事業復旧計画、インシ

織の即応態勢を確認する。 ステムの影響レベルに従っ

デント対応計画及び緊急

組織は、次を実施するこ

及び計画実施のための組
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(2) 不測事態対応計画のテ

て強化する。また、不測事態

スト/演習の結果をレビュ

対応計画のテストや演習に

(2) 組織は、代替サイトにお

ーし、是正処置を行う。

は、組織の運用及び資産に及

いて不測事態対応計画の

ぼす影響（例：ミッション能

テスト/演習を行い、不測

力の縮小）、並びに計画に従

事態対応要員に代替サイ

った不測事態対応活動に伴

トの施設及び資源を習熟

う個人に及ぼす影響の確定

させるとともに、不測事態

が 含 ま れ る 。 NIST SP

活動を支援する代替サイ

800-34 は、情報技術計画及

トの能力を評価すること。

び能力に対するテスト、訓練

(3) 組織は、自動化されたメ

及び演習プログラムに係る

カニズムを採用し、不測事

ガイダンスを規定している。

態の論点についてより完

活動計画がある）

全に網羅すること、テスト
/演習のシナリオ及び環境
をより現実的にすること、
並びに情報システム及び
それに支援されるミッシ
ョンに対して、さらなるス
トレスを加えることで、よ
り完全かつ効果的にテス
ト/演習を行うこと。
CP-5：不測事態対応計画の更新
管理策

補足ガイダンス

組織は、情報システムに対

組織の変更には、ミッショ

する不測事態対応計画をレ

ン、役割事項、又は情報シス

ビュー [指定：組織が定めた

テムに支援されるビジネ

頻度。少なくとも年 1 回]し、 ス・プロセスの変更が含まれ
システム/組織の変更、又は不

る。組織は、関連する計画

測事態対応計画の導入、実施

（例：関連する計画の例に

若しくはテストで明らかと

は、事業継続計画、災害復旧

なった問題に対応し、不測事

計画、運用継続計画、事業復

態対応計画を更新すること。 旧計画、インシデント対応計
画及び緊急活動計画）の変更
について、同計画に責任をも
つ適切な組織部門との意思
疎通を図ること。
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強化管理策
なし。

CP-6：代替保管サイト
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

組織は、代替保管サイトを

情報システムのバックア

(1) 組織が代替保管サイト

明らかにするとともに、情報

ップの頻度、及び（指定され

を明らかにする場合は、同

システムのバックアップ情

た場合の）代替保管サイトへ

じ災害の影響を受けない

報の保管許可に必要な合意

のバックアップ情報の伝送

よう、主保管サイトから地

事項の締結に着手すること。 の頻度は、組織の目標復旧時

理的に離れた場所にする

間及び目標復旧ポイントに
一致させること。

こと。
(2) 組織は、時機を失せず、
かつ、効果的に運用を復旧
できるよう、代替保管サイ
トの機器構成を行うこと。
(3) 組織は、地域全体に及ぶ
混乱又は災害の発生時に、
代替保管サイトへのアク
セスに係る問題の可能性
を明らかにするとともに、
その軽減のための明確な
行動要点を定めること。

CP-7：代替処理サイト
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

組織は、主処理能力が利用

組織が定めた時間内の運

(1) 組織が代替処理サイト

不能の場合、[指定：組織が

用続行に必要な装置及び必

を明らかにする場合は、同

定めた時間]内に、重要なミ

需品が、代替サイトで利用で

じ災害の影響を受けない

ッション/ビジネス機能に対

きるか、又は代替サイトへの

よう、主保管サイトから地

する情報システム運用の続

配達契約が締結されている

理的に離れた場所にする

行を可能にするため、代替処

こと。情報システム運用続行

こと。

理サイトを明らかにすると

のための時間枠は、組織が確

(2) 組織は、地域全体に及ぶ

ともに、必要な合意事項の締

立した復旧時間目標に一致

混乱又は災害の発生時に

結に着手すること。

すること。

おける代替処理サイトへ
のアクセスに係る問題の
可能性を明らかにすると
ともに、その軽減のための
明確な行動要点を定める
こと。
(3) 組織は、組織の可用性要
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求事項に従ったサービス
優先条項を盛り込んだ、代
替処理サイトの合意事項
を策定すること。
(4) 組織は、要求された最小
限の運用能力を支援する
運用サイトとしての利用
態勢を確保するため、代替
処理サイトの機器構成を
完全なものとすること。
CP-8：電気通信サービス
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

組織は、情報システムを支

主及び副電気通信サービ

(1) 組織は、組織の可用性要

援する主及び代替電気通信

スのいずれか又は両者が公

求事項に従い、優先サービ

サービスを明らかにすると

共の搬送波によって提供さ

ス条項を含めた主及び代

ともに、主電気通信能力が利

れる場合、組織は国家安全保

替電気通信サービス協定

用できなくなった場合、[指

障緊急態勢(National

を策定すること。

定：組織が定めた時間]内に、 Security Emergency

(2) 組織は、主電気通信サー

重要なミッション/ビジネス

Preparedness)に利用される

ビスと単一点故障(SPOF:

機能に対する情報システム

電気通信サービス優先

Single Point of Failure)を

運用の続行を可能にするた

(Telecommunication

共有しない代替電気通信

め、必要な合意事項の締結に

Service Priority: TSP)を要

サービスを獲得すること。

着手すること。

求すること。

(3) 組織は、同じ災害からの
影響を受けることがない
よう、十分に主サービス・
プロバイダーから離れた
代替電気通信サービス・プ
ロバイダーを確保するこ
と。
(4) 組織は、主及び副電気通
信サービス・プロバイダー
に対して、適切な不測事態
対応計画をもつことを要
求すること。

CP-9：情報システム・バックアップ
管理策

補足ガイダンス
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強化管理策

組織は、[指定：組織が定

情報システム・バックアッ

(1) 組織は、[指定：組織が

めた頻度]に従って、情報シ

プの頻度、及び（そのように

定めた頻度]でバックアッ

ステムに含まれているユー

指定されているなら）代替保

プ情報をテストし、媒体の

ザー・レベル及びシステム・ 管サイトへのバックアップ

信頼性及び情報の完全性

レベル（システム状態情報を

情報の移送頻度は、組織の目

を確認すること。

含む）のバックアップをとる

標復旧時間及び目標復旧ポ

(2) 組織は、不測事態対応計

とともに、保管場所における

イントに一致させること。完

画テストの一環として情

バックアップ情報を保護す

全性及び可用性は、システ

報システム機能の復旧を

ること。

ム・バックアップ情報の主要

行う際、バックアップ情報

な関心事であるが、不正な開

を選択して利用すること。

示からバックアップ情報を

(3) 組織がオペレーティン

保護することも重要な考慮

グ・システムのバックアッ

事項である。この考慮事項

プ・コピー、その他の重要

は、バックアップ媒体の情報

な情報システム・ソフトウ

の種類及び FIPS 199 が規定

ェアを保管する際は、離れ

する影響レベルに基づくも

た施設、又は運用ソフトウ

のである。組織のリスクアセ

ェアとは離れた場所の耐

スメントが、バックアップ情

火容器に保管すること。

報に対する暗号利用のガイ

(4) 組織は、システム・バッ

ドとなる。移送間のバックア

クアップ情報を不正な改

ップ情報の保護については、

ざんから保護すること。

本管理策の対象外であり、他

（補足ガイダンス：組織

の管理策(MP-4 及び MP-5)

は、適切なメカニズム

による。

（例：ディジタル署名、ハ
ッシュ暗号）を採用し、情
報システム・バックアップ
の完全性を保護すること。
システム・バックアップ情
報の機密性に関する保護
は、本管理策の対象外であ
り、他の管理策(MP-4 及び
MP-5)による）

CP-10：情報システムの復旧及び再構築
管理策

補足ガイダンス

強化管理策

組織は、支援手順を伴うメ

情報システムをセキュリ

(1) 組織は、不測事態対応計

カニズムを採用し、中断又は

ティが保たれた既知の状態

画テストの一環として、情
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障害の発生後、セキュリティ

に復旧し、再構築するという

報システムの完全な復旧

が保たれた既知の状態に情

ことは、すべてのシステム・

及び再構築を含めること。

報システムを復旧及び再構

パラメータ（デフォルト又は

築するようにすること。

組織の規定値）がセキュアな
値にセットされ、重要なセキ
ュリティ・パッチが再インス
トールされ、セキュリティ関
連のパラメータ設置が再確
立され、システム文書及び運
用手順が利用可能となり、ア
プリケーションとシステ
ム・ソフトウェアの再インス
トール及びパラメータのセ
キュアな値への設定が行わ
れ、最新のセキュアなバック
アップからの情報がロード
され、そしてシステムが完全
にテストされた状態をいう。
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2.9

国防総省訓令第 51441 号(DoDD 51441)

2.9.1

全般

「国防次官補・ネットワーク及び情報技術担当/DoD 最高情報責任者(DoDD 51441,
Assistant Secretary of Defense for Networks and Information Integration/DoD Chief
Information Officer (ASD(NII)/DoD CIO), May 2005)」は、国防総省の最高情報責任者
(DoD CIO)に対する責任事項、役割事項、関連事項及び権限事項を定めた国防総省訓令であ
る。
一連の責任事項及び役割事項の一つとして、不測事態対応計画立案ポリシーの策定及び
監督に係る事項が規定されている。
（しかしながら、この責任事項は 2008 年現在、履行さ
れていない）
2.9.2

主な内容

ASD(NII)/DoD CIO の責任事項等に係る国防総省訓令 DoDD 51441 の目的目次構成、及
び ITCP 関連項目の内容は、表 2.9-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連することを示すものであり、その細部につ
いては表中の「関連項目の内容」欄に記述している。
表 2．：ASD(NII)/DoD CIO の責任事項等(不測事態対応計画関連)
項

目

目

的

内

容

国 防 次 官 補 ・ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 情 報 技 術 担 当 /DoD 最 高 情 報 責 任 者
(ASD(NII)/DoD CIO)に対し、責任事項、役割事項、関連事項及び権限事項を付与
する。

目

次

1 目的
2 適用範囲
3 責任事項及び役割事項
4 関連事項
5 権限事項
6 施行日
付録 1：引用文献
付録 2：権限の委譲

関

連

項

目

の
内

3 責任事項及び役割事項
ASD(NII)/DoD CIO は、国防総省長官及び副長官に対する主席補佐官として、
ネットワーク及びネットワークを中心としたポリシー及び概念、指揮統制、通信、

容

非インテリジェンス・スペース関連事項、情報関連重要事の DoD 組織全体に及ぶ
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項

目

内

容

統合、国家安全保障システムを含む情報技術(IT)、法の規定に基づく情報資源管理、
スペクトラム管理、ネットワーク運用、情報システム、情報保証、領空と軍航空
管制活動を含む位置評定・航法・タイミング(PNT)ポリシー、センシティブ情報の
統合、不測事態対応支援と軽減計画立案、及び関連する事項に係る補佐を行う。
ASD(NII)/DoD CIO は、法の規定に基づき、国防総省全般に及ぶ情報と関連する
活動の統合に係る責任をもつ。また、ASD(NII)/DoD CIO は、情報、情報技術及
び情報資源管理の観点からの国防総省組織全体レベルに及ぶ戦略家及びビジネス
顧問として、国防総省組織の情報及び情報技術アーキテクトとして、並びに国防
総省全体に及ぶ情報技術及び情報資源管理の行政官として、国防総省長官及び副
長官に仕える。
3.13 国防総省が実行する安定化及び再構築作戦のための不測事態対応と危機対応
通信ポリシー及び計画立案に係る策定及び監督に関し、外国及び非政府組織と国
防総省資産との相互作用を含め、合衆国政府機関相互プロセスと協力して行われ
る事項を強調すること。とりわけ、一般には国防総省のアプリケーションに利用
されていない軽減技術で、かつ、不測事態対応作戦に特に適合された技術につい
て重視するものとする。
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2.10 国防総省情報保証評価・承認プロセス(DIACAP)
2.10.1 全般
「国防総省情報保証評価・承認プロセス(DoDI 8510.01, DoD Information Assurance
Certification and Accreditation Process (DIACAP), November 28, 2007)」は、国防総省の
情報システムに適用される規則であり、概念的には我が国で周知されている情報セキュリ
ティマネジメントシステムと同様であると考えられる。特徴的なのは、情報システムの運
用の承認(Accreditation)を行う責任者(運用承認者)の権限と責任事項が強調されている点
であり、承認に際しては情報システムに対する情報セキュリティの評価(certification)結果
がレビューされる。この運用承認者は、情報システムのセキュリティに関し、全責任を負
うものである。
不測事態対応計画の立案及びテストの実施は、この DIACAP に明確に要求されている。
2.10.2 主な内容
「国防総省情報保証評価・承認プロセス(DoDI 8510.01)」の目的、目次構成及び ITCP
関連項目の内容は、表 2.10-1 のとおりである。
なお、表中に下線を付した事項は ITCP に関連することを示すものであり、その細部につ
いては表中の「関連項目の内容」欄に記述している。
表 2.9：DIACAP(不測事態対応計画関連)
項

目

目

的

内

容

1 関連法規類に基づき、DIACAP を定め、国防総省情報システムの運用を承認す
る。
2 これまでの運用・運用承認プロセス(DoDI 5200.40)を廃棄する。
3 次の職責、パネル及び作業グループを設立又は継続する(省略)。
4 評価・承認(Certification and Accreditation: C&A)プロセスを確立し、情報保証
能力及びサービスの導入を管理するとともに、国防総省の情報システムの運用に
係る承認プロセスの可視性(見える化)をもたらす。

目

次

1 目的
2 適用範囲
3 定義
4 ポリシー
5 責任事項
6 手順
7 情報要求事項
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項

目

内

容

8 施行日
付録 1：引用文献
付録 2：定義
付録 3：DIACAP パッケージ
付録 4：DIACAP ナレッジ・サービス概要
付録 5：DIACAP 移行期限指示事項
関

連

付録 3：DIACAP パッケージ

項

目

付録 3-1：システム識別プロファイル
1～30：(省略)

の
内

容

31：不測事態対応計画—情報システムの運用中断に対処するための不測事態対
応計画の適用の有無を示すこと。
32：不測事態対応計画のテスト—適用されている不測事態対応計画に対するテ
スト実施の有無を示すこと。
付録 3-2：DIACAP スコアカード概念
付録 3-3：IT セキュリティ是正処置計画・里程標に係る指示事項
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IT 不測事態対応計画の構築及び維持要領

3
3.1

全般

ここでは、情報技術不測事態対応計画(Information Technology Contingency Plan:
ITCP)立案のガイダンスを示す「国家標準技術院・特別出版物第 800-34 号：IT システム不
測 事 態 対 応 計 画 立 案 ガ イ ド (NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for
Information Technology Systems, June 2002)」に基づき、IT 不測事態対応計画の構築及
び維持要領について具体的に説明する。
なお、この NIST SP 800-34 は、1981 年に制定された「自動データ処理不測事態対応計
画立案ガイドライン(FIPS PUB-81, Guidelines for ADP Contingency Planning, March
1981)」に置き換わったものである。
3.1.1

特別出版物の性格

商務省の国家標準技術院(National Institute for Standards and Technologies: NIST)
は、米連邦政府機関における利用を目的として、「連邦政府情報処理標準出版物(Federal
Information Processing Standards Publication: FIPS PUB)」及び「国家標準技術院特
別出版物(NIST Special Publication: NIST SP)」を出版している。
FIPS PUB は、
「情報技術改革法(Information Technology Reform Act (ITRA) of 1996)」
及び「連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information Security Management Act
(FISMA) of 2002)」に従い、NIST が作成のうえ商務省長官の承認を得たものであり、連
邦政府各機関においてその遵守が義務付けられている。これに対し NIST SP は、法的な
遵守義務はないものの、一般には、行政管理予算局(OMB)や機関の情報セキュリティに
係る方針事項や規則に、その利用が定められている。とはいえ、NIST SP は、国防総省
などの国家安全保障に係るシステム(National Security System: NSS)以外での利用を目
的としていることから、NSS に対する利用の是非は当該機関に委ねられている。また、
NIST SP は、民間セキュリティ・ベンダーや学会などとの協力により作成されたもので
あり、政府機関や軍などの特定の情報システムを対象にしたものではない。したがって、
民間を含むあらゆる情報システムに利用可能な内容となっている。
なお、NIST SP の 800 シリーズは、コンピュータ・セキュリティ分野を対象にしたも
のであり、現在公開されているのは、800-12～800-124 に及んでいる。
3.1.2

NIST SP 800-34 の目的

NIST SP 800-34 の主な目的は、次のとおりである。
 効果的 IT 不測事態対応計画の策定及び維持に必要な基本的計画立案原則及び慣行を
明示すること。
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 IT 不測事態対応に係る要求事項及び優先順位を決定する際のガイダンスを提供する
こと。
 IT 不測事態対応計画立案の要となるビジネス影響分析のガイダンスを提供すること。
 IT 不測事態対応計画を構成する主要な要素について明示すること。
 情報システムの技術的側面に関し、IT 不測事態対応計画の策定に必要な考慮事項を提
供すること。
3.1.3

構成概要

NIST SP 800-34 の構成概要は、表 3.1-1 のとおりである。同表において、IT 不測事態対
応計画立案の根幹をなすのが「3 IT 不測事態対応計画立案プロセス」及び「4 IT 不測事態
対応計画の策定」である。
表 3.1-1：NIST SP 800-34 の構成概要
目
1

次

序論

概

要

ガイダンスの目的、適用範囲、文書構成などが示さ
れている。

2

背景

リスク管理プロセスやシステム開発ライフサイク
ルとの関係、並びに類似計画の定義及びそれら計画と
不測事態対応計画との関係が示されている。

3

IT 不測事態対応計画立
案プロセス

IT 不測事態対応計画立案に必要なビジネス影響分
析(BIA)、予防策の明確化、計画の策定、テスト/訓練
/演習計画などの 7 つのプロセスについて、それぞれ
の要領が示されている。

4

IT 不測事態対応計画の
策定

IT 不測事態対応計画を構成する通知/実行フェー
ズ、復旧フェーズ、再構築フェーズなどの 5 つの主要
要素について、その詳細が示されている。

5

付録 A

IT 不測事態対応計画立

サーバー、LAN、メインフレーム・システムなど

案における技術的考慮

の情報システムの技術的側面に対して、IT 不測事態

事項

対応計画を策定する際の考慮事項が示されている。

IT 不測事態対応計画様
式例

付録 B

ビジネス影響分析(BIA)
の例と BIA 様式例

IT 不測事態対応計画の文書化に際して、参考とな
るテンプレートが示されている。
IT 不測事態対応計画策定の要ともなるビジネス影
響分析(BIA)について、その具体例で解説するととも
に、分析の際の記入様式をテンプレートが示されてい
る。
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目
付録 C

次

よくある質問

概

要

他の類似計画との関係等、IT 不測事態対応計画の
基本的事項に係る内容が質問と回答の形式で示され
ている。

付録 D

不測事態対応計画にお
ける人的考慮事項

大災害の発生時には職員への被害の影響を考慮し
た計画が必要になるとして、他の関連計画との整合性
を含めた人的考慮事項が示されている。

付録 E

用語の解説

運用継続計画、ビジネス継続計画など、主要な用語
の解説が示されている。

付録 F

推奨資源

IT 不測事態対応計画の立案時に参考となる資源の
URL が示されている。

付録 G

参考文書

IT 不測事態対応計画の立案時に参考となる文書が
示されている。

付録 H

インデックス

略号表が示されている。
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3.2

IT 不測事態対応計画立案及び維持のプロセス

3.2.1

全般

ここでは、効果的な IT 不測事態対応計画(ITCP)の策定及び維持に係るプロセスを紹介す
る。このプロセスは、あらゆる情報システムに利用可能なものであり、我が国の民間企業
などの情報システムも例外ではない。
先ず、ITCP の策定と維持に係る不測事態対応計画立案調整者の役割、及び 7 つのプロセ
スの概要を示し、次項以降に各プロセスの内容を解説しつつ紹介する。
3.2.1.1 不測事態対応計画立案調整者の役割
ITCP の策定及び維持に係るプロセスの責任者は、「不測事態対応計画立案調整者
(Contingency Planning Coordinator: CPC)」又は「不測事態対応計画者(Contingency
Planner: CP)」であり、一般的には、組織内における業務遂行又は資源の管理者が任命され
る。
この CPC(又は CP)の役割は、次のとおりである。
 ITCP 立案のための戦略を策定すること(ITCP の対象となる情報システム又は同シス
テムの支援を受けているビジネスに係る業務遂行及び資源の管理者と調整の上、策定す
る)。
 ITCP の策定及び実行を管理すること。
3.2.1.2 ITCP 立案及び維持に係る 7 つのプロセス
ITCP 立案及び維持に係るプロセスは、次の 7 つから構成される。また、図 3.2-1 は、こ
れらの 7 つのプロセス間の相互関連、及び各プロセスにおける主な実施事項を示したもの
である。
(1) ITCP 立案ポリシーの策定
(2) ビジネス影響分析の実施
(3) 予防管理策の明確化
(4) 復旧戦略の策定
(5) ITCP の策定
(6) テスト、訓練及び演習計画
(7) ITCP の維持
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１

2

ITCP立案ポリシーの策定

法規類の要求事項の確認、ITCP立案ポリシーの策定、

ビジネス影響分析の実施

重要なIT資源の明確化、中断による影響の明確化、

ポリシーの承認、ポリシーの出版

復旧優先順位の策定

3

予防管理策の明確化

管理策の導入
管理策の維持

4

復旧戦略の策定

手法の明確化
システム・アーキテクチャーへの統合

5

ITCPの策定

復旧戦略の文書化

6

テスト、訓練及び演習計画

テスト目標の策定、成功基準の策定、教訓の文書化、
計画への盛り込み、要員の訓練

7

ITCPの維持

計画のレビューと更新、内外組織との調整、
配布の管理、変更事項の文書化

図 3.2-1：情報技術不測事態対応計画(ITCP)立案プロセス

3.2.2

ITCP 立案ポリシーの策定

機関内の人々に対して不測事態対応計画立案要求事項を効果的かつ確実に理解させるた
めには、明確な ITCP 立案ポリシーを策定し、これを周知徹底させる必要がある。このため、
ITCP 立案ポリシーは、不測事態対応に係る組織としての全般的な目標を明らかにするとと
もに、以下に示す組織としての ITCP 立案に係る枠組み、及び責任事項を確立すべきである。
このポリシーの策定に際しては、組織の上級管理者、最高情報責任者(CIO)の参画が成功の
鍵となることはいうまでもない。また、ITCP に係る法規類の遵守事項を反映させることも、
ITCP 立案ポリシーの策定に際して不可欠な事項となる。
 役割事項と責任事項
 ITCP に係る情報システムの範囲及び組織の機能
 資源に対する要求事項
 訓練に対する要求事項
 演習及びテスト実施スケジュール
 ITCP 更新維持スケジュール
 バックアップの頻度、及びバックアップ媒体の保管
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この ITCP ポリシーの策定に当たっての留意事項としては、災害復旧計画、事業継続計画
などの他計画との整合、並びに IT セキュリティ、物理的セキュリティ、情報システムの運
用、人的資源に係る組織の諸活動などとの調整がある。これら計画や諸活動との十分な連
携性を持たせることが、効果的及び効率的な ITCP ポリシーの策定、並びに ITCP の立案及
び維持に不可欠となる。
3.2.3

ビジネス影響分析の実施

ビジネス影響分析(Business Impact Analysis: BIA)は、ITCP 立案における最も重要なプ
ロセスであり、不測事態対応計画立案調整者(CPC)が実施する。
この BIA 結果の重要性は、次のとおりである。
 特定のシステム・コンポーネントと同コンポーネントが組織のビジネスに提供するサ
ービスとを結びつけることができる。
 特定のシステム・コンポーネントの中断がもたらす組織のビジネスへの影響度合いを
把握することができる。
 組織における上位の継続計画(運用継続計画(COOP)、事業継続計画(BCP)及び事業復
旧計画(BRP))の分析及び戦略策定活動に対して、適切な入力を提供することができる。
BIA のプロセスは、次の 3 つから構成される。図 3.2-2 は、これらの関係を示すものであ
る。
(1) 重要な IT 資源の明確化
(2) 中断の影響及び中断許容時間の明確化
(3) 復旧優先順位の決定

重要なIT資源の明確化
重要なIT資源の明確化
重要なビジネス・プロセス
重要なビジネス・プロセス
ごとに、それを支援するIT
ごとに、それを支援するIT
資源を明らかにする。
資源を明らかにする。

中断の影響及び中断許
中断の影響及び中断許
容時間の明確化
容時間の明確化
各資源ごとに、中断による
各資源ごとに、中断による
影響を考慮して、中断許容
影響を考慮して、中断許容
時間を求める。
時間を求める。

復旧優先順位の決定
復旧優先順位の決定
各資源ごとの中断許容時
各資源ごとの中断許容時
間に基づき、復旧優先順位
間に基づき、復旧優先順位
を決定する。
を決定する。

図 3.2-2：ビジネス影響分析(BIA)プロセス
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3.2.3.1 重要な IT 資源の明確化
このステップでは、最初に、情報システムによって実施又は支援される組織の重要なビ
ジネス・プロセスを明らかにする。次に、そのビジネス・プロセスの処理に必要な情報シ
ステムの資源を明らかにする。
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、これらの明確化活動を実施するに当たり、次に留
意すること。
 CPC は、情報システムに関連する内外部の連絡先を明らかにした上で彼らとの調整を
行い、情報システムへの依存の仕方、又は情報システムを支援する方法を確認する。連
絡先を明らかにする際には、相互接続するすべての情報システムの支援連絡先は無論の
こと、情報システムとのデータの交換を行う組織を含めることが重要である。
 CPC は、情報システムが提供する重要なサービスとシステム資源との関連付けを行う
場合、その情報システムを慎重に検討し、供給電源、通信接続、空調などの環境インフ
ラ要求事項を明らかにすること。一般的に、ルーター、アプリケーション・サーバー、
認証サーバーなどの特定の IT 装置は、重要であると考えられる。一方、プリンターや
プリント・サーバーなどのある種の IT 装置は、重要なサービスを支援するに当たって
は必ずしも必要ではない。
3.2.3.2 中断の影響及び中断許容時間の明確化
このステップは、前項のステップで明らかとなった重要な資源を分析して、当該資源の
運用中断又は損傷による情報システムへの運用に及ぼす影響を決定するとともに、当該資
源に許される中断時間を明らかにする。
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、分析を行うに当たり、これら中断に伴う影響を次
に示す 2 つの方法で評価するものとする。
 中断に伴う影響が時間を追って追跡できる場合： CPC は、必須機能の履行が抑止又
は禁止されるまでの、当該資源の中断に許容される最大時間を明らかにすることができ
る。
 中断に伴う影響が、関連する資源及び情報システムを横断して追跡できる場合：
CPC は、中断された情報システムが同システムに依存する他のプロセスに及ぼす影響を
明らかにすること。
最適な中断許容時間を決定する際の考慮事項：CPC は、システム中断に伴うコストと情
報システム復旧に必要な資源コストを考慮して、最適な中断許容時間を決定しなければな
らない。図 3.2-3 は、このような最適中許容断時間を求める際のツールとなるものであり、
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2 つの曲線が交差した点が、組織として当該情報システムを中断状態に止める最良の時間を
示すことになる。

中
断
に

用
費

よ
る

旧
復

損
害
額

金額

時間

図 3.2-3：復旧費用と中断による損害額とのバランスがとれた中断許容時間

3.2.3.3 復旧優先順位の決定
CPC は、前のプロセス「3.2.3.2 中断の影響及び中断許容時間の明確化」で明らかにされ
た中断の影響及び中断許容時間に基づき、不測事態対応要員が不測事態対応計画の実行の
間に行う復旧作業の優先順位付けを行う。
3.2.3.4 BIA 分析の具体例
(BIA 分析の具体例が NIST SP 800-34 の付録 B に記載されており、ここではそれを翻訳
して以下に示す。これは、BIA 分析ステップとして示した 3.2.3.1～3.1.3.3 項の記述内容を、
具体例を示すことにより、より理解し易いものとするためである)

付録 B：BIA 及び BIA テンプレート
この具体例では、災害等、何らかの原因により IT システムが中断した場合、その復旧作
業を行うに当たり、ビジネス上の影響を考慮した復旧の優先順位を決定する一連の分析（ビ
ジネス影響分析(Business Impact Analysis: BIA)）要領について、あるオフィスを想定し
て解説する。
1 あるオフィスのビジネス内容と想定する IT システム
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1.1 ビジネス内容
対象となる組織としては、ある会社の一部門であり、LAN に接続された 50 台のデスク
トップ・コンピュータを利用して、ユーザーが日々業務を実行しているビジネス形態を想
定する。IT システムを利用する主な業務内容は、スプレッドシートの作成や利用、文書業
務及び電子メール、並びに資源管理に必要な在庫管理データベース・アプリケーションの
利用である。
1.2 想定する IT システム
想定する IT システムは、会社内のある一部門に管理されているもので、LAN にサーバ
ーやデスクトップ・コンピュータを接続したシステムとする。この LAN は、会社の WAN
に接続されているが、本 BIA の対象は LAN だけとする。
この LAN には、次の構成品が接続されている。
(1) 認証/ネットワーク・オペレーティング・システム・サーバー
(2) データベース・サーバー（在庫管理データベース・アプリケーション用）
(3) ファイル・サーバー（在庫管理ファイル以外の一般データの保管用）
(4) アプリケーション・サーバー（オフィス・オートメーション・ソフトウェア用）
(5) ネットワーク接続のプリンター
(6) 電子メール・サーバーとアプリケーション
(7) 50 台のデスクトップ・コンピュータ
(8) 5 つのハブ
2 ビジネス影響分析関係者との調整結果
2.1 ビジネス影響分析関係者
この例では、ネットワーク管理者が不測事態対応計画立案調整者(Contingency Planning
Coordinator: CPC)となって、計画立案を行うこととした。CPC は、ビジネス影響分析を
行うに当たり、次の関係者を明らかにした。これらの関係者は、ビジネス影響分析に必要
な重要な情報を CPC に提供するとともに、計画立案内容の調整相手となる人達である。
(1) 事業所長(Field Office Manager)
(2) 在庫管理責任者(Inventory Process Manager)
(3) ネットワーク・ユーザー（サンプリング抽出による）
(4) 各ネットワーク・サーバーのシステム管理責任者(System Administrator)
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2.2 関係者との調整結果
不測事態対応計画調整者（CPC）は、前記の関係者からビジネス影響分析を行うに当た
っての様々な情報を入手した。
次に、それらの情報についての関係者との調整、及び CPC 自身による分析・判断の結果、
CPC は次の結論に達した。
(1) 在庫管理システムは、会社の上位資管理業務に対する入力源として重要なものと
なっている。つまり、この在庫管理システムは、各営業日の終了時に、会社の上位
システムに対し、更新のためのデータを提供しているのである。仮に、在庫管理シ
ステムが 1 営業日（8 時間）以上利用できないとなると、上位管理業務に対して、
ビジネス上の重大な影響をもたらすことになる。在庫管理を行うに当たっては、最
小限 5 人の要員と、システム・データベースにアクセスし処理を行う 5 台のデスク
トップ・コンピュータが必要となる。
(2) 在庫管理以外の業務の実施については、システムの利用が難局に際しての決定的
要素とはならず、10 日程度の利用不能は受け入れられる。
(3) 事業所長及び在庫管理者責任者は、電子メールが必要不可欠なサービスであると
述べた。しかしながら、スタッフは、電子メールが利用不能であっても、3 日程度ま
でなら事実上業務に支障がないと述べた。
(4) スプレッドシートを取り扱うスタッフは、スプレッドシート・アプリケーション
へのアクセスができなくても、15 日程度までなら重大な影響を業務処理に与えるこ
となく役割を果たすことができると述べた。
(5) 文書業務に従事するスタッフは、システム・アクセスが必要であるとして、5 日
以内でのシステム復旧の必要性を述べた。しかしながら、所望の様式がハードコピ
ーで利用可能であるなら、10 日程度までは手書き処理によって対応できると思われ
る。
(6) 当日の在庫管理システム記録からの出力は、通常、毎日印字されている。印字さ
れるデータは、在庫管理システムを利用するスタッフのデスクトップ・コンピュー
タのいずれにも保管することができる。緊急事態が発生した場合、ビジネス運用に
重大な影響を及ぼすまでの 3 日間は、在庫管理システムからの出力を電子メールの
利用により電子的に伝送することができると思われる。この他の印字機能は、必須
のものとは考えられない。したがって、ビジネス業務に影響を及ぼすことなく、10
日間までの利用不能状態は受け入れ可能と思われる。
3 ビジネス影響分析
不測事態対応計画調整者（CPC）は、上記の「2.2 関係者との調整結果」に基づき、次
に示す 3 つのプロセスから構成されるビジネス影響分析(BIA)に着手した。

3-10

(1) 重要な IT 資源の明確化
(2) 中断の影響及び中断許容時間の明確化
(3) 復旧優先順位の策定
3.1 重要な IT 資源の明確化
CPC は、重要なビジネス・プロセスを支援するものとして、次の IT 資源が重要である
と判断した。
(1) 認証/ネットワーク・オペレーティング・システム・サーバー：ユーザーが LAN
にアクセスする際に必要となる。
(2) データベース・サーバー：在庫管理システムの処理に必要となる。
(3) 電子メール・サーバーとアプリケーション
(4) 5 台のデスクトップ・コンピュータ：5 人の在庫管理要員に必要となる。
(5) 1 つのハブ：5 つの在庫管理システム・ユーザーに必要となる。
(6) プリンター
(7) ネットワークのケーブル
(8) 電源
(9) 空調装置
(10) 物理的セキュリティ
(11) 施設
3.2 中断の影響及び中断許容時間の明確化
CPC は、重要な IT 資源の明確化を行った後で、それら IT 資源の中断に伴う影響、及び
中断が許容される時間を明らかにした。
結果は、表 A のとおりである。
表 A：重要 IT 資源の中断による影響と中断許容時間
重要 IT 資源
認証サーバー

中断による影響

中断許容時間

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

8 時間

することができない。
データベース・サーバー

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

8 時間

することができない。
電子メール・サーバー

ユーザーは、電子メールを送ることができ
ない。
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2 日間

デスクトップ・コンピュ

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

ータ×5

することができない。

ハブ

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

8 時間
8 時間

することができない。
ネットワーク・ケーブル

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

8 時間

することができない。
電源

ユーザーは、在庫管理システムをアクセス

8 時間

することができない。
プリンター

ユーザーは、在庫管理報告を作成すること

4 日間

ができない。

3.3 復旧優先順位の策定
CPC は、前述の中断許容時間に基づき、IT システムを構成する各々の資源の復旧優先順
位を次のとおり定めた。優先順位は、上(high)、中(medium)及び下(low)の 3 段階で簡単に
示すこととした。上の優先順位は、中断許容時間内に復旧しなければならない重要な IT 資
源を対象とした。中及び下の優先順位は、上に比べてより長い中断許容期間の間に、完全
な運用機能への復旧を要する IT 資源を対象とした。
各 IT 資源に対する復旧優先順位は、表 B のとおりである。
表 B：各 IT 資源の復旧優先順位
IT 資源

復旧優先順位

認証サーバー

上

データベース・サーバー

上

デスクトップ・コンピュータ×5

上

ハブ×1

上

ネットワーク・ケーブル

上

電源

上

電子メール・サーバー

中

プリンター

中

デスクトップ・コンピュータ×45

下

ハブ×4

下

4 ビジネス影響分析用様式の例
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IT システムに係るビジネス影響分析(BIA)を行う際、表 C に示す様式例を利用すること
により、効果的かつ効率的に BIA を実施することができる。ただし、次に示すのは基本的
なガイドとなるものであるから、それぞれのシステムに適切に利用できるよう追加・変更
を行うことが望まれる。
表 C：ビジネス影響分析(BIA)様式の例
組織：

BIA 記入日：

システムの名称：

BIA 連絡先：

システム管理者連絡先：
システム記述：
（システムの目的及びアーキテクチャーを記述する。システムのダイアグ
ラムを含む）
A．システム連絡先の明確化

役

割

内部（システムに依存又はシステムを支援する組織内の個人、部署又はオフィスの明確
化。当該個人とシステムとの関係の明示）
・

・

・

・

外部（システムに依存又はシステムを支援する組織外の個人、部署又はオフィスの明確
化。当該個人とシステムとの関係の明示）
・

・

・

・

B．システム資源の明確化（システムを構成する特定のハードウェア、ソフトウェア、そ
の他の資源を明らかにする。これには数量及び種類が含まれる）
ハードウェア
・
・
ソフトウェア
・
・
その他の資源
・
・
C．重要な役割事項の明確化（項目 A で重要であると明らかにされた役割事項を列挙する）
・
・
・
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・
D．重要な役割事項と重要な資源との結び付け（C 項に列挙された重要な役割事項を果た
すための IT 資源を明らかにする）
重要な役割

重要な資源
・
・
・
・
・
・

E．中断の影響及び中断許容時間の明確化（重要な資源が利用できない場合の重要な役割
に及ぼす影響を記述する。影響が受け入れがたい結果となるまでの、資源利用不能状態
が許される最大期間を明らかにする）
IT 資源

中断による影響

許容中断時間

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

F．資源復旧の優先順位付け（E 項で明らかにされた中断に伴う影響及び中断許容時間に
基づき、具体的な資源の復旧に係る優先順位を記述する。定量的又は定性的尺度で示す
（例：上/中/下、１～5、A/B/C）
資源

3.2.4

復旧優先順位

予防管理策の明確化

不測事態計画立案調整者(CPC)は、
「3.2.3 ビジネス影響分析」に示した BIA を実施する
ことにより、システムの復旧及びシステムの可用性に係る重要な情報を入手することにな
る。つまり、
「3.2.3.4 BIA 分析の具体例」に示した具体例からも明らかなように、
「重要 IT
資源」の中には、適切な予防管理策を講ずることによって、システムへの影響を回避又は
削減することができる資源があるのである。
NIST SP 800-34 は、その具体例を列挙しているが、下記に示すように、そのほとんどは
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情報システムの構築の際に考慮すべき一般的対策と考えられる。
 無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply: UPS)：短期間の停電に備える。情
報システムの全構成品を対象とする(空調や安全関連装置を含む)。
 ガソリン又はディーゼル・エンジン発電機：長期の停電対策として利用する。
 空調機システム：コンプレッサーなど、一部の構成品については、故障に耐え得る余
剰空調容量を備える。
 消火システム
 火災・煙検知器
 バックアップ・ファイル及び重要な非電子記録物用の耐熱耐水容器
 バックアップ媒体、非電子記録物及びシステム関連文書のオフサイト保管
 頻繁な定期的バックアップ
上記の予防管理策については、不測事態対応計画に文書化するとともに、それらの利用
についてシステム取り扱い者の訓練を実施すること。これらの予防管理策が良好に維持さ
れれば、緊急事態発生時にその効果性が最大限に発揮されることになる。
3.2.5

復旧戦略の策定

復旧戦略策定の目的は、情報システムの中断に引き続く運用復旧を迅速かつ効果的に行
うことである。具体的には、BIA 分析によって得られた情報システムの中断に伴う影響及
び中断許容時間にどのように対処するかを決めることである。復旧戦略を策定する際、コ
スト、中断許容時間、セキュリティ、組織における上位の不測事態対応計画との統合など
について、いくつかの代替案を考慮しなければならない。
なお、復旧戦略は BIA 分析で明らかにされた潜在的可能性のあるビジネスへの影響に対
処するものであるが、情報システムの開発ライフサイクルにおける設計及び実装フェーズ
の間のシステム・アーキテクチャーに統合することにより、より費用対効果のある不測事
態対応が可能となる。
NIST SP 800-34 では、復旧戦略に係る下記の 5 項目の推奨事項を示しており、それらに
ついては以下のサブ項目で紹介する。
(1) バックアップ手法
(2) 代替サイト
(3) 装置の置き換え
(4) 役割事項と責任事項
(5) コストの考慮
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3.2.5.1 バックアップ手法
データのバックアップは、データ・バックアップ・ポリシーを確立して行うものとする。
このポリシーに考慮すべき事項は、次のとおりである。
 バックアップ頻度（データの重要性や新たな情報のインプット頻度などに基づき、定
期的(毎日、毎週)なバックアップ頻度やバックアップ要領(インクレメンタル又は全て)
を確立
 バックアップ・データの保管場所
 ファイル・ネーミングの取り決め
 媒体のローテーション頻度
 オフサイトへのデータ輸送方法
 バックアップ手法（システム及びデータに対する可用性及び完全性の要求事項に基づ
き決定）
これらの中でも特に重視しなければならないのが、バックアップ・データの保管場所で
ある。一般的には、オフサイト保管又は民間のデータ保管施設の利用となるが、この選定
基準は次のとおりである。
 地理的条件：組織からの距離、及び組織に対する災害が保管場所にも影響する可能性
 アクセス性：保管場所及び保管施設の運用時間帯において、データを検索するための
所要時間
 セキュリティ：データのセンシティビティ及びセキュリティ要求事項を満足する保管
施設及び同施設従業員の信頼性
 環境：保管施設の構造的及び環境的条件(例：温度、湿度、防火、電力管理)
 コスト：輸送、保管及び災害対応サービスに伴うコスト
3.2.5.2 代替サイト
一般的に、長期間に及ぶ大規模な中断はまれであるが、それらについても不測事態対応
計画においては対応すべき事項である。したがって、ある期間、代替施設でのシステム運
用を復旧させる戦略を不測事態計画に含めねばならない。
なお、「第 2 章 IT 不測事態対応計画に係る法規類とその概要」の「2.3 連邦政府即応態
勢通達(FPC65)」及び「2.7 情報保証履行(DoDI 8500.2,)」で紹介したように、米連邦政府
機関は代替サイトを備えることが規則で定められている。
(1) 所有形態からの代替サイトの種類
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一般的に、その所有形態から、次に示す 3 種の代替サイトが考えられる。
 組織により所有又は運用される専用サイト
 内部又は外部組織との互恵協定又は合意事項覚書に基づく代替サイト
 民間施設の借り上げによる代替サイト
組織が所有又は運用する専用サイトを除くと、その代替サイトの利用に当たっては、十
分な検討と取り決め事項の締結が必要となる。NIST SP 800-34 の「3.4.2 Alternate Site」
には、様々な検討すべき事項及び取り決めるべき事項が述べられている。
(2) 運用即応態勢からの代替サイトの種類
(1)項で明らかにした代替サイトの所有形態はどうあれ、運用即応態勢からは 5 つに分類
することができる。これらはコスト、装置の設置状況、運用への移行時間などの要素に明
確な違いがある。組織は、これらの要素を考慮し、組織の要求事項を満足する代替サイト
を選定することになる。
表 3.2-1 は、5 つのサイト分類別に、代替サイトとしての各要素の特徴を示すものである。
組織は、これらの特徴を把握することにより、どのような代替サイトにすべきかの判断を
下すことができる。
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表 3.2-1：代替サイトの特徴(選定基準)

分

類

概

要

特
コスト

ハードウェア

徴
通信

設定時間

場所

IT を設置する空間、電源、空調
コールド・サイト

設備だけが準備された施設であ

低

なし

なし

長時間

固定

中

部分的

部分的/全て

中程度

固定

中/高

全て

全て

短時間

固定

システム要

システム要

システム要

る。
運用に必要なほとんどの代替設
ウォーム・サイト

備機器が設置された施設であり、
受け入れ態勢が整っている。

ホット・サイト

代替設備機器に加え、要員も即
応態勢移行への待機状態にある。
代替運用に必要な設備を備えた

モバイル・サイト

自給型の移動可能な代替サイトで

高

求事項による

ある。

求事項による

求事項による

移動

主サイトとの完全な冗長性をも
ミラード・サイト

たせたサイトであり、データ処理

高

全て

が両サイト同時に実施される。
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全て

なし

固定

3.2.5.3 装置の置き換え
装置の置き換えとは、情報システムの損傷若しくは破壊、又は主サイトが利用不能とな
った場合、必要なハードウェア及びソフトウェアを速やかに稼動状況にするか又は取得し
て、代替サイトに搬送することである。
この装置の置き換えを準備するに際しては、表 3.2-2 に示す 3 つの基本的な戦略がある。
最適な戦略の選定に当たっては、大災害発生時の搬送手段の制限又は一時的中断に留意し
なければならない。
表 3.2-2：装置の置き換えに係る 3 つの基本戦略
分

類

基

本

戦

略

不測事態発生時における保守サービスを確保するため、ハードウェア、
ベンダーとの

ソフトウェア及び支援ベンダーとの SLA11を締結する。SLA には、ベンダ

取り決め

ーの対応の迅速性、置き換えの優先順位、顧客間の優先順位などを規定す
る。
必要な装置を予め調達し、代替サイトなどに保管しておく。不利な点は、

装置の在庫

調達のための財政資源の確保、及び環境の変化に追随できず陳腐化の恐れ
があるということである。

既存装置との
互換性

機関内にある他の装置の利用である。互換性をもつ装置を保有する組織
と取り決めを行い、不測事態発生時に利用できるようにする。

3.2.5.4 役割事項と責任事項
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、システム復旧戦略の選定及び導入後、同戦略を
実行する適切なチームを指名し、かつ、これらのチーム及びチーム要員に対しては明確な
役割事項と責任事項を定め、不測事態発生時に整斉とした復旧活動が行えるよう十分な訓
練を受けさせねばならない。
下記に示すのは、考えられる役割別のチームの名称であり、優れた復旧戦略においては
情報システムの損害程度に応じ、一部又は全てのチームが必要となる。「上級管理者」は、
不測事態発生時に不測事態対応計画の発動を命ずるなど、全般的な意思決定を行う者であ
る。また、各チームにチーム・リーダーを指名し、チーム活動の指揮、及びチーム代表と
して他チーム・リーダーとの連携を行わせるものとする。

11

SLA: Service Level Agreement。サービス提供ベンダーが利用者にサービスの品質を保証する制度で
ある。

3-19

 上級管理者
 管理チーム
 損害アセスメント・チーム
 オペレーティング・システム管理チーム
 システム・ソフトウェア・チーム
 サーバー復旧チーム(例：クライアント・サーバー、ウェッブ・サーバー)
 LAN/WAN 復旧チーム
 データベース復旧チーム
 ネットワーク運用復旧チーム
 アプリケーション復旧チーム
 電気通信チーム
 ハードウェア回収チーム
 代替サイト復旧調整チーム
 主サイト回復/回収調整チーム
 テスト・チーム
 管理支援チーム
 運輸及び再配置チーム
 メディア関連チーム
 法務チーム
 物理的/人的セキュリティ・チーム
 取得チーム(装置及び必需品)
3.2.5.5 コストの考慮
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、利用可能な要員及び財務資源で、確実に、選定
された戦略を効果的に履行できるようにしなければならない。具体的には、代替サイトの
種類、装置の置き換え及び保管方法に要するコストを、制限された予算でまかなえるよう
重み付けをすることになる。可能な場合、システム開発ライフサイクルにおいて、コスト
と技術的な復旧手段の効果について評価を実施し、システム設計に反映することが効果的
である。
復旧戦略の選定時に行われるコストの考慮については、表 3.2-3 を利用することにより
効果的かつ効率的に行うことができる。
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表 3.2-3：復旧戦略予算計画立案表
コ

ス

ベンダ

ハード

ソフト

移動/搬

ー

ウェア

ウェア

送

ト
役務

テスト

補給

コールド
代替

ウォーム

サイ

ホット

ト

モバイル
ミラード
民間

保管

内部

装置

SLA

置き

保管

換え

既存

3.2.6

不測事態対応計画の策定

不測事態対応計画(ITCP)の策定では、
「3.2.3 ビジネス影響分析の実施」及び「3.2.5 復
旧戦略の策定」に基づき、ITCP を策定する。ITCP は、図 3.2-4 に示すように、次に示す
5 つから構成される。
(1) 支援情報：ITCP の理解に不可欠な情報を提供する。
(2) 通知/開始フェーズ：不測事態の検知又は発生時の初動について明らかにする。
(3) 復旧フェーズ：運用能力を元の又は新たな施設において復旧させる。
(4) 再構築フェーズ：復旧活動を終結し、元の施設における通常運用に移行する。
(5) 計画の付録：ITCP の理解に不可欠な情報を提供する。
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支援情報
支援情報
•• 序論
序論
•• 運用概念
運用概念

通知/開始フェーズ
通知/開始フェーズ
•• 通知手順
通知手順
•• 損害アセスメント
損害アセスメント
•• 計画の実施
計画の実施

不測事態対応計画の策定

復旧フェーズ
復旧フェーズ
•• 復旧活動の順序
復旧活動の順序
•• 復旧手順
復旧手順

• BIA結果の採用
• 復旧戦略の文書化

再構築フェーズ
再構築フェーズ
•• 元のサイトの復旧
元のサイトの復旧
•• システムのテスト
システムのテスト
•• 運用の終結
運用の終結

計画の付録
計画の付録
•• 連絡先リスト
連絡先リスト
•• システム要求事項
システム要求事項
•• 標準運用手順
標準運用手順
•• 重要な記録
重要な記録

図 3.2-4：不測事態対応計画の構成

次項で、ITCP を構成するこれら 5 つについて説明する。
3.2.6.1 支援情報
支援情報は、不測事態対応要員による不測事態対応計画の理解、実施及び維持を容易に
するものであり、次に示す「序論」及び「運用概念」で構成される。
(1) 序論：序論は、ITCP への導入的位置づけにあり、どのような情報がどこに掲載
されているかを明らかにする。序論は、一般的に、目的、適用範囲、関連文書及び
改定記録から構成される。
(2) 運用概念：運用概念は、IT システム、ITCP 計画立案の枠組み、並びに不測事態
への対応、復旧及び再開に係る補足事項を述べるものであり、IT システムの技術的
事項、セキュリティ装置など、システム・セキュリティ計画の情報を基にまとめた
ものである。また、不測事態対応計画の実施活動における任務上の継承順位、対応
チームの構成と役割事項などが記述される。
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3.2.6.2 通知/開始フェーズ
通知/開始フェーズは、システムの中断又は緊急事態が検知されたか又は切迫状態にある
とされた場合に開始される。このフェーズの処置としては、①復旧要員への通知、②シス
テム損害のアセスメント、及び③計画の実行の 3 つがある。この通知/開始フェーズが完了
すると、復旧要員がシステム機能の暫定的な復旧を行うための不測事態対応活動の実施準
備が整ったことになる。
(1) 復旧要員への通知
 予め定められた通知手順に従い、復旧要員及び関連組織に通知する。
 不測事態の発生が不意の場合及び予見される場合の両者について考慮する。
 勤務時間帯及び勤務時間終了後の通知手段を考慮する。
 災害発生後、直ちに損害アセスメント・チームに通知する。
 損害アセスメントの完了後、関連する復旧及び支援チームに通知する。
 通知手段しては、電話、電子メール、無線呼び出し、携帯電話、ラジオ、テレビな
どがある。
 一般的な通知手段は、呼び出し系統図(Call Tree)であるが、主及び副を任命してお
く。
 通知情報に含めるものとしては、次がある。
¾

発生又は差し迫った緊急事態の特徴

¾

人命の損失又は傷害

¾

既知の損害見積もり

¾

対応及び復旧の詳細

¾

ブリーフィング又は細部対応指示のための召集場所と時刻

¾

移動準備時間の指示

¾

呼び出し系統図による通知完了に対する指示

(2) システム損害のアセスメント
緊急事態の発生後、不測事態対応計画をどのように実行に移すかを決めるためには、シ
ステムの損害の特性及び程度を見極めるためのアセスメント実施が不可欠である。したが
って、緊急事態の発生後、最初に通知を受けるのは損害アセスメント・チームということ
になる。
損害アセスメント手順は、システムにより様々であるが、少なくとも次に示す事項が対
象となる。
 緊急事態又は中断の原因
 さらなる中断又は損害の可能性
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 緊急事態により影響を被った地域
 物理的インフラの状態(例：計算機室構造の完全性、電源の状況、電気通信、空調)
 IT 装置の在庫調べ及び作動状況(例：完全、部分的、停止)
 IT 装置又はデータに対する損害の種類(例：水害、火災及び熱、物理的衝撃、サージ
電圧・電流)
 要交換装置(例：ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、支援器具)
 通常サービス復旧に要する時間の見積もり
(3) 計画の実行
損害アセスメントの結果、計画実行基準の一つ又はそれ以上を満足する場合、IT 不測事
態対応計画の実行を開始させるものとする。開始への移行権限者は、一般的には不測事態
対応計画立案調整者(CPC)又は最高情報責任者(CIO)であるが、いずれにしても組織の決定
事項による。
次に示すのは、一般的な計画実行基準である。
 人的安全性、施設の損害程度
 システム損害の程度(例：物理的、運用的又はコスト)
 組織のミッション支援に対するシステムの重要度(例：重要インフラ防護資産)
 中断の予測期間
CPC は、システム損害アセスメントの結果及び計画実施基準の満足結果に基づき、適切
な復旧戦略の選定を行うとともに、(1)項の復旧要員への通知手順に従い、関連する復旧チ
ームに通知する。
3.2.6.3 復旧フェーズ
復旧フェーズの開始は、
「3.2.6.2 通知/開始フェーズ」の全ての実施事項の完了後となる。
復旧活動は、暫定的な IT 処理の実施、元のシステムの損害の修理、及び元の又は新たな
施設での運用能力復旧のための不測事態対応策が中心となる。このフェーズが完了すると、
IT システムは計画に示されたとおりの運用機能を発揮することになる。
この復旧フェーズにおける留意事項は次の 2 点である。
(1) 復旧活動の順序
WAN など、複数の独立したコンポーネントが含まれる複雑なシステムの復旧手順は、
「3.2.3 ビジネス影響分析」で明らかにされたシステム優先順位を反映するものとする。
この優先順位は、関連するシステム及びそれらのアプリケーションへの重大な影響を回避
するため、システムに対する中断許容時間を考慮して決定されたものである。また、復旧
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手順には、ある状況が発生した場合、他の復旧チームとの調整についても含めるべきであ
り、それらに関連する状況としては次がある。
 ある活動が、期待された時間内に完了しない。
 主要なステップが完了した。
 何らかの物品が調達されねばならない。
 その他システム固有の懸念事項。
(2) 復旧手順
復旧フェーズ活動を円滑に進捗させるためには、IT システム又はシステム・コンポーネ
ントの復旧活動に係る詳細な手順が必要である。このようなシステム/コンポーネントの種
類、構成などは組織により様々であるが、一般的には次に示す活動が含まれる。
 損害を受けた施設や地域へのアクセス承認を得ること。
 システムに関連する内外組織のビジネス・パートナーに通知すること。
 必要な事務用品や作業スペースを確保すること。
 必要なハードウェア構成品を取得し、設置すること。
 バックアップ媒体を取得し、ローディングすること。
 重要なオペレーティング・システム及びアプリケーション・ソフトウェアを元の状
態に戻すこと。
 システム・データを元の状態に戻すこと。
 セキュリティ管理策を含め、システム機能をテストすること。
 システムをネットワーク又は他の外部システムに接続すること。
 代替装置を首尾よく運用すること。
3.2.6.4 再構築フェーズ
再構築フェーズにおいては、復旧活動が終結され、通常の運用が組織の施設に戻される。
主システムの再構築が行われ、かつ、テストが完了するまでの間は、不測事態対応間の副
システムが運用を継続する。
再構築フェーズにおいては、次に示す主要活動が行われる。
 電力、水、電気通信、セキュリティ、空調、事務室備品、補給品などのインフラ支
援を確実に実施する。
 詳細な再構築手順に従ったシステム・ハードウェア、ソフトウェア及びファームウ
ェアのインストールを行うこと。
 ネットワーク・コンポーネント及び外部システムとの接続及びインタフェースを確
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立すること。
 システム運用のテストを行い、機能の完全性を保証すること。
 不測事態対応間の副システム上の運用データをバックアップし、再構築された主シ
ステムにアップロードすること。
 不測事態対応間の副システムをシャットダウンすること。
 不測事態対応間の運用を終結すること。
 不測事態対応サイトにおける全てのセンシティブな資料の保全、除去や移動を行う
こと。
 復旧要員を元の施設に再配置すること。
3.2.6.5 計画の付録
計画の付録には、計画本文にない主要な詳細事項について記載する。これらの情報は、
ITCP の理解に不可欠なものであり、システム固有の技術的、運用的及び管理的側面が反
映される。しかしながら、システム共通の事項もあり、それらは次に示すとおりである。
 不測事態対応計画立案チーム要員の連絡先
 オフサイト保管及び代替サイト連絡先を含む、ベンダー契約情報
 システム復旧又はプロセスに対する標準運用手順及びチェックリスト
 システム運用の支援に必要なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、その
他の資源に係る装置及びシステム要求事項リスト
 ベンダーとの SLA、他組織との互恵協定、その他重要な記録
 代替サイトに係る説明及び指示事項
 ビジネス影響分析(BIA)（システムの各エレメントについて、それらの相互関係、リ
スク、優先順位及び影響に係る重要な情報が含まれる）
3.2.7

テスト、訓練及び演習計画

ここでは、次の 3 つの事項について述べる。
 テスト、訓練及び演習の定義
 不測事態対応計画のテスト
 不測事態対応計画の訓練
3.2.7.1 テスト、訓練及び演習の定義
テスト、訓練及び演習に対する明確な定義が、国家標準技術院の特別出版物「情報技術
計画及び能力に対するテスト、訓練及び演習プログラム・ガイド(NIST SP 800-84, Guide
to Test, Training, and Exercise Programs for IT Plans and Capabilities, September
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2006)」に記述されているので、次に紹介する。NIST SP 800-84 が示す情報技術(IT)計画
に不測事態対応計画(ITCP)が含まれることはいうまでもない。
 テスト：テストは、適格性を付与する測定基準を利用した評価用ツールであり、IT
計画に明示された環境下で、IT システム又はシステム・コンポーネントの運用性を確
認するために実施される。ITCP の場合、復旧やバックアップ運用のテストが該当する。
 訓練：訓練は、IT 計画に示された要員を対象とし、その役割事項と責任事項に関す
る周知徹底及びスキル向上を目的として実施される。これにより、IT 計画に係る演習、
テスト及び実際の緊急事態発生時に備えることが可能となる。
 演習：演習は、IT 計画の一つ又はそれ以上の側面の実行可能性を確認するため、緊
急事態をシミュレートして行われる。演習においては、IT 計画に役割事項と責任事項
が付与された要員が集まって、計画の内容を確認する。これには、緊急事態発生時に
おける要員の役割事項と対応に係る討論(クラスルーム(卓上)演習)、シミュレートされ
た運用環境下における対応の実施(機能演習)、又は実際の運用環境を利用せずに他の手
段による対応の確認がある。演習は、例えばあるサイトが火災により損害を受けたな
ど、特定のシナリオに基づいて実施される。
3.2.7.2 不測事態対応計画のテスト
不測事態対応計画(ITCP)のテストの実施は、実行可能性のある不測事態対応能力の確認
に不可欠である。テストにより、ITCP の欠陥事項が明らかにされ、それを是正すること
ができる。したがって、ITCP の各要素についてテストを実施し、個々の復旧手順の的確
性、及び ITCP 全体の効果性を確認する必要がある。
不測事態対応計画のテストにおいて実施すべき項目としては、次がある。
 バックアップ媒体を利用した代替プラットフォーム上でのシステム復旧
 復旧チーム間の調整
 内外部との接続性
 代替装置利用時のシステム性能
 通常運用の回復
 通知手順
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、テストの実施から最も効果的な結果を導出する
ため、個々のテスト項目に対して明確な目的及び成功基準を定めたテスト計画を策定する
ものとする。
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3.2.7.3 不測事態対応計画の訓練
不測事態対応計画(ITCP)において役割事項と責任事項が付与された要員に対する訓練
の実施は、テストを補完する側面も有する。
訓練の実施の究極的な目的は、不測事態対応要員が実際に文書の助けを必要とせず、そ
れぞれの復旧手順を実行できるようにすることである。これは災害の程度にもよるが、最
初の数時間は実施手順の利用ができないかもしれないことに対処するためでもある。
不測事態対応要員は、次の事項について訓練を受けるものとする。
 計画の目的
 チーム間の調整及び意思疎通
 報告手順
 セキュリティ要求事項
 チームに特有のプロセス(通知/開始、復旧、及び再構築フェーズ)
 個々の責任事項（通知/開始、復旧、及び再構築フェーズ)
3.2.8

不測事態対応計画の維持

不測事態対応計画(ITCP)を効果的なものとして維持するためには、システム要求事項、
手順、組織構成及びポリシーを正確に反映した即応態勢が確保されていなければならない。
IT システムは、ビジネス・ニーズ、技術の向上、又は新たな内外部ポリシーの頻繁な変更
に伴うものである。したがって、ITCP のレビューを実施し、これら変更に追随させるこ
とが不可欠となる。一般原則としては、ITCP はその正確性及び完全性に関して、年 1 回
又は重要な変更が ITCP の要素に及ぶ場合はその都度、レビューするものとする。また、
連絡先リストなどは、より頻繁なレビューが必要となる。
ITCP のレビューに際しては、最小限、次の要素について行うものとする。
 運用要求事項
 セキュリティ要求事項
 技術的手順
 ハードウェア、ソフトウェア、その他の装置（種類、仕様、数量）
 チーム・メンバーの氏名及び連絡情報
 代替サイト及びオフサイト・ベンダーの連絡先を含む、ベンダーの氏名及び連絡情
報
 代替サイト及びオフサイトに対する要求事項
 重要な記録(電子的及びハードコピー)
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は支援情報についても評価を行い、当該情報が最新

3-28

のものであり、かつ、システム要求事項に適切に合致し続けていることを確実なものとし
なければならない。これらの情報には、次が含まれる。
 テスト項目を含む、代替サイトの契約書
 オフサイトにおける保管の契約書
 ソフトウェア・ライセンス
 覚書又はベンダーSLA
 ハードウェア及びソフトウェアの要求事項
 システム相互接続に係る取り決め事項
 セキュリティ要求事項
 不測事態対応ポリシー
 訓練及び意識向上の資料
 テストの範囲
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3.3

計画立案の際の技術的考慮事項

NIST SP 800-34 の「第 5 章 不測事態対応計画立案における技術的考慮事項(Technical
Contingency Planning Consideration)」は、IT システム不測事態対応計画立案の際の技
術的考慮事項について述べており、不測事態対応計画立案者が IT システムの種類に応じ
た特定の技術的不測事態対応戦略の選定、策定及び導入を行う際の助けとなるものである。
ここでは、NIST SP 800-34 に示されている技術的考慮事項を要約するとともに、その
中から、特に昨今話題となっているデータのバックアップについて説明することとする。
なお、NIST SP 800-34 の第 5 章において技術的考慮事項の対象となっている IT プラッ
トフォームは、次の 7 種である。
 デスクトップ・コンピュータ及びポータブル・システム
 サーバー
 ウェッブ・サイト
 ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)
 ワイド・エリア・ネットワーク(WAN)
 分散システム
 メインフレーム・システム
3.3.1

技術的考慮事項の要約

不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、IT 不測事態対応計画(ITCP)の立案時におけるシ
ステム復旧戦略計画を立てる際に、次に示す 2 つの観点から技術的対策事項を考慮するも
のとする。
 不測事態に対応する考慮事項は、不測事態に対応する解決策を補完するための技術
的要求事項又は要素について論ずること。
 不測事態に対応する解決策は、技術的事項に基礎を置くものであり、不測事態対応
戦略の導入に利用されるものとする。
表 3.3-1 は、不測事態対応に当たっての考慮事項及び解決策をまとめたものである。
なお、これらについての細部は、NIST SP 800-34 第 5 章の関連するサブ項目を参照さ
れたい。
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表 3.3-1：不測事態対応戦略のまとめ
ﾃﾞｽ

サ

ｳｪ

L

W
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メ

ｸ

｜
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A

A

散

イ

ト

バ

ﾌ ﾞ

N

N

シ

ン

ッ

｜

・

ス

フ

プ

サ

テ

レ

／

イ

ム

｜

携

ト

ム

帯

・

シ

シ

ス

ス

テ

テ

ム

ム

不測事態対応の考慮事項
システム、構成及びベンダー情報の文書化

X

個人によるデータ・バックアップの推奨

X

X

X

X

X

X

X

X

正確なコード、プログラム及び文書化
不測事態対応解決策とセキュリティ・ポリシーの調整

X

X

X

X

X

X

X

不測事態対応解決策とシステム・セキュリティ管理策の調整

X

X

X

X

X

X

X

X

支援インフラの不測事態の考慮

X
X

ホット・サイト及び互恵協定の考慮
X

インシデント対応手順との調整

X

ベンダーとの調整

X

X

X

ベンダーSLA の設定
PC 上のデータ保存に係るガイダンスの提供

X

ハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器の標準化

X

X

バックアップ媒体のオフサイト保管

X

X

ソフトウェアのオフサイト保管

X

X

システム、アプリケーション、データのバックアップ

X

X

コンポーネント間の相互連接性の確証

X

X

X
X

X
X

不測事態対応の解決策

X

単一故障点(SPOF)の明確化

X

X

イメージ・ディスク
重要コンポーネントへの耐障害性の導入

X

負荷平衡の導入

X
X

重要コンポーネントへの冗長性の導入

X

X
X
X

X

X

保管解決策の導入

X

リモート・アクセスと無線技術の統合

X

監視

X

データの複製
代替ハード・ドライブの利用

X

無停電電源装置の利用

X
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X

X

X

X

X

3.3.2

データのバックアップ

IT 不測事態対応には、データのバックアップが必須である。組織の業務を支援する IT
システムの役割にもよるが、データのバックアップをどのようにすべきかについては、組
織の IT システムへの依存度がますます高まる中、その業務継続成否の要ともなりつつあ
る。
不測事態が発生した場合、情報処理装置や構成品は、例え破壊され利用不能になったと
しても、取得、リースなどによる代替が可能であるが、データが破壊された、つまりデー
タの記憶装置が故障又は破壊された場合は、業務の継続のための IT システム支援は不能
となってしまうのである。すなわち、IT 不測事態対応において、データに真に要求される
のは可用性ということになる。つまり、必要不可欠なのは、可用性を達成するためのデー
タのバックアップであり、どの程度の可用性を求めるかによる技術的手段の選択であり、
そしてニーズに対応する費用対コストとの兼ね合いをどうするかということである。
昨今では、このデータのバックアップ技術が進展しており、様々な解決策が提案されて
いる。NIST SP 800-34 は、このバックアップに関し、特にサーバーについて詳細な説明
を行っている。以下は、その要約と解説である。
なお、NIST SP 800-34 が出版されたのが 2002 年であることから、現在のデータ・スト
レージ技術はさらに進歩している。例えば、デ・デュープリケーションや RAID6 の出現
などである。とはいえ、以下に紹介する技術は今なお健在であり、極めて有用なものであ
る。
3.3.2.1 システム・バックアップ手法
システム・バックアップの手法には、次の 3 つがある。
 フル・バックアップ
 増分バックアップ
 差分バックアップ
これらの概要及び欠点は、表 3.3-2 のとおりである。
なお、システム構成及び復旧要求事項にもよるが、これら 3 つの手法の組合せもある。
例えば、フル・バックアップを週末に実施し、毎終日の夕方に差分バックアップを実施す
る方法が考えられる。
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表 3.3-2：システム・バックアップの概要と欠点
種

類

フル・バックアップ

概

要

欠

点

フル・バックアップは、ディス

フル・バックアップに要する時

ク上又はフォルダー内において

間が長くなる。さらに、(システ

バックアップの選定がされたす

ム・ファイルなどのように)頻繁

べてのファイルを記録する。バッ

に変わることのないファイルの

クアップされたすべてのファイ

フル・バックアップは、過度かつ

ルが単一の媒体又は媒体セット

不要な媒体保管容量増の要求と

に記録されるので、特定のファイ

なる。

ル又はファイル・グループの位置
決めは簡単である。
増分バックアップ

増分バックアップは、最後のバ

増分バックアップからシステ

ックアップ時点以降に、新規作成

ムを復旧させるには、最後のフ

又は変更されたファイルを記録

ル・バックアップの記録媒体、及

する。増分バックアップは、フ

びその後に新規作成又は変更さ

ル・バックアップに比べ、より効

れたファイルの記録媒体を順次

率的な保管媒体の利用とバック

復旧させねばならず、時間が長く

アップ時間の削減ができる。

なるとともに、復旧手順が多くな
る。

差分バックアップ

差分バックアップは、最後のフ

増分バックアップに比べると、

ル・バックアップ時点以降に、新

最後のフル・バックアップからの

たに作成又は変更されたファイ

差分ファイル(データ量)がバック

ルのすべてを、バックアップの度

アップの度に増加することから、

に差分フィルとして記録する。フ

バックアップ所要時間が長くな

ァイルの復旧には、最後のフル・ る。
バックアップ及び最新の差分フ
ァイル媒体だけが必要となるこ
とから、増分バックアップに比
べ、少ない媒体で済むことにな
る。

3.3.2.2 サーバー・バックアップ・スケジュールの策定
サーバーのバックアップ・スケジュールを策定する際の考慮事項は、次のとおりである。
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 媒体の保管場所
 バックアップ・データの種類
 バックアップ実施の頻度
 緊急事態発生時のバックアップ検索の迅速性
 媒体回収を許可された者
 媒体回収の所要時間
 媒体の届け先
 媒体からのデータ回復を行う者
 媒体のラベル付け要領
 媒体の保管期間
 媒体がオンサイトに保管される場合、媒体保護のための環境的管理策
 適切なバックアップ媒体
 代替サイトで利用される媒体読取装置の種類
バックアップ媒体の保管は、セキュアなオフサイトで、かつ、環境的管理策が講じられ
た場所にすべきである。オフサイト場所の選定に際しては、オフサイトまでの時間、バッ
クアップ媒体のアクセス容易性、物理的保管制限事項、及び契約条件が考慮されるものと
する。重要なことは、オフサイトに保管してある媒体を定期的に回収のうえ、記録内容を
テストすることにより、バックアップが正しく行われたことを確証することである。また、
緊急事態の発生時において所望のデータを確実かつ迅速に識別できるよう、媒体へのラベ
ル付けを行うものとする。
3.3.2.3 データ損失に対する考慮
オフサイトに保管されたバックアップ媒体を利用してシステムを復旧することができる
が、最後のバックアップ時点以降に追加又は変更されたデータは、当然のことながら、中
断又は災害発生に伴って失われることになる。このようなデータ損失の潜在的可能性に対
しては、サーバーに対する不測事態対応解決策として、ディスク ･ミラーリング、
RAID(Redundant Array of Independent Disks)、ロード・バランシングなどの冗長解決策
により補完する必要がある。
以下に、これらについての概要を示すに当たって、サーバー不測事態対応解決策の可用
性の観点からの相対的比較を図 3.3-1 に示す。この図に示す「高可用性」では、データ損
失又はサーバー中断時間が分単位を、
「低可用性」では、サーバーの復旧が日単位を要する
ことを示している。

3-34

ヴァーチャライゼーション
NAS/SAN

ロード･バランシング
エレクトロニック・
ボールティング
システム･
バックアップ

RAID

低可用性

高可用性

図 3.3-1：サーバーの不測事態対応解決策及び可用性

(1) RAID
RAID は、複数のハード・ディスクを組み合わせて、仮想的な１台のハード・ディスク
装置として運用する技術である。これにより、ディスク･ドライブ及びディスク･コントロ
ーラーの故障が見せかけ上は隠され、ディスクの冗長性及び耐障害性が備えられることか
ら、MTBF が減少することになる。つまり、RAID は、複数のディスク･ドライブにデー
タ記憶を分散させることから、その性能及び信頼性が向上することになるのである。RAID
は、ミラーリング、パリティ及びストライピングの 3 種のデータ冗長技術を利用するもの
であるが、これらの技術の利用方法により、RAID0～RAID6 の RAID レベルが存在する。
不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、要求事項に照らし合わせ、これら RAID レベルの
いずれか又は組み合わせを利用することになる。RAID はディスクの冗長性を提供する効
果的な戦略であるが、電源など、サーバーを構成する他の重要パーツに対する冗長性を備
えさせることが重要である。また、効果的な予防策を講ずるためには、短期間の停電や電
圧変動に対処するための無停電電源装置(UPS)の導入が必要となる。
(2) HP Electronic Vaulting Services：
HP Electronic Vaulting Services（エレクトロニック・ヴォールティング）は、自動的
に遠隔バックアップを行い、災害後などでにおいても任意の場所でデータが復旧可能な環
境を提供するものである。エレクトロニック・ヴォールティングは、補足的なデータ・バ
ックアップ機能を提供する技術と同様のものであり、通信リンクを介して遠隔地にあるテ
ープ・ドライバーでバックアップを行うものである。リモートでのジャーナリング12、及
12

ジャーナル：journal。コンピュータや通信機器の稼働中に、半自動的に行われる通信記録、更新履歴
などの情報をいう。ジャーナル・ファイルや、ログ・ファイルとも呼称される。システムに障害が発生し
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び任意の場所でデータを復旧可能な環境を提供するエレクトリック・ヴォールティングに
より、バックアップとバックアップの間にサーバーが損害を受けた場合に、復旧時間の短
縮化及びデータ損失の削減化が可能となる。情報システムをエレクトロニック・ボールテ
ィング・プロバイダーに接続することにより、オフサイトにおいて自動的にバックアップ
を行うことが可能となる。この技術では、サーバーにおける定期的なバックアップ間に、
データの変更がある都度、データがエレクトロニック・ヴォールティングに伝送されるの
である。一般に、これらバックアップ間の伝送データは、エレクトロニック・ジャーナリ
ングと言われている。
(3) サーバー・ロード・バランシング(server load balancing)
サーバー・ロード・バランシングは、サーバー及びアプリケーションの可用性を高める
ものである。ロード・バランシングにより、共通のアプリケーションが稼働中のサーバー・
グループ中にトラフィックがダイナミックに分配されることから、いずれのサーバーも満
杯になることはない。この技術を利用することで、これらサーバー・グループは、ネット
ワークに対して単一のサーバーとみなされることになる。ロード・バランシング・システ
ムは、各サーバーをモニターして、最良のトラフィック・ルートを決定することで性能及
び可用性を高めることから、ある一つのサーバーがトラフィックによって満杯になること
はないのである。ロード・バランシングの導入に当たっては、あるサイト内における複数
のサーバー間、又は異なるサイトのサーバー間でも可能である。したがって、異なるサイ
ト間にロード・バランシングを導入すれば、一つ以上のサイトが運用し続ける限り、アプ
リケーション運用が継続されることになる。このように、ロード・バランシングは、シス
テムの可用性に対する要求事項にもよるが、実行可能な不測事態対応策になり得るもので
ある。
(4) ヴァーチャライゼーション(virtualization)
ヴァーチャライゼーション(仮想化)の概念は、物理的に複数の記憶装置を組み合わせて
一つの論理的な仮想記憶装置を作り上げるプロセスであり、単一の記憶プールとして、ネ
ットワーク・アプリケーション、オペレーティング・システム及びユーザーに提供するも
のである。このような記憶の仮想化の利点は、ネットワークの中断時間を必要とすること
なく記憶装置の追加が可能なこと、故障したサーバー又は記憶装置の記憶量を再配分する
ことが可能なこと、及びサーバーの要求事項を満足させるため、あるサーバーに割り当て
られた記憶を容易に作成、削除又は拡張することが可能なことである。
このヴァーチャライゼーション技術は、ネットワーク・アタッチド記憶(Network
Attached Storage: NAS)環境及びストレージ・エリア・ネットワーク(Storage Area
たときやデータが事故などで消失したときに、その原因究明や復旧に利用される。
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Network: SAN)環境を補完するものである。
以下にこれら NAS 及び SAN の概要を示すが、ヴァーチャライゼーション、NAS 及び
SAN は、クライアント/サーバー・アーキテクチャーから引き離してデータ・セントリッ
ク・アーキテクチャーに移行させるものである。したがって、システム・マネージャがデ
ータ・セントリック・アーキテクチャーの導入を考慮している場合は、当該技術の利点及
び欠点、並びにシステム・マネージャのデータ・セントリック・ネットワークに対するニ
ーズについて検討すべきであるとされている。
NAS
ネットワーク・アタッチド記憶(NAS)は、ネットワークに直接接続することができるデ
ータ記憶装置であり、ハード・ディスクを内蔵したファイル・サーバーとしての機能をも
つ。NAS 環境は、ファイル・オリエンテッドであり、複数のサーバーに対する共通の記憶
領域を提供するものである。また、NAS 環境は、ファイル共有、又はウェッブ及びメール・
サービスなどのファイル・サーバー・アプリケーション又は記憶に有効なものである。NAS
装置又はサーバーは、最小限のオペレーティング・システムにより作動することができ、
データの移動を容易にするよう設計されている。ファイル・オリエンテッド・プロトコル
を利用することで、どのようなオペレーティング・システム上のアプリケーション、又は
事実上どのようなオペレーティング・システムを利用しているユーザーも、NAS へのデー
タ伝送、又は NAS からのデータ受信が可能となる。
SAN
ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)は、高速度、高性能ネットワークであり、異
なるオペレーティング・システムのコンピュータが一つの記憶装置を介して送受信するこ
とができるものである。NAS に比べ SAN は、ブロックでのデータ・アクセスを行うとと
もに、NAS のファイル・オリエンテッド・トラフィックとは対照的に、記憶及びバックア
ップ・トラフィックを取り扱うよう構築されたものである。SAN は、ローカル又はリモー
ト(限定された距離内)のいずれでも可能であり、一般的には、ファイバー・チャネルを介
してサーバーと送受信を行う。SAN による解決策は、データの記憶を LAN の外側に移動
させることで、バックアップ・データが高速度のテープ・ドライブに伝送することができ
る。したがって、分散及び中央集権化されたバックアップ・アーキテクチャーが行ってい
るようなネットワーク資源への影響を及ぼすことがないのである。
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3.4

不測事態対応計画の様式例

NIST SP 800-34 の「付録 A 不測事態対応計画の様式例(Sample IT Contingency Plan
Format)」は、不測事態対応計画(ITCP)を作成する際のテンプレートを示している。この
テンプレートを見ると、ITCP の全体像及び具体像が明らかになると思われることから、
理解し易いように翻訳して次に示すこととする。

付録 A
IT 不測事態対応計画のサンプル例
ここに示すサンプル例は、IT 不測事態対応計画(ITCP)を作成する際のテンプレートを示
すものである。このテンプレートはガイドとして示すものであることから、不測事態対応
計画立案調整者(CPC)が ITCP を作成するに場合、システムの不測事態対応要求事項を満足
させるとともに、組織のポリシーを遵守するため、必要に応じて変更を加えるものとする。
ただし、実際に役立つと思われる事項については、該当する項目についての詳細な指示事
項を本テンプレートで示すこととする。ある項目においては文章が示されているが、その
意図は、おそらく当該項目中に記述されると思われる情報の種類を提案するだけのもので
ある。また、その文章は包括的なものでないことから、組織及びシステムの考慮事項に合
わせて変更を加えるものとする。ITCP には「公的利用限定」などの適切なセキュリティ標
記を行い、保全に留意するものとする。

1 序論
1.1 目的
この{システム名称}不測事態対応計画は、{システム名称}の中断に引き続く復旧活動手順
を規定するものである。この計画に対して、次に示す目標が設定されている。
 次に示す 3 フェーズから構成される確立された計画により、不測事態対応活動の効果
性を最大発揮する。
¾

通知/開始フェーズ：損害の検知及びアセスメント実施、及び計画を開始させる。

¾

復旧フェーズ：暫定的な IT 運用を復旧させるとともに、元のシステムの損害を
回復させる。

¾

再構築フェーズ：IT システム処理能力を通常運用に戻す。

 通常運用の中断期間が長引く{システム名称}に対して、その処理要求事項を果たすた
めに必要な活動、資源及び手順を明らかにする。
 指定した{組織の名称}の職員に対して責任事項を付与するとともに、通常運用の中断
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期間が長引く{システム名称}を復旧させるためのガイダンスを示す。
 不測事態対応計画立案戦略に参加する他{組織の名称}スタッフとの調整を確実なもの
とする。不測事態対応計画立案戦略に参加する外部の連携先及びベンダーとの調整を確
実なものとする。
1.2 適用
{システム名称}不測事態対応計画は、{組織名称}の{システム名称}を{主設置場所の住所}
における運用と同じように復旧して再開するための必要な機能、活動及び資源に対して適
用するものである。{システム名称}不測事態対応計画は、{組織名称}、その他 2.3 項の責任
事項に明らかにされた{システム名称}に関連する全ての要員に適用するものである。
{システム名称}不測事態対応計画は、｛計画の目的｝を定めた｛計画の名称｝による支援
を受ける。本計画に略述された手順は、
｛計画の目的｝を定めた｛計画の名称｝との調整が
行われ、当該｛計画の名称｝を支援する。
1.3 範囲
1.3.1 計画の立案原則
計画の基礎を考え出すための様々なシナリオが考慮され、複数の仮定が設定された。本
計画の妥当性は、次に示す 2 つの主要原則に基礎を置くものである。
 {組織名称}の施設は州・市に所在するが、アクセスすることはできない。したがって、
{組織名称}は当該省に対する{システム名称}処理を行うことができない。
 州・市に所在する代替サイトの利用に係る有効な契約があり、{組織名称}の代替運用
施設として利用できる。
¾

｛組織名称｝は、同代替サイト建物及び IT 資源を利用し、元の施設へのアクセ
スを妨げる緊急事態発生の間、{システム名称}の機能を復旧させる。

¾

代替サイトにおいて指定されたコンピュータ・システムに対して、
｛システム名
称｝の情報処理を開始するようパラメータ設定が行われている。

¾

代替サイトは、通常運用に戻るまでの中断期間を通して、{システム名称}の復旧
及び処理を継続する。

1.3.2 仮定
1.3.1 項の原則に基づき、IT 不測事態対応計画を策定する際に次の仮定が利用された。
 {システム名称}は、{組織名称}のコンピュータ・センターにおいて運用不能の状態に
あり、48 時間以内に復旧することができない。
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 ｛システム名称｝の主要要員は明らかにされており、緊急事態発生時の対応及び復旧
に係る役割を果たすための訓練を受講済みである。彼らは、｛システム名称｝不測事態
対応計画を実行することができる。
 予防策(例：発電機、空調、防水シート、スプリンクラー・システム、消火装置、及
び消防署の支援)は、災害発生時、完全に利用可能である。
 ｛システム名称｝を支援するコンポーネントを含め、コンピュータ・センターの装置
は、停電の間においても 45 分～1 時間の電力を供給する無停電電源供給装置(UPS)に接
続されている。
 {組織名称}の元のサイトにおける｛システム名称｝のハードウェア及びソフトウェア
は、少なくとも 48 時間は利用することができない。
 現在のアプリケーション・ソフトウェア及びデータのバックアップは損傷を受けてな
く、オフサイト保管施設から入手することができる。
 {システム名称}の運用に必要とされる装置、接続及び能力は、州・市にある代替サイ

トにおいて利用可能である。
 緊急事態発生時のシステム復旧支援に係る｛システム名称｝のハードウェア、ソフト
ウェア、及び通信プロバイダーとのサービス取り決め事項が締結・維持されている。
本｛システム名称｝不測事態対応計画は、次の状況に対して適用されない。
 全般的なビジネス運用の復旧及び継続：ビジネス復旧計画(BRP)及び運用継続計画
(COOP)は、本計画の付録として添付される。
 要員の緊急避難：居住者非難計画(OEP)は、本計画の付録として添付される。
 さらなる制限事項は、本リストに追加される。
1.4 関連文書/要求事項
本{システム名称}不測事態対応計画は、次に示す｛組織名称｝の IT 不測事態対応計画立
案ポリシーに従う。

当組織は、72 時間を越える中断事態の発生時における重要な支援活動のニーズを満た
すため、不測事態対応能力を展開させるものとする。このような能力の実行に係る手順
は、公式の不測事態対応計画として文書化するとともに、少なくとも年 1 回のレビュー、
及び必要に応じた更新を行うものとする。対象となるシステムに責任を有する要員は、
不測事態対応手順履行のための訓練を受けるものとする。計画、復旧能力及び要員の対
応能力の弱点を明らかにするため、少なくとも年一回、テストを実施するものとする。
また、
｛システム名称｝不測事態対応計画は、次に示す連邦政府及び省のポリシーを遵守
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するものとする。
 コンピュータ・セキュリティ法(Computer Security Act of 1987)
 行政管理 予算局回状 A-130 連 邦政府情報 資源の管理 (Management of Federal
Information Resources)の付録Ⅲ：連邦政府自動情報資源のセキュリティ(AppendixⅢ
to OMB Circular No. A-130 (OMB C A-130)-Security of Federal Automated
Information Resources, November 4, 2003)
 連邦政府即応態勢通達第 65 号：連邦政府行政部門の運用継続（Federal Preparedness
Circular (FPC) 65, Federal Executive Branch Continuity of Operation (COOP), June
15, 2004, Office of National Security Coordination）
 大統領指令 67 号、立憲政府の持続と政府機能の継続(Presidential Decision Directive
67 (PDD67), Enduring Constitutional Government and Continuity of Government
Operation, October 1998)
 大統領指令 63 号、重要インフラ防護(PDD63, Critical Infrastructure Protection,
May 1998)
 連邦政府緊急事態管理庁・連邦政府対応計画(Federal Emergency Management
Agency(FEMA), The Federal Response Plan (FRP), April 1999
 政 府 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 改 革 法 (Government Information Security Reform Act,
October 30, 2000)13
 その他適用すべき連邦政府ポリシーを追加するものとする。
 その他適用すべき省のポリシーを追加するものとする。
1.5 変更記録
最終印刷後の本計画の変更は、次のとおりである。

変
頁 番 号

更

記

変更内容

録
変 更 日

13

署

名

2002 年、「連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information Security Management Act
(FISMA) of 2002)」に置き換わった。NIST SP 800-34 が出版されたのは 2002 年である。
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2 運用概念
2.1 システムの説明及びアーキテクチャー

システムのアーキテクチャー及び機能に係る説明を行う。運用環境、物理的場所、通常
のユーザー居場所、及び外部組織/システムとのパートナーシップについて述べる。バック
アップ手順など、復旧プロセスに重要な技術的考慮事項に係るあらゆる情報を含める。セ
キュリティ管理策及び通信接続を含め、アーキテクチャーの略図を示す。
2.2 継承順位
{組織名称}は、｛システム名称｝不測事態対応計画に対する意思決定権限の継続を確実に
するため、当該省に定められた順位と調整のうえ継承順位を定める。{組織名称}の最高情報
責任者(CIO)は、職員の安全及び本｛システム名称｝不測事態対応計画において文書化され
た手順の履行を確実なものとする責任を有する。CIO が全般に及ぶ権限者としての履行、
又は責任事項の継承者の指定ができない場合、副 CIO が当該権限を履行するものとする。

以下、同様に、継承順位に係る記述を行う。
2.3 責任事項
IT システムに影響を及ぼす不測事態発生に対応するため、次に示すチームが編成され、
訓練を受けている。
不測事態対応計画は、{システム名称}の復旧活動に参加させるため、複数のチームを編成
する。｛チーム名称｝は、{システム名称}のコンピュータ環境及びアプリケーションの復旧
に責任を有する。同｛チーム名称｝のメンバーには、{システム名称}に対する通常の運用及
び保守に責任を有する者も含まれる。｛チーム・リーダーの肩書き｝は、｛チーム名称｝を
監督する。
以下、各チームの責任事項、リーダーシップ、及び復旧活動間における他の関連チームとの連携に
係る記述を継続する。

システム復旧に係るチーム・リーダー間の関係、及び各チームのメンバーは、図 XX のと
おりである。

（復旧チームの階層構成図を挿入する。チームの名称及びリーダーを示すが、実際の要
員の名前は含めないこと）
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チーム別に、全般的な復旧目標及び具体的な責任事項を強調させて記述すること。それ
ら責任事項を果たすための細部手順を記述しないこと。それらの手順については、適切な
フェーズのセクションにおいて箇条書きして示す。
3 通知及び開始フェーズ
このフェーズは、{システム名称}の中断によってもたらされた損害の検知及びアセスメン
トの実施のための初期行動を対象とする。不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、事態のア
セスメント結果に基づいて計画を開始する。
事態発生時において、{組織名称}が実施すべき最優先順位事項は、通知及び開始手順
への移行に先立つ組織スタッフの健康と安全の保護である。
主要要員の連絡先情報は、付録 A に記載されている。通知の順序は、以下のとおりであ
る。
 最初の対応者は、不測事態対応計画立案調整者(CPC)に通知する。知り得た全ての情
報を、不測事態対応計画立案調整者(CPC)に伝えなければならない。
 システム管理者は、損害アセスメント・チーム・リーダーに連絡し、事態について知
らせる。不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、チーム・リーダーに対して、アセスメ
ント手順の開始を指示する。
 損害アセスメント・チーム・リーダーは、チーム・メンバーに連絡の上、下記に要点
を示したアセスメント実施手順の完結を指示し、損害の程度及び復旧見積もり時間を決
定する。安全性の問題から事態発生場所での損害アセスメントの実施ができない場合、

損害アセスメント・チームは、下記に示す要点に従う。
損害アセスメント実施手順

(次の活動を含む詳細な手順の要点を述べるものとする：中断原因の決定、さらなる中
断又は損害の可能性、損害を被った物理的区域と物理的インフラの状況、要交換装置を
含む IT 装置の機能と在庫数、及び通常運用復帰に要するサービス修復見積もり時間)
 不測事態対応計画立案調整者(CPC)から通知を受けた場合、損害アセスメント・チ

ーム・リーダーは、・・・・・
 損害アセスメント・チームは、・・・・
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代替アセスメント実施手順
 不測事態対応計画立案調整者(CPC)から通知を受けた場合、損害アセスメント・チ

ーム・リーダーは、・・・・・
 損害アセスメント・チームは、・・・・
¾

損害アセスメント・チーム・リーダーは、損害アセスメントが完了した場合、
結果を不測事態対応計画立案調整者(CPC)に通知する。

¾

不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、通知された結果を検討し、不測事態対
応計画を実行すべきか否か、及び移転が必要か否かを決定する。

¾

不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、アセスメント結果に基づき、関連する
場合は、警察署や消防署の緊急対応要員にアセスメント結果を通知する。

不測事態対応計画は、次に示す一つ又はそれ以上の基準に当てはまる場合、開始される。
1.

｛システム名称｝は 48 時間以上利用することができない。

2.

施設は損害を受け、24 時間以上利用することができない。

3.

その他関連する基準

 不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、不測事態対応計画が開始された場合、全ての
チーム・リーダーに通知し、事態の詳細及び移動が必要か否かについて知らせる。
 チーム・リーダーは、不測事態対応計画立案調整者(CPC)から通知を受けた場合、そ
れぞれのチーム・メンバーに通知する。チーム・メンバーは、関連する全ての情報につ
ついて知らされるともに、対応、及び必要な場合は移動の準備を行う。
 不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、オフサイトの保管施設に対して不測事態の発
生が宣言されたこと、及び必要な資材(損害アセスメントに基づく決定)を代替サイトに
運搬することを通知する。
 不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、代替サイトに対して不測事態の発生が宣言さ
れたこと、及び組織の受け入れ準備をするよう通知する。
 不測事態対応計画立案調整者(CPC)は、不測事態発生に係る一般状況を(通知手順によ
り)その他の要員に通知する。

4 復旧活動
この項は、代替サイトにおけるアプリケーションの復旧手順について規定するものであ
り、一方、他の活動は、元のシステムや能力の損害修復に向けられる。
次に示す手順は、代替サイトにおいて{システム名称}を復旧するためのものである。手順
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は、所要のチーム別に要点が述べられる。各手順は、効率的な活動を継続するため、示さ
れたとおりの順序に従って実施されるものとする。
復旧目標：ビジネス影響分析(BIA)によって決定された最初の復旧目標について明言す

る。この目標達成のための活動責任を有する各チームについて、そのチームの名称を明
言するとともに、関連する手順をリストにして示す。
 {チーム名称}
¾

チーム復旧手順

 {チーム名称}
¾

チーム復旧手順

 チーム名称}
¾

チーム復旧手順

復旧目標：BIA によって決定された第 2 番目の復旧目標について明言する。この目標

達成のための活動責任を有する各チームについて、そのチームの名称を明言するととも
に、関連する手順をリストにして示す。
 {チーム名称}
¾

チーム復旧手順

 {チーム名称}
¾

チーム復旧手順

 チーム名称}
¾

チーム復旧手順

復旧目標：(BIA によって決定された)残りの復旧目標について明言する。この目標達成

のための活動責任を有する各チームについて、そのチームの名称を明言するとともに、
関連する手順をリストにして示す。
5 通常運用への復帰
この項は、｛組織名称｝の元又は新たなサイトにおいて、{システム名称}を復旧させる
ために必要な活動について述べる。元の又は新たなサイトにおけるコンピュータ・セン
ターが復旧された場合、代替サイトにおける｛システム名称｝運用は元に戻されねばな
らない。通常運用復帰に対する目標は、代替サイトからコンピュータ・センターへの円
滑な運用の移行を行うことである。
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元の又は新たなサイトの復旧

所要のチームごとに元のサイトの復旧又はサイトに戻す手順の要点を示し、通常運
用に移行するものとする。IT 装置及び通信接続がテストされるものとする。
 {チーム名称}
¾

チームの復旧手順

 {チーム名称}
¾

チームの復旧手順

5.1 同時平行処理

元又は新たなサイトのシステムと連携してシステムを運用するため、所要のチームごと
に手順の要点を示すものとする。これらの手順には、元の又は新たなシステムが正常に機
能することの確認テスト、及び不測事態対応システムの優雅なシャットダウンが含まれる
ものとする。
 {チーム名称}
¾

チームの復旧手順

 {チーム名称}
¾

チームの復旧手順

5.2 計画の終了

代替サイトで利用された組織の全装置又はその他の資料を、センシティブ情報の取り扱
いに留意しつつ撤去するため、所要チームごとに手順の要点を示すものとする。資料、装
置及びバックアップ媒体に対して適切な梱包及びラベル付けを行い、適切な場所に移送す
るものとする。チーム・メンバーに対して、元の又は新たなサイトへの復帰を指示するも
のとする。
 ｛チーム名称｝
¾

チームのテスト実施手順

 ｛チーム名称｝
¾

チームのテスト実施手順
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6 計画の付録
付録として含むべきものは、システム及び計画の要求事項に基づくものとする。
 要員連絡リスト
 ベンダー連絡リスト
 装置及び仕様
 SLA 及び取り決め事項
 IT 標準運用手順
 ビジネス影響分析
 関連する不測事態対応計画
 緊急事態管理計画
 居住者避難計画
 運用継続計画
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4

米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態
ここでは、米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態について、次に示す 3

件の監査報告書に基づき説明する。
(1)

国土安全保障省監察総監報告「国土安全保障省情報システム災害復旧計画改善の

必 要 性 (Disaster Recovery Planning for DHS Information Systems Needs
Improvement, Department of Homeland Security, Office of Inspector General,
May 2005)」
(2)

国防総省監察総監報告「報告番号 D-2008-047、国防総省のミッション・クリテ

ィ カ ル 情 報 シ ス テ ム に 対 す る 不 測 事 態 対 応 計 画 （ Report No. D-2008-407,
Contingency Planning for DOD Mission-Critical Information Systems, Inspector
General, United States Department of Defense, February 5, 2008）」
(3)

米会計検査院米議会報告「連邦政府機関の情報セキュリティに向上が見られるが、

弱点はなお存続（GAO-08-571T, INFORMATION SECURITY, Progress Reported,
but Weakness at Federal Agencies Persist, March 12, 2008）」
第 1 章～第 3 章において、IT 不測事態対応計画の立案・履行に係る定義、法規類・標準・
ガイドライン、そして構築要領を紹介した。このような IT 不測事態対応に係るインフラ
が整備されていることから、その実態はさぞや立派なものであろうと想像できる。しかし
ながら、その実態は本章に述べるとおり必ずしも十分とは言えず、むしろ愕然・唖然とさ
せられるようなものであった。
以下に、上記 3 件の報告書を基に、次の記述要領でその実態をまとめる。
(1)

監察結果の要約：監察の対象組織及び監察結果の要約を示す。

(2)

監察指摘事項：具体的な監察指摘事項を示す。

(3)

要求事項：IT 不測事態対応計画の立案、履行、報告などの要求事項に係る規定に

ついて、その概要を示す。
(4)

勧告事項：監察総監による勧告事項を示す。

(5)

所見：筆者の見解を示すものであり、各監察報告に述べられている見解ではない。

この所見の内容を反映したのが、第 5 章の「5.3 米国からの教訓」である。
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4.1

国土安全保障省監察総監監査報告

ここでは、2005 年 5 月に行われた国土安全保障省監察総監報告「国土安全保障省情報
システム災害復旧計画改善の必要性(Disaster Recovery Planning for DHS Information
Systems Needs Improvement, Department of Homeland Security, Office of Inspector
General, May 2005)」に基づき、国土安全保障省の主要 10 組織の災害発生に伴って運用
される代替施設の計 19 について、とりわけ同組織の必須機能を支援する情報システムに
係る災害復旧代替施設の取得及び管理の状況をまとめたものである。
なお、国土安全保障省の災害復旧計画には、第 1 章において紹介した「運用継続計画
(COOP)」及び「IT 不測事態対応計画(ITCP)」が含まれる。
4.1.1

監察結果の要約

国土安全保障省監察総監は、2003 年 11 月～2004 年 12 月の間に国土安全保障省の IT
災害復旧能力に係る監察を行い、以下に示す監察結果を得た。
4.1.1.1 監察対象
監察の対象となったのは、国土安全保障省の主要組織であり、それら組織が本来備える
べき代替施設の即応態勢、並びに災害復旧に必要な運用継続計画文書及び不測事態対応計
画文書の完全さであった。第 2 章において紹介したように、米連邦政府機関は代替施設を
保有することが義務付けられており、代替施設の有無及びその内容に関しては重要な監査
項目となっている。
監察の対象となった 10 組織の名称、並びにそれら組織の代替施設、運用継続計画文書
及び不測事態対応計画文書の数は、表 4.1-1 のとおりである。
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表 4.1-1：監察対象となった組織、並びに代替施設、COOP 文書及び CP 文書の数
組

織

の

名

称

関税・国境警備局
(Customs and Boarder Protection
連邦法執行訓練局
(Federal Law Enforcement Training Center)
交通安全局
(Transportation Security Administration)
連邦緊急事態管理庁
(Federal Emergency Response Agency)

代替施設

COOP 文書

CP 文書

3

―

1

3

1

―

1

2

―

4

1

―

1

1

2

2

3

12

2

―

2

1

―

―

1

1

1

1

1

3

19

10

21

合衆国入国管理・関税取締局
(U.S. Immigration and Custom
Enforcement)
情報分析・インフラ防護局
(Information Analysis and Infrastructure
Protection)
国土安全保障省管理局
(DHS Management Directorate)
監察総監室
(The Office of Inspector General)
合衆国沿岸警備隊
(The United States Coast Guard)
合衆国シークレット・サービス
(The United States Secret Service)
合

計

4.1.1.2 監察結果
監察結果の要約は、次のとおりである。
 79％(15/19)の代替施設は、代替サイトとしての設備が整えられていなかったか、又
は代替サイトとして不完全な状態であった。
 21％(4/19)の代替施設は、代替サイトとしての設備が整えられていたが、それらのサ
イトにおけるテスト結果は欠陥事項を示しており、重要な IT システムの復旧の意に添
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わないものであった。
 運用継続計画及び不測事態対応計画に係る計 31 文書について審査した結果、81％
(25/31)の文書に欠陥事項があった。
 また、42％(13/31)の文書は、未完成状態であった。
上記監察結果から、国土安全保障省のほとんどの代替サイトは「任務継続のための必須
機能遂行能力を妨げる潜在的可能性があり、サービス中断に対処できる態勢になっていな
い」と判断できる。
4.1.2

国土安全保障省の要求事項

国土安全保障省の構成組織が運用継続計画及び不測事態対応計画を策定し維持すること
を求めている関連ガイダンスは、次の 4 件である。
(1) 連邦政府即応態勢通達：連邦政府行政部門の運用継続（Federal Preparedness
Circular (FPC) 65, Federal Executive Branch Continuity of Operation (COOP),
June 15, 2004, Office of National Security Coordination）
(2) 行政管理予算局回状 A-130 連邦政府情報資源の管理(Management of Federal
Information Resources)の付録Ⅲ：連邦政府自動情報資源のセキュリティ(Appendix
Ⅲ to OMB Circular No. A-130 (OMB C A-130)-Security of Federal Automated
Information Resources, November 4, 2003)
(3) 国家標準技術院・特別出版物第 800-34 号：IT システム不測事態対応計画立案ガイ
ド(NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for Information Technology
Systems, June 2002)
(4) 国土安全保障省出版物 4300、ポリシー・ガイド、パート A、センシティブ・シス
テム(DHS 4300.Pub, Volume Ⅰ, Policy Guide, Part A, Sensitive Systems, v0.9,
February 7, 2003
(1)、(2)及び(3)の文書については、第 1 章で紹介したとおりである。
国土安全保障省は、上位の法律や大統領指令などを具体化した(1)のガイダンスを作成し
た。これを強化・補完する位置づけとして、(2)、(3)及び(4)14のガイダンスがある。これら
ガイダンスの内容を見る限り、組織における運用継続計画及び不測事態対応計画の立案、
策定後の維持について内容的に十分な記述がされていることから、ガイダンス上の何らか
の問題が履行側の態勢確保に支障を及ぼすことはないと思われる。

14

DHS 4300 Pub については、その添付文書である要求事項対応マトリックス（DHS IT Security
Handbook, Attachment A—Requirement Traceability Matrix, Version 2.0, December xx, 2003）をイン
ターネット上に検索することはできたが、本文であるこの文書については公開されていない。
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4.1.3

監察指摘事項

監察の結果、次の 3 件が指摘された。
(1) 不適切な災害復旧サイト(代替サイト)
(2) 改善を要する災害復旧文書
(3) 組織全体に及ぶ災害復旧プログラムの欠如
以下に、これら 3 件の監察結果について、その概要を示す。
4.1.3.1 不適切な災害復旧サイト(代替サイト)
監査を行った国土安全保障省(DHS)の 10 組織が保有する 19 の災害復旧サイト(代替サイ
ト)は、利用不可、完全な運用態勢にない、又は明らかな欠陥事項があるかのいずれかであ
った。つまり、DHS の業務遂行能力に潜在的な影響を及ぼすサービスの中断に対処するた
め、脅威への対応又は災害の影響軽減を意図した DHS の代替サイト 19 施設のすべてに、
適切な能力上の欠陥があったことになる。
特に、19 の選定された監査対象施設のうちの 6 施設（32％）に関しては、明らかに復
旧サイトが存在していなかった。これら監査対象の 6 施設には、合計 383 のサーバー及び
9 つのメインフレームが設置されているのである。
また、DHS の構成組織は災害復旧サイト(代替サイト)を頼みの綱としているが、19 施
設のうちの 9 施設(47％)は完全な運用態勢を備えていなかった。これら 9 施設には、合計
500 のサーバーが設置されているのである。代替サイトが完全な運用態勢を備えていなか
ったとする根拠は、元の施設の機能復旧に必要とされる資源が備わっていなかったことに
よるものである。
さらに、運用可能な災害復旧サイトを保有し、かつ、災害復旧計画のテストを実施した
のは、19 施設のうちの 4 施設(21％)だけである。これらの 4 施設には、合計 8 つのメイン
フレーム及び 390 のサーバー設置されている。とはいえ、これら運用可能とされている 4
施設における災害復旧テストの結果は欠陥事項を示しており、重要なシステムの復旧に意
に添わない影響を及ぼすことが明らかとなっている。
監査報告書は「DHS は、災害発生に伴うミッション必須サービスの中断を最小限にすべ
く、DHS の復旧サイトにおいて、これらサービスを支援する重要な IT システムを迅速に
復旧できるようにしなければならない。このような適切な災害復旧能力がなければ、小規
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模の中断又は大規模な災害が、DHS の必須サービス遂行能力に影響を及ぼすことになるの
である」と結論付けている。
4.1.3.2 改善を要する災害復旧文書
災害復旧関連計画の文書として、特に各構成組織の運用継続(COOP)及び不測事態対応
(CP)計画を監査の対象としている。
この文書監査の結果、ほとんどの計画文書(29 文書。94%)は、ガイダンスの要求事項を
満足するものではなかった。特に、表 4.1-2 に示すように、監査対象とした総計 31 文書の
うち、13(42％)の計画文書は未完成であり、20(65％)の計画文書はガイダンスを遵守した
ものではなかった。
表 4.1-2：災害復旧関連計画文書の適切性
文書の区分
運用継続
(COOP)
不測事態対応
(CP)
合計

レビュー文書数
10
21
31

未完成の文書数

ガイダンス遵守文書数

欠陥文書数

3

7

8

(30％)

(70%)

(80%)

10

13

21

(48%)

(62%)

(100%)

13

20

29

(42%)

(65%)

(94%)

適切な運用継続(COOP)及び不測事態対応(CP)計画は、運用中断に際して、ミッション
必須機能が遂行されるというかなりの保証を DHS 管理者に示すものである。適切な災害
復旧関連の文書がないと、DHS は予め定められた時間内に、それら必須機能の遂行を支援
する重要な IT システムを立ち上げることが困難となる。
(1) 運用継続(COOP)計画文書の監査結果
10 の運用継続計画文書のうちの 7 文書(70％)は FPC 65 を遵守したものであったが、特
に欠陥事項がなかった文書は 2 文書(20％)だけであった。他の 8 文書(80％)は、FPC 65 を
遵守してはいるものの、
ドラフト段階か又は内容に欠陥事項があるものが 5 文書、及び FPC
65 に遵守したものではなく、かつ、ドラフト段階か又は欠陥事項があるものが 3 文書とな
っていた。
結論として、全体の 80％は、何らかの欠陥事項（内容的に不正確、最新の状態に維持さ
れてない、又は FPC 65 の要求事項の一部に応えた内容を含んでいないかのいずれか又は
その組み合わせ）をもっていたことになる。
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(2) 不測事態対応計画(CP)の監査結果
IT システムに係る不測事態対応計画(CP)について、国家標準技術院の「IT システム不
測事態対応計画立案ガイド(NIST SP 800-34)」に従って立案されたのは、21 不測事態対応
計画文書のうちの 13 文書(62％)であった。しかしながら、そのいずれもが、完成された文
書であっても何らかの欠陥事項を含んでいるか、又はドラフト段階で、かつ、欠陥事項を
含んでいるかであった。
したがって、NIST SP 800-34 を遵守し、かつ、内容的に満足し得る不測事態対応計画
は皆無ということになる。特に、不測事態対応計画の立案プロセスにおける最も重要な「ビ
ジネス影響分析(BIA)」を行っていた文書は、たった 1 文書だけであった。また、NIST SP
800-34 によらない文書についても、その完成又は未完成状態によらず、何らかの欠陥事項
を含んでいた。
結論として、21 の不測事態対応計画文書のすべてが、満足し得るものでなかったことに
なる。
4.1.3.3 組織全体に及ぶ災害復旧プログラムの欠如
DHS は、重要な IT システムに対する災害復旧能力の調整及び向上を目的とした、DHS
組織全体に及ぶプログラムを未だに導入していない。監査対象となった施設の災害復旧プ
ログラムは、いずれも不適切なものであった。さらに、これら施設の管理責任を有する
DHS 構成組織は、明らかとなった IT 災害復旧に係る欠陥事項を自組織内で是正しようと
していた。しかしながら、これらの組織のいくつかは、適切な災害復旧能力を導入するた
めの必要な予算又は資源の見通しがたっていなかったのである。
監査報告書は「すべての DHS 構成組織における災害復旧の弱点は、DHS 組織全体に及
ぶ災害復旧の解決策が導入されるまで、完全に解決されることにはならないと思われる」
と結論付けている。
4.1.4

勧告事項

監察総監は、監察結果に基づき、次の 3 つの勧告事項を述べている。
(1) 勧告事項 1 (災害復旧プログラムの導入及び予算措置)：ミッション遂行に重要な役
割を果たすシステムに対して、組織全体に及ぶ災害復旧プログラムを導入するため、
必要な予算措置を講ずること。
(2) 勧告事項 2 (システム開発時の災害復旧能力の考慮)：新たなシステムの計画立案及
び計画履行時において、災害復旧能力を含めることを要求すること。
(3) 勧告事項 3 (政府標準の遵守)：ミッション遂行に重要な役割を果たすシステムに対
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する災害復旧関連文書は、現在の政府標準に従って完成させること。
4.1.5

所見

4.1.5.1 運用継続計画と不測事態対応計画の関係
国土安全保障省の災害復旧計画には、運用継続計画(Continuity of Operations Plans:
COOP)及び不測事態対応計画(Contingency Plans: CP)の両者が含まれている。このうち、
本調査研究が対象としている IT 不測事態対応計画は、NSNTISSI の用語の解によれば、
この不測事態対応計画(CP)に属するものである。しかしながら、監察総監報告を見る限り、
COOP と CP とを明確に区分した取り扱いとはなっていない。このことからも、運用継続
計画(COOP)と IT 不測事態対応計画(ITCP)は、密接不離な関係にあるといえる。より明確
に言えば、「ITCP のない COOP は、現在の情報化社会において存在し得ない」と判断さ
れる。
4.1.5.2 組織全体に及ぶ災害復旧プログラムの制定
米連邦政府の方針事項である運用継続の履行に関しては、大統領令や大統領指令に明示
され、それら要求事項のすべてが具体化された形で FPC 65 に盛り込まれている。また、
不測事態対応計画についても、連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA)の要求事項の履
行に当たってのガイドが、具体的な例示を含め、国家標準技術院のガイダンス(NIST SP
800-34)に詳細に述べられている。
したがって、DHS 構成組織が運用継続計画及び不測事態対応計画を策定し維持するに当
たっては、これら 2 つのガイドを遵守するだけで十分と思われ、これにより組織は十分な
災害復旧のための能力を確保できるはずである。
にもかかわらず、監察結果は、全文書(31 件)のたった 6％を占める 2 つの運用継続計画
文書だけを合格とした。他の不測事態対応計画を含む 29 文書は不合格としたのである。
どうやら、構成組織に適切な災害復旧に係る適切な文書を策定させるとともに、テスト、
訓練及び演習の実施結果に基づく見直しや更新を適切に行わせるには、単にガイダンスが
備わっていればよしとするものではなく、上位管理者による厳正な管理が必要と判断され
る。このためには、勧告事項 1 のとおり、DHS 全体に及ぶ災害復旧プログラムを策定し、
しかるべき責任者を割り当てるとともに、構成組織におけるプログラムの履行状況をモニ
ターしつつ、適時適切な管理を行う必要があると思われる。
4.1.5.3 新たなシステムの計画立案及び履行時における災害復旧能力の付与
この件は、勧告事項 2 に関するものであるが、すでに同様のことが国家標準技術院のガ
イダンス(NIST SP 800-34)に、システム開発ライフサイクルに不測事態対応計画を盛り込
むことの利点として、次のように述べられている。
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不測事態対応計画立案は運用及び維持フェーズに関連する活動であるが、不測事態対応
手段はコンピュータ・システムのライフサイクルにわたる全フェーズにおいて具体化され、
かつ、統合されるべきものである。このアプローチに従えば、不測事態対応計画立案に係
る全コストの削減、不測事態対応能力の強化、及び不測事態対応計画が導入された場合の
システム運用に及ぼす影響の低減を図ることができるのである。

すでに、情報システムの開発に際し、セキュリティ要求事項を含めることについては常
識化されている。今後は、IT 不測事態対応における予防策としての災害復旧能力が要求事
項として追加されるべきであろう。この予防策は、システムの MTBF を向上させるため、
ある程度はシステム要求事項としてこれまでも考慮してきたものが含まれる。これからは、
MTBF から IT 不測事態対応態勢へと観点をシフトアップし、情報システムとしての対災
害復旧能力向上を図ることが望まれる。
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4.2

国防総省監察総監監察報告

2008 年 2 月に公表された国防総省監察総監報告「報告番号 D-2008-047、国防総省のミ
ッション・クリティカル情報システムに対する不測事態対応計画（Report No. D-2008-407,
Contingency Planning for DOD Mission-Critical Information Systems, Inspector
General, United States Department of Defense, February 5, 2008）」から、436 の国防
総省ミッション・クリティカル情報システムを対象に、その不測事態対応計画の策定状況、
内容の要求事項への満足状況、及びテスト実施状況について行った監察結果を紹介する。
なお、
「ミッション・クリティカル情報システム」とは「情報保証評価・承認(Information
Assurance Certification and Accreditation)プロセスが要求されているシステムであり、
かつ、当該情報システムの機能喪失が戦闘作戦中断の原因となるか、又は戦闘作戦のミッ
ション支援を損なわせるもの」と定義されている。また、情報保証評価・承認プロセスと
は、
「情報システムのシステム開発ライフサイクルを通じ、セキュリティ要求事項の評価を
行い、その結果に基づいて運用承認者がシステム運用の承認、却下又は暫定運用の承認を
行うプロセス」である。そして、この評価・承認プロセスには、不測事態対応計画の策定
及び定期的テストの実施が求められているのである。
4.2.1

監察結果の要約

国防総省監察総監は、2007 年 1 月～2007 年 10 月の間に、国防総省のミッション・ク
リティカル情報システムの不測事態対応計画に係る監察を行い、以下に示す監察結果を報
告している。
なお、監査チームは、国防総省の 436 のミッション・クリティカル情報システム母集団
からサンプルとして 240 システムを選定し、これらに対する監査を行い、統計学的手法を
用いて 436 のシステムに対する予測を行った。
この 436 のシステムの内訳は、陸軍の 110、
海軍の 97、空軍の 85、海兵隊の 50、その他の DoD 構成組織の 94 システムである。
4.2.1.1 監察対象
監察対象となったサンプル・システムは、表 4.2-1 に示す 2007 年 1 月 24 日時点の 240
の国防総省ミッション・クリティカル情報システムである。
表 4.2-1 の「不測事態対応計画(CP)」欄の各項目の意味は、次のとおりである。
 「策定と報告」
：対象となったシステムについて「不測事態対応計画を策定した」と
当該組織が DITPR15に報告しているもの。
 「要求を満足」
：監察チームが、不測事態対応計画立案要求関連文書に基づいて当該
15

DITPR(DoD Information Technology Portfolios Repository)：国防総省情報技術(IT)ポートフォリ
オ・リポジトリ。詳細については、次項(4.2.1.2)に記述する。
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組織が策定した不測事態対応計画をレビューし、要求事項が満足されていると判断し
た情報システム。
 「テスト実施と報告」
：対象となったシステムについて「システムの不測事態対応計
画をテストした」と、当該組織がその最終テスト期日を付して DITPR に報告している
もの。
表 4.2-1：監察対象組織、対象システムの数

構成組織の名称

対象システム数

不測事態対応計画(CP)
策定と報告

要求を満足

テスト実施と報告

陸軍

60

50

29

58

海軍

54

48

16

54

海兵隊

26

26

0

26

空軍

50

50

10

48

合衆国輸送司令部

14

14

13

14

合衆国戦略司令部

1

1

1

1

ASD(NII)CIO

1

1

1

1

BTA

1

0

1

1

DCMA

1

1

0

1

DISA

21

19

14

19

DLA

5

5

5

5

DTRA

3

2

2

2

MDA

1

1

0

1

TRICAREMA

2

2

2

2

240

220

94

233

合計
凡例：

BTA: Business Transformation Agency(ビジネス改革庁)
DCMA: Defense Contract Management Agency(防衛契約管理庁)
DISA: Defense Information Systems Agency(国防情報システム庁)
DLA: Defense Logistics Agency(国防兵站庁)
DTRA: Defense Threat Reduction Agency(国防脅威削減庁)
MDA: Missile Defense Agency(ミサイル防衛庁)
TRICAREMA: TRICARE Management Agency(管理庁)
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4.2.1.2 国防総省情報技術ポートフォリオ・リポジトリ(DITPR)
「国防総省情報技術ポートフォリオ・リポジトリ(Department of Defense Information
Technology Portfolio Repository: DITPR)」は、「国防総省のすべてのビジネス IT システ
ムに対する IT ポートフォリオ管理のための情報共有スペース」として指定されているリ
ポジトリである。このリポジトリは、国防総省副長官による覚書「国防総省情報技術ポー
トフォリオ・リポジトリ(DCIO Memorandum, March 17, 2005, Department of Defense
(DoD) Information Technology Portfolio Registry (DITPR))」に基づき構築されたもので
ある。その後の改版を通じて、現在では「連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA)など
の法規類が求める報告要求事項に対し、国防総省としての公式かつ非秘密のデータ源」と
なっている。そして国防総省の各構成組織は、定められた報告手順に従い、自組織の管轄
下にある情報システムの特定データを、DITPR のデータ・フィールドに挿入することにな
っているのである。この DITPR 挿入データの一部として、不測事態対応計画の策定の有
無、不測事態対応計画の最新のテスト実施日などがある。
監察総監の監査チームは、この DITPR から 240 のシステムをサンプルとして選定し、
そのデータを基に監査を行ったのである。
4.2.1.3 監察結果
監査チームは、不測事態対応計画、不測事態対応計画テスト文書及び DITPR 情報を、
第 2 章で紹介した国防総省訓令 DoDD 5144.1、国防総省達 DoDI 8500.2、及び国防総省
達 DoDI 5200.40 と国防総省マニュアル 8510.1-M(現 DIACAP16)、並びに 2006 年度
FISMA ガイダンス17及び 2006 年度 DITPR ガイダンス18の関連文書と比較し、文書監査
を行った。さらに監査チームは、陸軍、海軍及び空軍の CIO 事務局情報保証担当者にイン
タビューし、その内容の確認を行った。
監査チームは、DITPR 情報に対する事実内容と関連文書との比較・確認を行い、不測事
態対応計画立案に係る DITPR 上の情報は信頼に値しないものであることを明らかにした。
そして監査チームは、これら 240 のサンプル・システムの監査結果に基づき、情報保証評
価・承認プロセスが求められている 436 のミッション・クリティカル情報システムについ
て統計学的手法を用い、次のように予測した。
(1) 264 のシステム(61%)は、不測事態対応計画に必要なものが欠けていたか、又は同
システム所有者が計画の存在を示す証拠資料の提供ができなかった。
(2) 358 のシステム(82%)に不測事態対応計画があったが、テストが実施されていなか
16

DIACAP: DoD Information Assurance Certification and Accreditation Process。DoDI 5200.40
(DITSCAP) の改定版として、監察実施間に制定された。詳細については、第１章を参照されたい。
17 2006 年度 FISMA ガイダンス：2006 年度 FISMA 報告のための要領を記述したもの。
18 DITPR ガイダンス：DITPR に報告すべきデータについて、その要領を記述したもの。
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ったか、又は同システム所有者がテスト実施の証拠資料を提供できなかった。
(3) 410 のシステム(94%)は、誤ったテスト情報を DITPR に報告していた。
(4) 37 のシステム(8%)は、誤った不測事態対応計画情報を DITPR に報告していた。
4.2.2

監察指摘事項

監査報告書における結論として、監察総監は指摘事項を次のように述べている。

DoD のミッション・クリティカル情報システムは、システム不測事態対応計画の策定及
びテストなくして、混乱又は破局的な事象の間に戦闘作戦を支えることは不可能と思われ
る。ミッション・クリティカル情報システムが完全に喪失された場合は、戦闘作戦の中断
原因になると判断される。
ASD(NII)/DoD CIO は、包括的な DoD 不測事態対応計画立案ポリシーを制定するまでの
間、各 DoD 構成組織が情報システム不測事態対応計画を策定する際に、国家標準技術院の
特別出版物(NIST SP 800-34)に従うことを義務付けるべきである。
DoD 構成組織の CIO は、マネジメント・コントロールを履行し、システム所有者が DITPR
に報告する際、とりわけミッション・クリティカル情報システムに対しては、システム不
測事態対応計画の策定状況を確認すべきである。同様に、構成組織の CIO は、システム所
有者がシステム計画に示された繰り返しテストを行っていることを確実にするためのマネ
ジメント・コントロールを履行すべきである。
以下に、DITPR 情報の不適切さ、マネジメント・コントロールの不在、並びにポリシー
及びガイダンスの制定に関し、監査報告書を基にしてその詳細を紹介する。
4.2.2.1 DITPR 情報の不適切さ
DITPR 情報の不適切さは、結果的には「DoD が不測の事象からのシステム復旧に必要
な手順をもち、かつ、定期的に同手順をテストしているか否かに関し、議会及び行政予算
管理局(OMB)に対して誤った情報を提供していた」ことになる。ところで、この DoD の
DITPR は、DoD の情報技術システムのセキュリティ状況を行政管理予算局(OMB)及び議
会に報告する唯一の手段であり、他の議会報告要求事項に対しては無論のこと、FISMA
報告の編集にも利用されている。したがって、DITPR 情報が不正確かつ不完全であるとい
うことは、DoD、行政管理予算局(OMB)及び議会による管理監督のデータベースとしての
有効性を逓減させ続けるものとなる。DoD が、DITPR 内の構成組織提供の情報に対して
効果的な内部統制を導入しない限り、DoD による情報システムのセキュリティ状況報告の
有効性は継続的に損なわれ、結果として、DITPR 情報は信頼に値しないものとなってしま
う。
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4.2.2.2 マネジメント・コントロールの欠如
以下に示す監査の結果は、マネジメント・コントロールの不在を物語るものである。
なお、この監査結果の数値は、240 のサンプルされたミッション・クリティカル情報シ
ステムから、436 のミッション・クリティカル情報システムに対する監査結果を統計学的
に予測したものである。
(1) 436 の DoD ミッション・クリティカル情報システムのうちの 264 のシステム所有
者(61%)が、それぞれのシステムに対する不測事態対応計画を策定していなかったか、
又は証拠を提供できなかった。システム所有者が提供した不測事態対応計画は、内容
及び完全さの程度において様々であった。
(2) 436 のミッション・クリティカル情報システムのうちの 358 システム(82％)は、テ
ストが実施されていなかったか、又はテストを実施したとする証拠の提供ができなか
ったものである。
240 のサンプルとして選定されたミッション・クリティカル情報システムに対する監査
結果は、構成組織の CIO がシステム所有者の不測事態対応計画立案要求事項への遵守を確
実なものとするための、マネジメント・コントロールを履行していなかった証拠を示して
いた。つまり、構成組織の CIO は、システム所有者が実行可能な不測事態対応計画を策定
すること、その計画が承認されること、及びその計画が現実的にかつ現況下においてテス
トされることを確認していなかったのである。この点に関し、監査報告では次のように指
摘している。

監査の結果明らかとなったこのようなセキュリティ上の重大な弱点を考慮するならば、
DoD 構成組織の CIO は、構成組織レベルの是正処置計画・里程標を作成すべきである。2006
年度の FISMA ガイダンスは、構成組織 CIO 及びシステム所有者に対し、彼らが運用し管
理するプログラム及びシステムに対して、是正処置計画・里程標の策定、履行及び管理を
求めている。是正処置計画・里程標は管理ツールであり、システム所有者が除去しなけれ
ばならないシステム・セキュリティの弱点、及びセキュリティの弱点を軽減するための是
正処置事項及び里程標を明示した文書である。また、2006 年度の FISMA ガイダンスによ
れば、システム所有者は、レビューの間に明らかとなった情報技術セキュリティの弱点に
ついても、是正処置計画・里程標を作成すべきであるとされている。システム所有者は、
明らかにされた不測事態対応計画立案に係る弱点を除去するため、是正処置計画・里程標
を作成すべきである。
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4.2.2.3 ポリシー及びガイダンスの制定
監察報告書は、DoD 構成組織間における不測事態対応計画の策定及び定期的なテスト実
施の混乱状況の主な要因として、ポリシー、ガイダンス及び策定要領が制定されていない
ことを掲げ、次のように指摘している。
① DoD 不測事態対応計画立案ポリシー
ASD(NII)/CIO は、不測事態対応計画立案のための包括的なポリシーを確立していない。
現在の DoD 不測事態対応計画立案ポリシーは、断片的なものであり、かつ、システム所有
者による不測事態対応計画の策定に必要な包括的なポリシーを提供するものではない。
DITSCAP(現在は DIACAP)は、不測事態対応計画をシステム所有者に求めているものの、
その要領を示していない。DoDI 8500.2 は、同計画に係るいくつかの側面におけるテスト
実施をシステム所有者に求めているが、システム所有者が実施しなければならないテスト
の種類も、またシステム所有者が結果を文書化することも明示していない。さらには、
DITPR データ・ディクショナリーは、本来、システム所有者が各 DITPR データ・フィー
ルドに報告すべき細部を詳細に説明するものであるが、不明瞭なものとなっている。取り
分け、2007 年 1 月 31 日付け版の DITPR データ・フィールドは、「不測事態対応計画テス
ト日」をシステム所有者がシステム不測事態又は COOP を最後にテストした日付としてい
る。言い換えれば、DITPR データ・フィールは、「不測事態対応計画」及び「COOP」の
用語を互いに取り替え可能なものとして使用しているのである。しかしながら、これらの
用語は、本来、異なった意味を持つものである。不測事態対応計画はシステム運用を復旧
するものであり、一方の COOP はミッションと組織の運用を復旧するものである。DITPR
がシステム情報に係る DoD のリポジトリであることから、我々は、DITPR データ・フィ
ールドを、DoD 構成組織が最後に実施した不測事態対応計画のテスト日付を入力するもの
と理解している。DITPR データ・フィールド及びデータ・ディクショナリーが、用語を互
いに取り替え可能なものとして利用していることから、我々は、不測事態対応計画と COOP
間の違いについて、システム所有者が混乱をきたしているものと理解している。我々の結
論は、システム所有者がそれぞれのシステムに対する計画を策定したことを立証する目的
で我々に提供した文書に基づくものである。具体的に言うと、多くのシステム所有者は、
我々のデータ要求に対して、システムの不測事態対応計画の代わりに、司令部の COOP を
提供したのである。
② 不測事態対応計画立案に係る DoD 構成組織のガイダンス
陸軍、海軍、空軍、合衆国戦略司令部、合衆国運輸司令部、防衛調達管理庁、防衛脅威
削減庁、ミサイル防衛庁及び TRICARE 管理組織は、DoD 全体に係る不測事態対応計画立
案ポリシーが欠如している中で、それぞれが不測事態対応計画立案に係るガイダンス形式
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の文書を出版している。陸軍、海軍、空軍及び TRICARE 管理組織は、2002 年 6 月に出版
された国家標準技術院特別出版物「情報技術システムの不測事態対応計画ガイド(NIST SP
800-34)」を引用し、システム不測事態対応計画策定の際に利用することを勧告している。
SP 800-34 は、基本的な計画立案原則及び慣行を明らかにするとともに、効果的な IT 不測
事態対応計画の策定及び維持の助けとなっている。
いくつかの DoD 構成組織が NIST SP 800-34 の利用を勧告している事実にもかかわら
ず、ASD(NII)/CIO は、その利用を公式に義務付けることもなく、また、DoDD 5144.1 に
従 った包括的な DoD 不 測事態対応 計画立案ポ リシーも確 立していな いのであ る 。
ASD(NII)/CIO は、DoD 構成組織による NIST SP 800-34 の履行を求めるか、又は DoD 情
報システムに対する包括的な不測事態対応計画立案ポリシーを制定すべきである。また、
ASD(NII)/CIO は、DoD 構成組織にする不測事態対応計画立案の際の訓練プログラムを制
定すべきである。この訓練プログラムは、システム所有者による不測事態対応計画の着実
な策定及びテストの実施を確実にするものとなる。
③ 国防総省ミッション・クリティカル情報システムの不測事態対応計画立案
我々は、サンプル抽出の結果に基づき、436 の DoD ミッション・クリティカル情報シス
テムのうち、358 のシステムが不測事態対応計画のテストを実施しなかったか、又は実施
したとする証拠を提出することができなかったと予測した。2003 年 2 月 6 日付の DoDI
8500.2「情報保証(IA)履行」は、システム所有者に対して、システムのミッション保証カテ
ゴリー(Mission Assurance Category: MAC)19に基づき、不測事態対応計画のテストを実施
することを求めている。また、システム所有者は、システムを MACⅠ、Ⅱ又はⅢのいずれ
かに指定することが求められている。この MAC は、DoD の目標及び目的に関連した情報
の重要性を指定するものであり、取り分け戦闘要員の戦闘ミッションの達成に焦点を当て
ている。
DoDI 8500.2 は、システム所有者に対し、MACⅠのシステムについては年 2 回、MAC
Ⅱ及びⅢのシステムについては年 1 回のテストを行うことを求めている。2006 年 4 月 4 日
付けの DoD CIO 覚書「2006 年度連邦政府情報セキュリティ管理法に係る国防総省ガイダ
ンス(Department of Defense (DoD) Federal Information Security Management Act
(FISMA))」は、システム所有者に対し、テーブルトップ20又は機能的訓練21により彼らの不

19

ミッション保証カテゴリー(MAC)については、「2.7 DoDI 8500.2」を参照されたい。
テーブルトップ(tabletop)：テーブルトップ訓練参加者が、実際の復旧活動を行うことなく手順を流す
こと。テーブルトップ訓練は、2 つの訓練種類のうち、最も基本的かつ安価なものである。
21 機能訓練(functional exercise)：機能訓練には、シミュレーション及びウォーゲームが含まれる。一般
的にはロール・プレーヤー用の脚本が記述されており、外部組織との連絡を装うことが示されている。機
能訓練には、実際に代替サイトへの再配置を行うことを含めることができる。
20
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測事態対応計画をテストし、テスト結果を文書にすることを求めている。我々は、レビュ
ーを 2006 年度の FISMA ガイダンスに基づいて行った。なぜなら、DITPR 更新の締切日
が 2006 年 12 月 1 日であり、我々が監査実施声明を出し、かつ、我々の監査母集団を獲得
した 2007 年 1 月 24 日に最も近かったからである。また、DoD CIO は、我々が監査声明を
出し、かつ、監査母集団を獲得してから４か月が経過するまで、「2007 年度連邦政府情報
セキュリティ管理法(FISMA)に係る国防総省ガイダンス（2007 年 5 月 1 日）」を出さなか
ったのである。さらに、DoD CIO は、2006 年度の FISMA ガイダンスの一部として、シス
テム所有者が実施すべき不測事態対応計画訓練の種類に係る補足情報を含めるとともに、
システム所有者に訓練の文書化を求めたのである。しかしながら、DoD CIO は、その補足
情報を 2007 年度の FISMA ガイダンスから除いてしまったのである。

4.2.3

国防総省の要求事項

これまでの記述から明らかなように、不測事態対応計画に係る国防総省の要求事項を示
す主な関連文書は次のとおりである。
(1) 国防次官補・ネットワーク及び情報技術担当/DoD 最高情報責任者(DoDD 51441,
Assistant Secretary of Defense for Networks and Information Integration/DoD
Chief Information Officer (ASD(NII)/DoD CIO), May 2005)
(2) 情 報 保 証 履 行 (DoDI 8500.2, Information Assurance (IA) Implementation,
February 6, 2003)
(3) 国防総省情報保証評価・承認プロセス(DoDI 8510.01, DoD Information Assurance
Certification and Accreditation Process (DIACAP), November 28, 2007)
(4) 国防総省情報技術ポートフォリオ・リポジトリ(DCIO Memorandum, March 17,
2005, Department of Defense (DoD) Information Technology Portfolio Registry
(DITPR))
(5) 連邦政府情報セキュリティ管理法(Federal Information Security Management
Act (FISMA) of 2002)
(6) 国家標準技術院・特別出版物第 800-34 号：IT システム不測事態対応計画立案ガイ
ド(NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for Information Technology
Systems, June 2002)
これらの文書の内容は、(1)、(2)、(3)、(5)及び(6)については第 2 章で、また(4)について
は本章の 4.2.1.2 項で紹介したとおりであり、ここでは省略する。
これらの文書の記述内容を見る限り、実際にこれら文書に基づき不測事態対応計画を立
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案する立場から考えると、具体的な立案要領が欠如していることから、相当な困難が予想
される。さらに、436 のシステムを管理の対象にするならば、何らかの包括的なポリシー
や手順要領を示すガイダンスなどがない限り、ITCP に記述すべき項目、内容、程度など
の基本的な面において、国防省としてのミッション・クリティカル情報システムに対する
統一性確保の困難さが予想される。
4.2.4

勧告事項

監察総監は、ネットワーク・情報技術統合担当国防次官補/国防総省最高情報責任者
(ASD(NII)/CIO)及び国防総省の各構成組織の長に対して次のような勧告を行った。
これら勧告事項に対して、監察報告書には「ASD(NII)/CIO からの意見、及び被監査組
織からの回答が述べられているが、そのほとんどは勧告事項に対して原則的に同意するも
のであった」とされている。

勧告事項 1：我々は、ネットワーク及び情報技術統合担当国防次官補/国防総省最高情報責
任者(ASD(NII)/CIO)に対し、次を勧告する。
(1) DoD の構成組織に対し、不測事態対応計画の策定及びテストの実施の際に、2002
年 6 月付けの国家標準技術院特別出版物 800-34「情報技術システムの不測事態計画立
案ガイド」の利用を求めるか、又は包括的な DoD 不測事態対応計画立案ポリシーを出
版すること。
(2) 行政管理予算局(OMB)及び議会に対し、DoD の情報技術システムのセキュリティに
係るデータの正確性について、DoD が内部統制をもっていないことを通知すること。
並びに、明白に効果的な内部統制が適用されるまでの間、DoD 情報技術ポートフォリ
オ・リポジトリから引用したデータに基づくすべての報告書に対して、その旨の注意
書きを含ませること。
(3) 2007 年 5 月 21 日付けの DoD 最高情報責任者覚書「2007 年度 FISMA 報告国防総
省ガイダンス」及び同ガイダンスの全続編に対し、2006 年 4 月 4 日付けの DoD 最高
情報責任者覚書「2006 年度国防総省 FISMA ガイダンス」の補則に規定された不測事
態対応計画のテスト実施に係る情報を、補則事項として直ちにを出すこと。
(4) 2007 年 9 月 6 日付けの DoD 最高情報責任者覚書「2007－2008 国防総省情報技術(IT)
ポートフォリオ・リポジトリ(DITPR)及び国防総省 SECRET インターネット・プロト
コール・ルーター・ネットワーク(SIPRNET)IT レジストリー・ガイダンス」及び同ガ
イダンスの全続編に対して、次の補則を直ちに出すこと。
(ｱ) DoD 構成組織による DITPR への完全、正確かつ正式のデータ入力を確実にする
ため、DoD 構成組織が履行しなければならない自動化された管理策の明確化及び
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データ完全性ルールの種類を指定すること。
(ｲ) 不測事態対応計画と運用継続計画との違いを明らかにすること。
(ｳ) DITPR 及び DITPR データ辞書の「不測事態対応計画」及び「最近の不測事態訓
練」データ・フィールドから、運用継続計画の引用を削除すること。
(5) 情報システムの不測事態対応計画の策定、テスト実施及び承認を行う DoD 構成組織
責任者に対し、不測事態対応計画立案に係る訓練プログラムを導入すること。
勧告事項 2：我々は、ネットワーク及び情報技術統合担当国防次官補/国防総省最高情報責
任者(ASD(NII)/CIO)、ビジネス改革庁(Business Transformation Agency)長官、並びに陸
軍省、海軍省、空軍省、合衆国戦略司令部、合衆国運輸司令部、防衛契約管理庁、防衛情
報システム庁、防衛兵站庁、防衛脅威削減庁、ミサイル防衛庁及び TRICARE 管理庁の各
長官に対し、次を勧告する。
(1) システム所有者が、1997 年 12 月 30 日付の国防総省達 DoDI 5200.40「DoD 情報技
術評価・承認プロセス(DITSCAP)」及び 2002 年 6 月 22 日付けの国家標準技術院特別
出版物 NIST SP 800-34「情報技術システム不測事態対応計画立案ガイド」に従って、
不測事態対応計画を策定するよう求めること。
(2) 運用承認者、評価者、プログラム・マネージャ及びユーザー代表者が、情報システ
ム不測事態対応計画を承認するよう求めること。
(3) システム所有者に対し、現実的環境の下に、並びに 2003 年 2 月 6 日付けの国防総
省達 DoDI 8500.2「情報保証(IA)履行」及び 2006 年 4 月４日付けの DoD 最高情報責
任者覚書「連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA) 国防総省ガイダンス」に従い、
不測事態の繰り返しテストの実施を求めること。
(4) システム所有者が次を実施したことを確認するため、マネジメント・コントロール
を導入すること。
(ｱ) 1997 年 12 月 30 日付の国防総省達 DoDI 5200.40「DoD 情報技術評価・承認プロ
セス(DITSCAP)」及び 2002 年 6 月 22 日付けの国家標準技術院特別出版物 NIST
SP 800-34「情報技術システム不測事態対応計画立案ガイド」に従って、不測事態
対応計画を策定すること。
(ｲ) 2003 年 2 月 6 日付けの国防総省達 DoDI 8500.2「情報保証(IA)履行」及び 2006
年 4 月４日付けの DoD 最高情報責任者覚書「連邦政府情報セキュリティ管理法
(FISMA) 国防総省ガイダンス」に従い、不測事態の繰り返しテストを実施するこ
と。
(ｳ) 完全かつ正確なシステム情報により、DITPR の「不測事態対応計画」及び「最近
の不測事態対応計画テスト」データ・フィールドにデータを挿入すること。
(ｴ) システムの不測事態対応計画を策定及びテストしなかった、又は DITPR に完全、
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正確かつ正式の情報を入力しなかったシステム所有者に対し、罰則を適用するこ
と。
(ｵ) 該当する場合、DITPR へのデータ入力に利用する構成組織の情報システムに自動
化された管理策を実装し、空白データ・フィールド、システムとシステム情報の
重複報告、及び同様データ・フィールドへの異なる情報報告を防止すること。
(ｶ) 本報告の最終版出版後 90 日以内に、構成組織レベルの是正処置計画・里程標を作
成し、多くの構成組織のミッション・クリティカル情報システムが、不測事態対
応計画に係るセキュリティ弱点を持っていることを示すこと。
(ｷ) 本報告において不測事態対応計画立案に弱点を持つとされたシステム所有者に対
し、本報告の最終出版後の 90 日以内に、是正処置計画・里程標を策定させること。
(ｸ) 構成組織が自動化管理策を導入したか否かを含む DITPR 最高情報責任者覚書の
主張をレビューするとともに、構成組織情報システムのセキュリティ現況を評価
すること。情報保証専門家にインタビューし、DITPR 最高情報責任者覚書におけ
る情報が正確であることを確認すること。
(ｹ) ミッション・クリティカル及びミッション保証カテゴリーMACⅢに指定されたす
べてのシステムについてレビューし、その指定の合理性を明らかにすること。シ
ステム所有者に対し、システム・セキュリティ合意文書にこの指定の合理性の文
書化を求めること。

4.2.5

所見

4.2.5.1 全般
筆者はこれまで、米国、特に国防総省の情報セキュリティに係る文書体系の充実さに尊
敬の念を抱いていた。情報セキュリティに関しては、国防総省各機関、各軍省及び各構成
組織へと、その組織レベルに応じて、その長の役割事項及び責任事項が明確に示されてい
る。これら責任事項が適切に果たされているなら、何ら問題は起こり得ないはずである。
国防総省の不測事態対応計画に係る今回の国防総省監察総監の監査報告は、この尊敬の
念を見事に打ち砕くものであった。国防総省各構成組織の CIO がその職責を果たしていな
いことや、組織の情報システム所有者が「運用継続計画(COOP)」と「不測事態対応計画
(CP)」とを取り違えるなどは、これまでの私の認識からは考えられないものであった。構
成組織の一部には、構成組織のガイダンスとして NIST SP 800-34 を推奨しているが、そ
れも徹底されていないように思える。
「FISMA 報告は、組織に過大な文書作業を課すばかりであり、組織における真の情報
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セキュリティの確保を阻害している」との声も聞かれる昨今の米国の状況ではあるが、私
にはそのようには思えない。やるべきことを実施し、その記録をきちんと残すことは、法
律が規定するからではなく、情報セキュリティを維持する上で当然の行為と考えるからで
ある。
監査報告は「情報システムに対する情報セキュリティ要求事項とは何か別の、不測事態
対応のための新たな要求事項に対する取り組み方が周知徹底されていない」ということを
物語っていると思われる。また、従来からの運用継続計画との明確な区別がなされていな
いため、不測事態対応計画に何を記述すべきかが混乱しているとも思われる。
国防総省監察総監の監査報告から、私なりに気づいた 5 点を次に述べる。
4.2.5.2 DoDI 8500.2 の曖昧さ
DoDI 8500.2 情報保証履行は、ITCP の観点からは何ら具体的な規定がなされていない。
どちらかといえば、FPC65 に近い、つまり、運用継続計画(COOP)に近いものとなってい
る。NIST SP 800-34 を引用又は参考文献として推奨しているのならともかく、DoDI
8500.2 を見る限り、IT 不測事態対応計画の具体的なイメージが湧いてこない。DoDI
8500.2 は、IT に焦点を当てたものであるが、IT 不測事態対応計画に関する限り、その実
態は業務の継続(Operational Continuity)に焦点を当て業務継続/事業継続的なものである
ということである。
第 2 章に紹介したように、DoDI 8500.2 の運用継続に係る管理策は、可用性に係る要求
事項として 24 項目も規定されている。しかしながら、そのほとんどは、NIST SP 800-34
がガイダンスとして示している IT 不測事態対応計画に比べ、その対象とする範囲及び深
さにおいて極めて不十分なものである。むしろ、運用継続(COOP)そのもののように思え
る。このようなことからも、国防総省の監察総監に指摘されるまでもなく、国防総省の構
成組織における運用継続計画(COOP)と IT 不測事態対応計画(ITCP)の取り違え問題の発
生は、必然的なものであったことが想像できる。
4.2.5.3 IT 不測事態対応計画策定要領
情報システムの不測事態対応に関連した幹となる適用文書は「4.2.3 国防総省の要求事
項」に記述したように、既に制定されている。問題は「太い幹は定まっているが、大切な
細い幹及び枝葉が欠けている」ということ、つまり、具体的な情報システム不測事態対応
計画の策定、及び同計画のテストを含めた維持要領がないということである。細い幹や枝
葉がないので、国防総省の各構成組織は細い幹は考慮せず勝手な枝葉だけを付けることに
なってしまい、結果として緊急事態発生時におけるミッション遂行に様々な不都合をもた
らすこととなったのである。
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統一された具体的な策定・維持要領がなければ、組織間に勝手な解釈が生じ、結果とし
てミッション・クリティカル情報システムの不測事態対応に格差をもたらすことになる。
これでは、統合運用はおろか、各軍自体の運用にも不利益をもたらすことになる。その最
たる例が「運用継続計画(COOP)と不測事態対応計画(CP)の意味の取り違え」である。ど
ちらもミッション継続のための計画であるが、運用継続計画は司令部レベルのミッション
継続計画であり、不測事態対応計画はミッションを支援する情報システムに対する継続計
画である。不測事態対応計画とは、第 1 章の定義において述べたように、「情報システム
に対する緊急対応、バックアップ運用、及び災害復旧後に備える計画であり、緊急事態発
生の間、重要な資源の可用性及び運用継続の促進を確実なものとする」ものである。また、
国防総省の監察総監報告においては、不測事態対応計画を「暫定的な手段であり、緊急事
態又はシステムの中断発生後に、情報技術サービスを復旧させるものである」と定義して
いる。さらに、連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA)は、連邦政府機関の情報セキュ
リティ・プログラムに「中断又は大惨事事象の間における運用を継続するため、情報シス
テムの運用継続性に係る計画と手順を定める」ことを求めている。これはらのすべては、
情報システムに直接係るものであり、国家標準技術院の特別出版物(NIST SP 800-34)が示
すガイドラインの「情報技術不測事態対応計画」に合致するものである。
NIST SP 800-34 は、第 3 章において紹介したように、IT 不測事態対応計画の策定・維
持に関する極めて的確な実施要領を示している。国土安全保障省の場合とも同じであるが、
この程度の実施要領を国防総省のすべての構成組織に遵守させるべく、国防総省のミッシ
ョン・クリティカル情報システムの不測事態対応に係るプログラム(ガイダンスや要領)に、
NIST SP 800-34 又は同様のガイダンスを示すことが望まれる。
図 4.2-1 は、現存の幹となっている不測事態対応計画に係る文書とそれらの関係を示し
たものである。図中の点線で示したボックスが、監察報告書が勧告している細部事項を規
定するガイダンスに相当するものである。
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図 4.2-1：不測事態対応計画に係る文書の関連

4.2.5.4 陸軍のガイダンス
監査報告の「不測事態対応計画立案に係る DoD 構成組織のガイダンス」において、
「陸
軍、海軍、空軍及び TRICARE 管理組織は、2002 年 6 月に出版された「国家標準技術院
特別出版物(SP)800-34 情報技術システムの不測事態対応計画ガイド(NIST SP 800-34,
Contingency Planning Guide for Information Technology Systems, June 2002)」を引用
し、システム不測事態対応計画策定の際に利用することを勧告している。SP 800-34 は、
基礎的な計画立案原則及び慣行を明らかにし、効果的な情報技術不測事態対応計画の策定
及び維持の助けとなっている」との記述があった。
インターネット上に陸軍の不測事態対応計画立案に係るガイダンスが公開されていたの
で、その内容について紹介する。
文書名は、「米陸軍パンフレット 25-1-2 情報技術不測事態対応計画(Department of the
Army

Pamphlet

25-1-2,

Information

Management,

Information

Technology

Contingency Planning, November 16, 2006)」である。この文書は、NIST SP 800-34 は
無論のこと、第 2 章で紹介した「連邦政府即応態勢通達：連邦政府行政部門の運用継続
（Federal Preparedness Circular (FPC) 65, Federal Executive Branch Continuity of
Operation (COOP), June 15, 2004, Office of National Security Coordination）」を大々的
に取り込んで作成されている。このガイダンスの主な特徴は次のとおりである。
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 このガイダンスの目的は、陸軍の各組織の非戦術 IT サービス、製品及び支援の開発、
利用又は維持に対して、ITCP 立案に際しての運用手順及び実践的ガイダンスを定める
ものである。
 関連する法律、訓令・達、標準などを網羅して作成されている。したがって、細部
について確認する以外には、改めて関連文書を紐解く必要はない。
 運用継続(COOP)計画と不測事態対応計画(ITCP)との違いを明確に示している。つま
り、ITCP は事業継続計画(BCP)のビジネス・プロセスを支援する(包含される)もので
あること、及び COOP は組織の戦略的必須機能の維持を目的とするものであり、ITCP
との直接の関係はないということが、明確に定義されている。したがって、各構成組
織が COOP と ITCP とを混同するはずはあり得ないはずである。
 ITCP のテンプレートが付録として添付されており、ITCP の作成に際してのイメー
ジ作りが容易となっている。
このようなことから、陸軍の各構成組織がこのガイダンスを遵守する限り、監察総監の
監査チームによる指摘事項はあり得ないはずと思われる。この陸軍の事例からは、適切な
ガイダンスが整備されていたとしても、それだけでは十分でなく、その履行を促進かつ確
認する何らかの管理的な措置(マネジメント・コントロール)が必要であることが伺われる。
4.2.5.5 内部統制が不履行
筆者が今回、大きなショックを受けたのは、結果として「CIO 及び情報システムの運用
承認者が、その与えられた責任事項を全うしていなかった」ということである。当然のこ
とながら、各 CIO 及び運用承認者には、それぞれの役割事項及び責任事項が付与されてい
るはずである。
特に運用承認者は、情報システムに対するセキュリティ上の評価結果に基づき、同シス
テムの運用の可否を判断の上、運用を承認するか否かを決定する権限を有しているが、情
報システム運用の要とも言うべき不測事態対応計画に係る事項についてどう対応したので
あろうか？

不測事態対応計画の中核は、情報セキュリティの 3 要素(機密性、完全性及び

可用性)の一つである可用性である。したがって、不測事態対応計画の策定及びテストの実
施の確認は、運用承認者による情報システムの運用承認の可否判断に必須の事項ではなか
ろうか。
運用承認者には、
「情報システムの運用承認申請」に対して運用、運用却下又は暫定運用
の 3 つの選択肢が与えられている。しかしながら、この暫定運用承認が曲者である、と筆
者は考える。暫定運用承認は、情報システムの速やかな運用移行への必要性から、一部に
不具合を認めつつも、その不具合是正の完了期限を付して承認を行うものである。不測事
態対応に係る事項についても、情報システムの運用移行を急ぐあまり、暫定運用承認扱い
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で後送りされたのではなかろうか？
CIO が職責を果たしていなかった点も、私には理解できない。確かに、監察報告書に述
べられているように、細部についての内部統制がなかったことは認めるが、不測事態対応
計画を策定したかどうか、不測事態対応計画のテストを実施したかどうかなどの確認は、
その意志さえあればできたはずである。すべて、細部にいたるまできちんと決めるに越し
たことはないが、このような考え方は日本的感覚なのであろうか。
4.2.5.6 コミュニティ特有事項
一般的に、コミュニティ、特に軍の組織で、かつ、国防に直接係る情報システムを対象
にする場合、しかもその数が多い場合、不測事態対応に係るベースライン要求事項を履行
するための具体的要領を規定した取り決め事項は必須のものである。米軍の場合、ネット
ワークを中心とした戦いでの統合運用を掲げていることから、相互運用性の確保の観点か
らも、情報システムの不測事態対応に係る 4 軍統一の取り決め事項は、なおさら必須の事
項となるであろう。
このような取り決め事項は、軍に限ったものでもない。サイバースペースで相互に情報
を交換しつつビジネスを営むコミュニティ組織にとっても不可欠なものである。
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4.3

会計検査院報告

米会計検査院(General Accounting Office: GAO)が 2008 年 3 月 12 日付けで米議会に報
告した「連邦政府機関の情報セキュリティに向上が見られるが、弱点はなお存続
（GAO-08-571T, INFORMATION SECURITY, Progress Reported, but Weakness at
Federal Agencies Persist, March 12, 2008）」から、不測事態対応に係る米連邦政府機関
の実態を紹介する。
なお、この報告は 2007 年度における連邦政府機関の情報セキュリティに関するもので
あるが、このような報告は毎年行われているものである。
この報告の中で特に注目したいのは、連邦政府省庁・機関による FISMA 報告22の内容
と、それら組織とは独立した監察総監による報告内容とに齟齬があるということである。
米国では、監察総監は大統領から指名され、対象となる組織とは完全に独立の立場で監査
を行っており、情報セキュリティの監査についても、監察総監の実施事項となっている。
そして、行政管理予算局(OMB)が求めている FISMA 報告には、連邦政府機関からの報告
の他に監察総監からの報告も含まれており、両者を比較すればその齟齬の有無は歴然であ
る。
4.3.1

監察結果の要約

会計検査院(GAO)は、2008 年 2 月～2008 年 3 月の間、24 の主要連邦政府機関を対象に
情報セキュリティに監査を行い、以下に示す結果を得た。
4.3.1.1 監査対象
監査の対象となったのは、次に示す 24 の主要連邦政府機関である。
(1) 農務省
(2) 商務省
(3) 国防総省
(4) 教育省
(5) エネルギー省
(6) 保健社会福祉省
(7) 国土安全保障省
(8) 住宅都市開発省
(9) 内務省
(10) 司法省
(11) 労働省
22

FISMA 報告の細部については、「4.3.2 FISMA 報告」を参照されたい。
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(12) 国務省
(13) 運輸省
(14) 財務省
(15) 退役軍人省
(16) 環境保護省
(17) 共通役務庁
(18) 米航空宇宙局
(19) 米科学技術財団
(20) 核規制委員会
(21) 人事局
(22) 中小企業庁
(23) 社会保障局
(24) 国際開発局
また、レビュー対象となった主な文書は、次のとおりである。
(1) 2007 年度行政管理予算局 FISMA 報告(Office of Management and Budget FISMA
Report for Fiscal Year 2007)（行政管理予算局から議会への報告）
（これは、OMB が
各連邦政府機関からの報告をまとめて、議会に報告する文書である）
(2) 連邦政府機関からの FISMA 報告(連邦政府機関から行政管理予算局への報告)
(3) 監察総監からの報告(上記(2)に併せ、監察総監が行政管理予算局へ報告)
4.3.1.2 監査結果
監査結果の要約は、次のとおりである。
(1) 行政管理予算局の FISMA 報告に見る限り、連邦政府機関の情報セキュリティ状況
は、2006 年度に比べると 2007 年度においてさらに向上している（表 4.3-1 を参照。
これらのデータは、連邦政府機関から行政管理予算局に提出された FISMA 報告によ
る）。
(2) しかしながら、改善すべき情報セキュリティ上の弱点は多々ある(この弱点の一つと
して、
「主要情報システムに対する完全な運用継続計画23の維持が行われていない」と
いう指摘がある)。
(3) 複数の連邦政府機関からの FISMA 報告は、同機関の監察総監からの報告との間に

23

IT 不測事態対応計画のことである。確かに、FISMA においても「情報システムの運用継続」という
表現となっており、国防総省の構成組織による COOP と ITCP の取り違い原因の一つとなっているので
はなかろうか？
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齟齬を生じている。
表 4.3-1：FISMA 報告に見る連邦政府機関の情報セキュリティの向上
2006 年(%)

2007 年(%)

評価・承認プロセスにより運用承認を行ったシステム

88

92

セキュリティ管理策のテストを行ったシステム

88

95

不測事態対応計画のテストを行ったシステム

77

86

監

査

項

目

この表のデータは、行政管理予算局から議会への FISMA 報告によるものであり、同報
告にはこれ以上の細部について何ら記載されていない。この表を見る限り、2006 年度と
2007 年度とを比べると、数値上、情報セキュリティが向上しているように見える。これに
対して GAO は、さらに踏み込んだ監査内容を示している。

4.3.2

FISMA 報告

GAO 報告に頻繁に出てくる「FISMA 報告」とはどのようなものであろうか。FISMA
報告について、以下に簡単に説明する。
各連邦政府機関は毎年、FISMA の規定に基づき、行政管理予算局(OMB)に対して
FISMA 報告を行っている。行政管理予算局は、毎年「年度 FISMA 報告ガイダンス(2007
年度の場合、FY 2007 Reporting Instruction for the Federal Information Security
Management Act and Agency Privacy Management, July 25, 2007)」を連邦政府機関に
示し、これに従った報告の提出を求めている。報告項目は、例年とも概ね同じであるが、
政府のセキュリティ及びプライバシー関連のポリシーの改定などがあると、若干の変更・
追加が行われる。以下に FISMA 報告の項目及びその内容を示すが、第(2)項に「不測事態
対応計画のテスト」関連項目があることに注目していただきたい。
(1) FISMA システム数：機関が管轄する情報システム数を次により示すこと。
(ｱ) 機関のシステム数(構成組織ごと、及び FIPS199 のシステム・インパクト・レ
ベルごと)
(ｲ) 機関が契約しているシステム数(構成組織ごと、及び FIPS199 のシステム・イ
ンパクト・レベルごと)
(ｳ) 上記の合計(構成組織ごと、及び FIPS199 のシステム・インパクト・レベルご
と)
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(2) 評価・承認の実施、セキュリティ管理策テストの実施、及び不測事態対応計画テス
トの実施数を次により示すこと。
(ｱ) 評価・承認済みのシステム数及びパーセンテージ(構成組織ごと、及び FIPS199
のシステム・インパクト・レベルごと)
(ｲ) セキュリティ管理策のテストを完了したシステム数及びパーセンテージ(構成
組織ごと、及び FIPS199 のシステム・インパクト・レベルごと)
(ｳ) 不測事態対応計画に対するテストを実施したシステム数及びパーセンテージ
(構成組織ごと、及び FIPS199 のシステム・インパクト・レベルごと)
(3) NIST SP 800-53 が規定するセキュリティ管理策の実装状況を次により示すこと。
(ｱ) 組織は、すべての NIST SP 800-53 管理策ファミリー、及び関連する NIST SP
800-53a 管理策を網羅したポリシー及び手順の策定を完了したか？(Yes or No)。
(ｲ) 組織のテスト及び継続モニタリング・プロセスを記述する。
(4) インシデント検知能力について、次により示すこと。
(ｱ) インシデント検知のために利用しているツール、手段、技術などを記述する。
(ｲ) 上記ツール、手段及び技術を利用して防護したシステム(又はシステム・ネット
ワーク)の数を記述する。
(5) インシデントについて、次により示すこと。
(ｱ) インシデント情報について、機関の合衆国 CERT へのインシデント報告により
補足する。
(ｲ) 合衆国 CERT に報告したインシデントの数、及び法の執行機関に報告したイン
シデントの数を記述する。
(6) セキュリティ意識向上訓練の実施状況について、次により示すこと。
(ｱ) 全職員数
(ｲ) 昨年を通じ、情報技術セキュリティ意識向上訓練を受けた職員数
(ｳ) 情報システム・セキュリティ・ライン・オブ・ビジネス(Information Systems
Security Line of Business: ISSLOB)を利用した情報セキュリティ意識向上訓
練を受けた職員数(上記(ｲ)項の一部)
(ｴ) 重要な情報技術セキュリティ責任事項を有する職員の合計数
(ｵ) 特別訓練を受けた重要な情報技術セキュリティ責任事項を有する職員数
(ｶ) 昨年度における情報技術セキュリティ訓練に要した総費用
(ｷ) 上記(ｲ)項及び(ｵ)項の訓練内容の概略
(7) P2P ファイル共有について、次により示すこと。
(ｱ) 機関は、P2P ファイル共有に関するポリシーについて、意識向上訓練、倫理訓
練、又はその他の機関全体に及ぶ訓練において説明するか？(Yes or No)。
(8) パラメータ設定管理について、次により示すこと。
(ｱ) 機関全体に及ぶセキュリティ・パラメータ設定ポリシーがあるか？(Yes or No)。
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(ｲ) NIST が確立した共通セキュリティ・パラメータ設定を行った適用システム数
の程度
(9) インシデント報告について、次により示すこと。
(ｱ) 機関は、文書化されたポリシー及び手順に従って、インシデントの識別及び報
告を行っている。Yes or No.
(ｲ) 機関は、合衆国 CERT へのインシデント報告の際、定められた手順に従ってい
る。Yes or No.
(ｳ) 機関は、法の執行機関へのインシデント報告の際、定められた手順に従ってい
る。Yes or No.
(10) 新技術及び新たな脅威について、次により示すこと。
(ｱ) 機関は、新たな技術の利用、及び新たな脅威に対応する際の特別の手順につい
て、機関のセキュリティ・ポリシーに文書化している。Yes or No.
(ｲ) 上記の答えが Yes の場合、文書化された手順の概略を記述する。
(11) セキュリティ・ポリシー及び手順に対する性能測定基準について、次により示すこ
と。
(ｱ) セキュリティ・ポリシー及び手順の効果性又は効率性の測定に利用する性能測
定基準を 3 つ記述する。
4.3.3

監査指摘事項

米会計検査院(GAO)による監察の結果は広範に及ぶものであるが、ここでは IT 不測事
態対応計画に係る指摘事項に限定して述べる。
IT 不測事態対応計画に係る GAO の指摘事項は、次の 4 件である。
(1) 連邦政府機関と同機関の監察総監からの報告に齟齬がある。
(2) ハイリスクなシステムに対する不測事態対応計画のテスト実施率は低い。
(3) 連邦政府機関共通の 5 大弱点の一つが不測事態対応である。
(4) 不測事態対応計画内容が不完全であるか、又は不十分なテストの実施となっている。
以下に、これら 4 件の監察指摘事項について、その概要を示す。
4.3.3.1 連邦政府機関報告と監察総監報告間の齟齬
主要な連邦政府機関は、過去数年間にわたり一貫して機関の情報セキュリティ活動が進
捗し続けていることを報告している。連邦政府機関からの 2007FISMA 報告によれば、評
価・承認済みの情報システムは 82％から 92％に達したとされている。また、セキュリテ
ィ管理策の報告についても実施率の向上が見られ、88％から 95％になったとされている。
さらに、不測事態対応計画のテスト実施率については、77％から 86％に上昇したとされて
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いる。しかしながら、いくつかの連邦政府機関の監察総監は、これら機関からの報告内容、
その他のセキュリティ・プログラム関連活動に関して異なる報告を行っている。
4.3.3.2 ハイリスク・システムの不測事態対応計画テストの実施率が低い
連邦政府機関は、不測事態対応計画を策定し、かつ、同計画のテストを実施した割合が
全情報システムの 86％に及ぶと報告している。これは、2007 年の 77％に比べ、さらなる
向上を示している。しかしながら、GAO が 2006 年の議会報告に指摘したように、ハイリ
スクの情報システムに関する不測事態対応計画のテスト実施率は、中及び低リスクの情報
システムに比べ最低のままの状態になっている。実際、中リスクの実施率は 90％であり、
低リスクの実施率は 85％、また、ハイ、中及び低リスクに属さない情報システムに至って
は 91％になっている (筆者の計算によれば、ハイリスクの実施率を 77％とした場合、86％
の値はこれら実施率の平均である)。
また、2 件の監察総監報告は、機関が連邦政府の要求事項に従った不測事態対応計画の
テストを当該機関の情報システムに対して実施していなかったと述べている。不測事態対
応計画の策定及びテストの実施なしには、不測の事態の発生時に、機関がミッション・ク
リティカルなアプリケーション、ビジネス・プロセス及び情報を復旧させる能力が限定さ
れることになる。
4.3.3.3 不測事態対応は連邦政府機関共通の 5 大弱点の一つ
連邦政府機関に共通かつ継続している情報システム管理策上の弱点として、次に示す 5
つがある。
(1) アクセス制御：これは、許可された個人だけが、データを読み、変更又は削除でき
ることを確実にするものである。
(2) 構成管理：これは、許可されたソフトウェア・プログラムが実装されることを確実
にするものである。
(3) 職務の分離：これは、個人が検知されずに不適切な活動を行うことができるリスク
を削減するものである。
(4) 運用継続計画立案：これは、コンピュータに依存する運用にとって重大な中断を予
防するものである(注：
「運用継続計画」となっているが、文章からも明らかなように、
不測事態対応計画を意味するものである)。
(5) 機関全体に及ぶ情報セキュリティ・プログラム：これは、リスクが理解され、かつ、
効果的な管理策が選定されて実装されるのを確実なものとする枠組みを示すもので
ある。
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4.3.3.4 不測事態対応計画の内容又はテストが不完全
96％の連邦政府機関(24 機関のうちの 22 機関)は、運用継続計画(不測事態対応計画であ
ると判断される)に不可欠な情報が含まれていること、又は同計画に対して完全なテストが
実施されていることを、常に確実なものとはしていなかった。
4.3.4

勧告事項

GAO の連邦政府機関の情報セキュリティに係る議会報告は毎年実施されており、その
内容は常に「進捗報告がなされているが、弱点は残存している」となっている。したがっ
て、その度に勧告がなされ、繰り返し同じようなことが述べられている。今回は、それら
過去の勧告事項に加えいくつかの勧告を行っているが、IT 不測事態対応計画に特化したも
のはない。
4.3.5

所見

4.3.5.1 用語について
GAO 報告では、情報システムの不測事態対応計画に係る用語として「IT 不測事態対応
計画(ITCP)」を利用していていない。次に示すように、運用継続計画と IT 不測事態対応
計画を混同させるような表現となっている。
 主要情報システムに対する運用継続計画(Continuity of Operation Plan)
 不測事態対応計画(Contingency Plan)
 機関の運用と資産を支援するシステムの運用継続計画
 コンピュータに依存する運用にとって重大な中断を予防するための運用継続計画立
案
 「運用継続」の表題でありながら、引き続く文章には「不測事態対応計画」を用い
た記述
これは、FISMA 自身が ITCP の代わりに「情報システムの確実な運用継続(continuity of
operation)のための計画と手順」という表現を用いていることに起因しているものと思わ
れる。国防総省の監察官報告にも、運用継続計画と IT 不測事態対応計画との取り違い問
題が指摘されていたが、ユーザーの混乱を回避するには用語の統一が極めて重要である。
法規類やガイダンスにおいては、第 1 章に述べたように、運用継続計画と IT 不測事態対
応計画との違い及び定義を明確にする必要がある。
4.3.5.2 GAO による監査
GAO は、情報セキュリティに係る監査も実施している。我が国では考えられないこと
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であるが、GAO には IT に特化したチームが編成されているのである。
米国においては、連邦政府機関全体の情報セキュリティを効果のあるものとするため、
各連邦政府機関が実施する自己監査の他に、当該機関の監察総監による監査、及び GAO
による監査が行われている。さらには、このような監査結果に基づく連邦政府機関の情報
セキュリティ評価結果が、大統領から機関別にランク付けされて公表されている。
このような外圧が、連邦政府機関の情報セキュリティ活動を促進させているものと思わ
れる。
4.3.5.3 統計値にだまされるな
統計値の読み方には、十分な考慮が必要である。GAO が指摘したように、不測事態対
応計画に係るテストの実施率は、統計上は向上している。問題は、その中身である。ハイ
リスク・システムの実施率は、低い状態のままとなっている。単に総合的な数値上から判
断すると、とんでもない結果をもたらすという典型的な例である。
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第 5 章 我が国への参考の資

5

ここでは、最初に、我が国における事業継続関連のガイドラインの概要及び事業継続管
理マネジメントシステム(BCMS)認証制度の動向を述べ、我が国の事業継続に係る取り組み
の現状を明らかにする。
次に、事業継続及び IT 不測事態対応に係る ISO の現状と動向について明らかにすること
により、世界における事業継続計画/管理や IT 不測事態対応の認知・普及状況に触れること
とする。
そして、最後に、上記と第 1 章から第 4 章までの米国における運用継続や不測事態対応
関連の調査結果に基づき、我が国における事業継続関連計画立案や管理に係る教訓や参考
の資となる事項を述べる。また、我が国で 2009 年 3 月期の本決算から適用となるいわゆる
「JSOX 法」と事業継続の関係、事業継続管理に係る欧州の動向などについても参考として
記述することとする。
5.1

我が国の現状と動向

我が国の事業継続管理関連の現状と動向を示すものとして、次の 2 つの事項について述
べる。
 我が国の事業継続関連ガイドラインの概要
 事業継続管理の推進や適合性評価制度に向けた我が国の取り組み
5.1.1

我が国の事業継続関連ガイドラインの概要

5.1.1.1 全般
(1) 紹介するガイドライン及び紹介の要領
ここでは、我が国の事業継続関連の計画・管理に係る 6 つのガイドライン等の概要を示
すことで、我が国における事業継続関連の計画・管理の内容及び IT 不測事態対応計画・管
理との係わりを明らかにする。
紹介する我が国のガイドライン等は、次の 6 件である。
①

中央省庁業務継続ガイドライン 第 1 版 ～首都直下地震への対応を中心として～、
2007 年 6 月、内閣府 防災担当

②

事業継続ガイドライン 第一版

―我が国企業の減災と災害対応の向上のために－、

2005 年 8 月、内閣府 防災担当（民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専
門調査委員会の企業評価・業務継続ワーキング・グループ）
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③

事業継続計画策定ガイドライン (企業における情報セキュリティガバナンスのあり
方に関する研究会報告書 参考資料)、2005 年 3 月 31 日、経済産業省

④

中小企業 BCP 策定運用指針 第 1 版

―どんな緊急事態に遭っても企業が生き抜く

ための準備－2006 年 2 月 20 日、経済産業省中小企業庁
⑤

JIS Q 27001:2006、情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメント
システム－要求事項、2006 年 5 月 20 日、日本工業標準調査会 審議

⑥

IT サービス継続ガイドライン、2008 年 9 月、経済産業省

5.1.1.2 項以降に、各ガイドライン等の概要を表形式で示すが、その記述要領は次に示す
表 5.1-1 に従ったものである。
表 5.1-1：ガイドライン等の概要記述要領
表

題

ガイドライン等の名称を示す。

発

行

発行年月日及び発行機関を示す。

目

的

ガイドラインの目的を示す。

主な脅威

ガイドラインが対象とする主な脅威を示す。

目次構成

ガイドラインの記述内容が分かる程度の詳細さを示す。

主な概要

IT 不測事態対応計画の策定に焦点を当て、どのような記述がされているかを
示す。

特記事項

特記事項等を記述する。

総 頁 数

目次と合わせて全体の内容程度を知るため、総頁数を示す。

(2) 事業継続の定義
第１章で述べたとおり、また、上述の 5 件(①～⑤)のガイドライン等の表題からも明らか
なように、我が国では IT 不測事態対応計画や運用継続計画などを含めた包括的な用語とし
て「事業継続(又は業務継続)計画」を利用している。我が国において実質的に IT 不測事態
対応に特化した計画は、JIS Q 27001 の「A.14. 事業継続管理」の「A.14.1. 事業継続管理
における情報セキュリティの側面」及び⑥のガイドラインだけである。とはいえ、JIS Q
27001 も「事業継続管理」の用語を利用している。さらに、第 1 章において明らかにした
ように、組織が事業継続管理を導入したと言っても、実態は IT 不測事態対応計画の策定・
維持であることもあり、包括的な事業継続管理なのか又は IT に特化した事業継続管理なの
かは、内容を確認しない限り不透明な状態となっている。
実際に事業継続に関して、どのような定義/解釈を行っているのか、2 つの例を次に示す。
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 「中小企業 BCP 策定運用指針（経済産業省中小企業庁）」
BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に
遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継
続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事
業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
緊急事態は突然発生します。有効な手を打つことがきでなければ、特に中小企業は、
経営基盤の脆弱なため、廃業に追い込まれるおそれがあります。また、事業を縮小し
従業員を解雇しなければならない状況も考えられます。緊急時に倒産や事業縮小を余
儀なくされないためには、平常時からBCP を周到に準備しておき、緊急時に事業の
継続・早期復旧を図ることが重要となります。こうした企業は、顧客の信用を維持し、
市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維持・向上に
つながるのです。
事業継続管理(Business Continuity Management: BCM)とは、事業継続計画を策定
（構築）し継続的に運用していく活動や管理の仕組みのこと。事業の理解、BCP サ
イクル運用方針の作成、BCP の構築、BCP 文化の定着、BCP の訓練、BCP サイク
ルの維持・更新、監査といった活動が含まれる。本書では、事業継続計画（BCP）を
策定し、それを適切な状態に維持するための様々な活動を継続的に実施するという意
味で、「BCP サイクル」と表現している
 経済産業省、日本規格協会、英国規格協会及び BCI の定義
BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続管理)には様々な定義が唱えられているが、経
済産業省、日本規格協会、英国規格協会及びBCI24の定義は、次のとおりである。
BCP：潜在的損失によるインパクトの認識を行い実行可能な継続戦略の策定と実
施、事故発生時の事業継続を確実にする継続計画。事故発生時に備えて開発、編成、
維持されている手順及び情報を文書化した事業継続の成果物。
BCM：組織を脅かす潜在的なインパクトを認識し、利害関係者の利益、名声、ブラ
ンド及び価値創造活動を守るため、復旧能力及び対応能力を構築するための有効な対
応を行うフレームワーク、包括的なマネジメントプロセス。
つまり、BCMは、事故や災害などが発生した際に、「如何に事業を継続させるか」
24

BCI：英国の Business Continuity Institute の略号であり、事業継続管理の要領及び知識を世界中に促
進させることを目的としている組織である。
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若しくは「如何に事業を目標として設定した時間内に再開させるか」についてあらゆ
る観点から対策を講じることである。このためには、マネジメントシステムの構築や
ビジネスインパクト分析が非常に重要となる。
BCPとBCMの違いを整理したい。BCPはBusiness Continuity Plan の略であり、
事業継続計画やビジネス継続計画と訳され、
「計画」自体を指す。一方、BCMはBusiness
Continuity Managementで事業継続経営や事業継続管理などと訳される。したがっ
て、BCMは、BCPを活用して、如何にBCMを企業内に浸透させていくか、戦略的に
活用していくかというマネジメント自体である。

(3) IT サービス継続の定義
経済産業省が出版した「IT サービス継続ガイドライン」では、IT サービス継続を次のよ
うに定義している。
IT サービス継続とは、事業継続の一部であり、IT サービスの中断・停止による事業継
続に与える影響を求められるサービスレベルに応じて最適化するための取り組みである。
なお、この「IT サービス継続ガイドライン」と同じく経済産業省が出版した「事業継続
計画策定ガイドライン」(注：名称は事業継続ではあるが、主対象は IT)との関係については、
次のように述べている。
「IT サービス継続ガイドライン」は、経済産業省「事業継続計画（BCP）策定ガイドラ
イン」の IT にかかる部分について、組織における実施策等を具体化したものである。本ガ
イドラインはその性格上、「事業継続計画（BCP）策定ガイドライン」と一対を為すもの
であるが、既に他の各種基準・ガイドラインを活用して BCP を構築している、もしくは構
築を検討している組織においても、本ガイドラインを活用して、IT に関する事業継続に向
けた体制についての検討を行うことが可能な内容となっている。

(4) 結論：IT 不測事態対応計画との係わり程度は低い
結論として、(1)項の⑥に示した「IT サービス継続ガイドライン」を除き、IT 不測事態
対応計画に係る各ガイドラインの記述程度は低いものとなっている。これは、我が国のガ
イドラインがあらゆる脅威を想定した事業継続のためのガイドラインとなっていること、
主たる脅威は地震などの自然災害で施設や人的災害に焦点が当てられていること、かつ、IT
システムは事業を支援するインフラの一部であるとする位置づけになっていることから、
当然のことと思われる。
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とはいえ、IT システムの事業継続に係る重要性は年々高まっていることから 2008 年 7
月に「IT サービス継続ガイドライン(案)」が経済産業省から公表され、その結果としての
パブリックコメントを反映し、同年 9 月に制定されている。
5.1.1.2 内閣府の中央省庁等の業務継続
中央省庁業務継続ガイドラインの概要は、表 5.1-2 のとおりである。
表 5.1-2：中央省庁業務継続ガイドラインの概要
表

題

中央省庁業務継続ガイドライン 第 1 版 ～首都直下地震への対応を中心と
して～

発

行

2007 年 6 月、内閣府 防災担当

目

的

首都直下地震対策大綱、首都直下地震応急対策活動要領などの既往の決定や
中央省庁の業務継続への社会的要請を踏まえ、各省庁が業務継続力の向上を図
るための計画（業務継続計画）を作成する際の作業を支援することを目的とし、
その計画に盛り込む内容や計画策定手法等についてまとめたものである。

主な脅威
目次構成

首都直下地震への対応が中心。IT 事故も含まれる。
1 はじめに
1.1 本ガイドラインの目的
1.2 業務継続計画とは
1.3 業務継続計画の必要性
1.4 業務継続計画と防災業務計画との関係
1.5 適用範囲
2 業務継続活動を推進するための基本的な考え方
2.1 基本的な考え方
2.2 実施体制
2.3 業務継続計画の継続的改善
3 業務継続計画の策定と運用
3.1 業務継続計画の策定と運用
3.2 業務継続の方針の決定
3.3 想定する危機的事象の特定
3.4 被害状況の想像･想定
3.5 非常時優先業務の検討
3.6 業務プロセスと必要資源の分析
3.7 業務継続力向上のための対策
3.8 非常時の対応計画の検討
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3.9 目標設定と業務継続計画の決定
3.10 業務継続計画の運用
3.11 点検･是正の実施
参考 1 業務プロセス分析の実施手法例
参考 2 業務実施時間等についての検討方法
主な概要

耐震化工事、多重化当バックアップ･システムの整備などの予防策、サーバ
ーのデータ・バックアップによる復旧などが、簡単に記述されている。

特記事項

内閣府の「防災情報のページ」には、中央省庁等の業務継続計画が掲載され
ている(http://www.bousai.go.jp/jishin/gyomukeizoku/link_chuou.html)。

総 頁 数

150

5.1.1.3 内閣府の事業継続ガイドライン
内閣府の事業継続ガイドラインの概要は、表 5.1-3 のとおりである。
表 5.1-3：内閣府の事業継続ガイドラインの概要
表

題

事業継続ガイドライン 第一版

―我が国企業の減災と災害対応の向上のた

めに－
発

行

2005 年 8 月、内閣府 防災担当（民間と市場の力を活かした防災力向上に関
する専門調査委員会の企業評価・業務継続ワーキング・グループ）

目

的

我が国の企業に対して事業継続の取組みの概要及び効果を示すことにより、
企業が、防災のための社会的な意義や取引における重要性の増大、自社の受け
るメリット等を踏まえ、自主的な判断に基づいて、事業継続に取組むことを促
す。

主な脅威
目次構成

主に自然災害(特に地震)を想定している。
Ⅰ事業継続の必要性と基本的考え方
1.1 事業継続の必要性とポイント
1.2 基本的考え方
1.3 継続的改善
Ⅱ 事業継続計画及び取組みの内容
2.1 方針
2.2 計画
2.3 実施及び運用
2.4 教育・訓練の実施
2.5 点検及び是正処置
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2.6 経営層による見直し
Ⅲ 経営者及び経済社会への提言
付録 1：用語の解説
付録 2：参考文献
付録 3：国際規格との関連性
別添：事業継続ガイドライン第一版チェックリスト
主な概要

情報システムは事業を支える重要なインフラとなっているとして、バックア
ップを検討する際の簡単な考慮事項が記述されている。この件の詳細について
は、金融情報システムセンター(FISC)発刊の「金融機関等におけるコンティン
ジェンシープラン策定のための手引書」及び経済産業省の「事業継続計画策定
ガイドライン」の参照を推奨している。

そ の 他

本ガイドラインは、大中小の企業を対象に、災害に係る事前対応と事業継続
の対策を進める上で必要な共通的かつ基本的事項について記述されている。し
たがって、情報システムに係る事項については、「主な概要」で記述したとお
りとなっている。

総 頁 数

42

5.1.1.4 経済産業省の事業継続計画策定ガイドライン
経済産業省の事業継続計画策定ガイドラインの概要は、表 5.1-4 のとおりである。
表 5.1-4：中央省庁業務継続ガイドラインの概要
表

題

事業継続計画策定ガイドライン (企業における情報セキュリティガバナン
スのあり方に関する研究会報告書 参考資料)

発

行

2005 年 3 月 31 日、経済産業省

目

的

事業継続計画の構築を検討する企業に対して、構築に当たっての考え方の理
解を促すことを目的としている。その範囲は、基本的な考え方から具体的な計
画の構築手順の説明に及ぶものであり、特に事業の IT 依存度が高まっている
ことから、具体的計画は IT 事故を想定している。

主な脅威
目次構成

主に IT 事故を想定している。
第Ⅰ章 基本的考え方
1.1 BCP(Business Continuity Plan)の必要性
1.2 BCP が求められる背景
1.3 BCP の特性
1.4 世界と日本の動向
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第Ⅱ章 総論(フレームワーク)
2.1 BCP 策定に当たっての考慮事項
2.2 組織体制について
2.3 ビジネスインパクト分析から BCP 策定までの流れ
2.4 BCP の導入と教育・訓練
2.5 BCP の維持・管理
第Ⅲ章 BCP 策定に当たっての検討項目
3.1 検討項目の全体像とポイント
3.2 BCP の実施体制
3.3 BCP 発動フェーズにおける対応のポイント
3.4 業務再開フェーズにおける対応のポイント
3.5 業務回復フェーズにおける対応のポイント
3.6 全面復旧フェーズにおける対応のポイント
3.7 リスクコミュニケーションの重要性
第Ⅳ章 個別計画(ケーススタディ)
4.1 大規模なシステム障害への対応
4.2 セキュリティ・インシデントへの対応
4.3 情報漏えい、データ改ざんへの対応
事業継続計画(BCP)策定ガイドライン参考資料
参考１：各フェーズにおける実施項目
参考 2：対策本部室に備えるべき設備・備品類チェックリスト
参考 3：フェーズ毎の対策本部の役割
参考 4：フェーズ毎の各チームの役割
参考 5：システム関連の BCP 一覧表の項目
参考 6：代替手段の検討項目事例
参考 7：総括の項目(システム関連)
参考 8：ベストプラクティス・BCP 構築事例
主な概要

IT 依存度の高まりから IT 事故を想定した記述内容となっている。しかしな
がら、具体的かつ細部の内容に乏しいことから、実際にこのガイドラインに基
づいて IT 不測事態対応計画を策定するとなると、相当な知識・経験が必要に
なると思われる。

特記事項

BCP の位置付けとして「BCP は、平時のリスク管理を主な目的として規定
された情報セキュリティ・ポリシー、プライバシー・ポリシー、コンプライア
ンス規定などにおいて想定されているリスクが発現した場合、かつ、事業が脅
かされる可能性がある場合に発動される」としている。

総 頁 数

56
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5.1.1.5 中小企業庁の中小企業 BCP 策定運用指針
中小企業庁の中小企業 BCP 策定運用指針の概要は、表 5.1-5 のとおりである。
表 5.1-5：中小企業 BCP 策定運用指針の概要
表

題

中小企業 BCP 策定運用指針 第 1 版

―どんな緊急事態に遭っても企業が生

き抜くための準備－
発

行

2006 年 2 月 20 日、経済産業省中小企業庁

目

的

中小企業の経営者を対象として、地震災害を含むすべての緊急事態発生時に
おける事業の復旧や会社の存続のための行動イメージを筋道立てて検討し、事
前に対策を整理しておく BCP(事業継続計画)の策定指針である。

主な脅威

地震や風水害などの自然災害、テロ、火災、事故等の人的災害などを想定し
ている。

目次構成

1 はじめに
1.1 BCP(事業継続計画)とは
1.2 本方針の使い方
1.3 入門診断
2 基本方針と運用体制
2.1 基本方針の立案
2.2 策定・運用体制の確立
3 平常時における BCP の策定と運用(基本コース)
3.1 事業を理解する
3.2 BCP の準備、事前対策を検討する
3.3 BCP を策定する
3.4 BCP 文化を定着させる
3.5 BCP の診断、維持・更新を行う
3.6 BCP 策定・運用の自己診断
3 平常時における BCP の策定と運用(中級コース)
3.1 事業を理解する
3.2 BCP の準備、事前対策を検討する
3.3 BCP を策定する
3.4 BCP 文化を定着させる
3.5 BCP の診断、維持・更新を行う
3.6 BCP 策定・運用の自己診断
3 平常時における BCP の策定と運用(上級コース)
3.1 BCP の対象拡大
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3.2 BCP の分析深化
4 緊急時における BCP の発動
4.1 緊急時における BCP 発動フロー
4.2 フローに沿った実施項目
4.3 緊急事態ごとの初動対応
5 財務診断モデル（基本コース）
5.1 復旧費用の算定
5.2 損害保険の整理
5.3 緊急時に使える資金
5.4 財務診断とキャッシュフローの算定
5 財務診断モデル（中級コース）
5.1 復旧費用の算定
5.2 復旧費用の調達
5.3 緊急事態発生後のキャッシュフローの算定
5.4 事前対策の考え方
5 財務診断モデル（上級コース）
5.1 資産損壊・事業中断の財務面への影響
5.2 緊急事態の種類ごとの財務影響
5.3 複数部門・複数事業所の復旧費用の推定
5.4 直接原価方式による損益計算書の作成・計算手順
6 事前対策メニュー一覧
7 BCP 様式類（記入シート）
8 BCP 関連資料
9 用語集
10 本指針の検討体制
主な概要

中核事業を支える特別な情報システムがある場合は、バックアップシステム
の整備が必要であるとして、バックアップ実施のおける簡単なポイントを示し
ている。
参考資料として、金融情報システムセンター(FISC)発刊の「金融機関等にお
けるコンティンジェンシープラン策定のための手引書」を示している。

特記事項

3 つのコースが設定されている：中小企業の経営者が、従業員と一緒に自社
の BCP を策定して日常的に運用するとともに、緊急時に備え BCP 発動の予習
を行うための指針である。そして、中小企業が投入できる時間と労力に応じて、
基本コース(経営者が 1～2 日程度で策定)、中級コース(経営者が 3～5 日、経営
者とサブリーダー数人で 2～3 日程度で策定)、及び上級コース(経営者と数人
のサブリーダーにより一週間程度で策定)が設定されている。
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総 頁 数

279

5.1.1.6 情報セキュリティマネジメントシステム要求事項
「情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項
（JIS Q 27001:2600）」の事業継続管理に係る要求事項は、表 5.2-6 のとおりである。
表 5.1-6：JIS Q 27001:2600 における事業継続管理の要求事項
表

題

情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要
求事項（JIS Q 27001:2600）

発

行

目

的

2006 年 5 月 20 日、日本工業標準調査会 審議
情報システムの重大な故障又は災害からの事業活動の中断に対処するとと
もに、それらから重要な業務プロセスを保護し、また、事業活動及び重要な業
務プロセスの時機を失しない再開を確実にするため。

主な脅威
目次構成

当該組織の決定事項による。
A.14 事業継続管理
A.14.1 事業継続管理における情報セキュリティの側面
A.14.1.1 事業継続管理手続きへの情報セキュリティの組込み
A.14.1.2 事業継続及びリスクアセスメント
A.14.1.3 情報セキュリティを組み込んだ事業継続計画の策定及び実施
A.14.1.4 事業継続計画策定の枠組み
A.14.1.5 事業継続計画の試験

主な概要

IT 不測事態対応計画の策定に焦点を当て、どのような記述がされているかを
示すものである。

特記事項

特記事項等を記述する。

総 頁 数

1 頁(A.14 関連だけ。JIS Q 27002 は 5 頁)

5.1.1.7 IT サービス継続ガイドライン
「IT サービス継続ガイドライン」の IT 継続に係る要求事項は、表 5.1-7 のとおりである。
表 5.1-7：IT サービス継続ガイドラインの概要
表

題

IT サービス継続ガイドライン

発

行

2008 年 9 月、経済産業省

5-11

目

的

本ガイドラインは、組織における IT サービスの企画、開発、調達、導入、
運用、保守などに携わる部門や担当者が、事業継続マネジメント(BCM)に必要
な IT サービス継続を確実にするための枠組みと具体的な実施策を示し、取り
組みの実効性の向上を支援することを目的とするものである。

主な脅威

事業継続計画の一部としての本ガイドラインの位置づけであることから、事
業継続計画の想定脅威に同じである。ただし、IT に特化した、システム故障、
オペレーションミス、通信回線関連の故障、コンピュータ犯罪やカード犯罪な
ども想定される脅威となり得る。
実務的には、組織の BCP の対象となる活動やリスクを十分に理解し、BCP
との連携をとりつつ IT サービス継続計画において想定すべきリスクを検討す
ることが必要である、としている。

目次構成

1 背景と目的
1.1 背景
1.2 目的
1.3 本ガイドラインの位置づけ
2 IT サービス継続
2.1 IT サービス継続とは
2.2 本ガイドラインの利用者
3 定義
4 IT サービス継続マネジメント
4.1 IT サービス継続マネジメントのフレームワーク
4.2 IT サービス継続戦略
4.3 IT サービス継続計画
4.4 サービス継続体制の実装、運用、維持及び監査
5 管理項目
5.1 IT への依存性の検討
5.2 システム・アーキテクチャーの検討
5.3 技術的対策
5.4 運用的対策
6 参照基準
6.1 情報セキュリティ
6.2 事業継続
6.3 IT サービス等

主な概要

IT サービス継続計画の策定に焦点を当てるとともに、その維持管理に際し
ての要領を示したものである。

特記事項

本「IT サービス継続ガイドライン」は、｢事業継続(BCP)策定ガイドライン｣
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の IT にかかる部分について、企業をはじめとするユーザー組織を念頭に実施
策等を具体化するものとして策定に至ったものである、とされている。
ビジネス影響分析(BIA)については、事業継続計画(BCP)策定において実施
済みとされ、その具体的要領は記述されていない。
第 3 章で紹介した国家標準技術院(NIST)の「情報技術システム不測事態対応
計画立案ガイド」と比べると、一般的な解説や BCP との関係について優れて
はいるが、実際に計画立案の参考とすべき要領の観点からは具体性に欠けてい
る。
52 頁

総 頁 数

5.1.1.8 その他
前述のガイドライン等のほかにも様々なガイドラインがあり、そのいくつかについて簡
単に紹介する。
なお、以下に紹介するガイドライン等は、全て有料である。
 「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書(第 3 版)、2006
年 3 月、金融情報システムセンター」：阪神・淡路大震災や海外における爆弾テロ事件等
の大規模な自然災害や不慮の事故等といった不測の事態が発生した場合にも、業務の継続
を図る手段を講じておく必要がある。そのためには、あらかじめコンティンジェンシープ
ラン(災害時の緊急時対応計画)を策定しておくことが必要となることから、各金融機関等
がコンティンジェンシープランを作成する際の手引書としてまとめたものである。今回の
改訂は、中央防災会議の内容や新潟県中越地震における金融機関等の対応事例の反映、教
育・訓練及び維持管理等の充実、自然災害以外のリスク対応等について見直しを行ったも
のであり、各金融機関等におけるコンティンジェンシープランの策定、見直し等を行う際
の参考に供するものである。
 事業継続マネジメントシステム(BCMS)関連文書：日本情報処理開発協会（JIPDEC）
と日本適合性認定協会（JAB）は 2008 年 8 月 1 日から、BCP（事業継続計画）/BCM（事
業継続管理）の認定制度の実証運用を開始している。JIPDEC は、この実証運用開始にあ
たり、次の文書を販売している。
¾

｢対訳版 BS 25999-1、事業継続マネジメント―第 1 部：実線規範｣：事業継続マネ
ジメント（BCM）のプロセス、原則、用語を規定した英国規格で、組織における
事業継続の理解、構築及び実施のための基礎を提供することを意図したものであ
る。

¾

｢対訳版 BS 25999-2、事業継続マネジメント―第 2 部：仕様｣：組織において効果
的な事業継続マネジメントシステム（BCMS）の確立及び運営管理を規定した英
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国規格である。
¾

｢対訳版 ISO PAS 22399、社会セキュリティ―緊急事態準備と業務継続マネジメン
ト ガイドライン｣：社会セキュリティという枠組みの中で、緊急事態準備と業務
（事業）継続マネジメント（IPOCM）のプロセス、原則、用語を規定した ISO 一
般仕様書（PAS）。緊急事態準備と業務（事業）継続マネジメント（IPOCM：Incident
Preparedness and operational (business) continuity management）は、組織に
脅威を与える潜在的影響を特定し、その影響を最小限に抑えるための枠組みを提
供する全体的なマネジメントシステムである。本書は、組織において IPOCOM を
理解、構築、実施するための基礎を提供することを意図している。

¾

｢BCMS ユーザーズガイド―BS 25999-2:2007 対応―(JIPDEC 発行)｣：BCMS の
構築を検討もしくは開始している組織において、実際に BCMS の構築に携わって
いる担当者あるいはその責任者、そして経営者を対象としたガイドである。BCMS
の規格である BS25999-2 に則して解説をしており、BCMS を理解する上での一助
となり、BCMS を構築・運用する上で参考となる解説書となっている。

5.1.2

事業継続管理の推進や適合性評価制度に向けた我が国の取り組み

5.1.2.1 事業継続管理の推進
事業継続管理の重要性を目の前に曝け出させたのは、なんと言っても 2001 年 9 月 11 日、
あの衝撃的な世界貿易センター(WTC)ビルのテロ攻撃による崩壊映像であろう。これによ
り、我が国においては特に金融関係での事業継続の取り組みが焦眉の急となったのである。
2003 年 3 月、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正され、有価証券報告書に
おいて「事業等のリスクに関する情報」の記載が義務付けられた。また、金融業界におい
ては、金融庁が危機管理体制の構築を求めているほか、事業継続計画やコンティンジェン
シープランなどに関する取り組みについての自主的な情報公開を行っている金融機関等も
散見されるようになっている。
さらに、我が国固有の状況として、地震などの自然災害への対策が以前から求められて
いる。1995 年 1 月の阪神・淡路大震災の発生時点では、従業員の安全対策、資産の保全及
び非難訓練などが主であったが、これを契機に、経営の根幹をなす重要な危機管理対策と
しての事業継続管理の必要性が大きく叫ばれたのである。最近では、2004 年 10 月の新潟
県中越地震発生時のサプライチェーンに起因する事業活動に対しての大きな影響がある。
欧米における主たる想定脅威はテロ攻撃とされているが、我が国における主たる想定脅威
は地震となっているのも、このような事実からは当然のことと判断される。2004 年、2005
年に相次いだ水害や地震を受けて、企業や政府／自治体では事業継続管理に対する関心が、
さらに高まってきたのである。
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また、企業が社会的責任を果たすこと、経済の国際化が進み企業活動の停止が世界的な
影響を及ぼすおそれがあること、企業における事業継続管理の実施が取引先の企業や市場
から高く評価されること、欧米の企業においては事業継続が重要視されていること、ステ
ークホルダーからの要望があることなどから、企業としては事業継続の取り組みを推進す
ることが企業価値を高めるとの認識が拡大されつつあることも、事業継続管理を推進する
担い手となっている。
このような状況を考慮し、我が国における災害発生時の企業や組織での事業(業務)継続管
理導入を推進する目的として 2005 年から、政府が次々と出版したのが 5.1.1 項に紹介した
事業継続管理関連のガイドラインである。政府の中央防災会議は、2005 年 7 月に「防災基
本計画」を修正したが、そこで企業における防災の一環として事業継続計画を策定するこ
とが重要であると新たに明記している。
図 5.1-1 は、我が国の大企業における事業継続計画の策定状況を示すものである。この図
のデータは、「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査の結果取りまとめについ
て、平成 20 年 6 月 10 日」25によるものであり、国内企業の事業継続や防災に係る取り組
みの実態などを把握するため、全国の企業を対象に平成 20 年 1 月、アンケート調査を行っ
た報告書に基づいて編集したものである。この図が示すとおり、策定済みの大企業は 18.9％
であるが、これに策定中及び策定予定の大企業を加えると約 65％の大企業が事業継続計画
を導入済み又は予定であることが分かる。このような調査は中小企業についても行ってい
るが、大企業に比べると著しく低下の傾向を示しており、導入済み又は予定の合計は約 30％
以下となっている。

25

出展：http://www.bousai.go.jp/chousa/h20/080610chousa.pdf
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無回答(0.3％)
策定済み(18.9％)
BCP?(22.7％)

%
65

策定中(16.4％)

策定予定なし(12.7％)
策定予定(29.1％)

図 5.1-1：我が国の大企業における事業継続計画(BCP)の策定状況

5.1.2.2 特定非営利活動法人・事業継続推進機構
「2004 年度以降、大規模災害が連続したこともあり、企業の防災・危機管理対策の重要
性が改めて認識されています。そこで、災害、事件、事故等による企業、団体等の活動の
中断をなるべく少なく抑え、かつ、できるだけ早期に回復する経営マネジメント戦略であ
る事業継続の取組みが一層注目されている」として 2006 年 1 月 19 日、災害、事件、事故
等の際の企業・団体の事業継続を推進するため、有識者、コンサルタント、各企業の担当
者などが連携して「特定非営利活動法人－事業継続推進機構」26が設立された。
この事業継続推進機構の目的は、次のとおりである。
国内外の個人及び企業、政府その他の団体に対して、災害、事故、事件等のリスクの発
生時における事業継続（ＢＣ）の取組みの推進に資する事業を行い、経済･社会的被害の軽
減及び地域社会における災害・危機管理対策の充実を図り、もって、国及び各地域の安全･
安心･発展に寄与することを目的とします。
特定非営利活動に係る事業は、次のとおりである。
26

http://www.bcao.org/shuisho.htm
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 事業継続の取組みを普及・啓発すること。
 事業継続に関する専門家を育成すること。
 事業継続に関する標準化を図ること。
 事業継続を推進している個人及び企業、政府その他の団体を表彰すること。
 事業継続に関する調査・研究を行うこと。
 事業継続に関する最新情報を提供すること。
5.1.2.3 BCMS 適合性評価制度
財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)は 2007 年 11 月 30 日、
「今後、組織における事
業活動を継続的に維持及び改善するためには事業継続マネジメントシステム(BCMS)を普
及させることが必要であるとの結論に達し、その普及活動の一環として、我が国の事業継
続管理の信頼性向上に貢献することを目的として BCMS 適合性評価制度について検討を進
めていくことといたしました」27として、BCMS 適合性評価制度についての検討を開始し
た。
そして 2008 年７月 30 日、日本情報処理開発協会（JIPDEC）は、BCMS 実証運用を開
始した。この実証運用は「BCMS 適合性評価制度の正式運用に向けての検討に資するため」
としており、この実証運用を通じて制度及び基準類の評価を図りながら、正式運用への準
備を進めていく予定とされている。
なお、この実証運用の期間は 2009 年 7 月末までを予定しており、同年 8 月から正式運用
が開始される予定となっている。
実証運用の概要は、次のとおりである。また、それらの関係を図 5.l-2 に示す。
 実証運用時に適用する認証規格：BCMS 認証基準(BS25999-2)とする。来年の正式運
用に適用する規格はその時点で見直す。現在、国際標準化機構（ISO）で BCP/BCM の
ISO 化が進められており、それも視野に入れているとされている。
 申請された認証機関の評価の実施：JIPDEC
 組織に対する BCMS 認証の実施：評価機関

27

http://www.isms.jipdec.jp/bcms/news/20071130.html
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認定機関
（認定）

（認定）

BCMS審査登録
機関(認証機関)

BSMS研修
コース基準

BCMS要員
認証機関

BCMS審査員
研修機関

BSMS認証基準
(BS 25999-2)

登録

研修

認証希望組織

BCMS審査員

図 5.1-2：BCMS 適合性評価制度のスキーム
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5.2

ISO の現状と動向

ここでは、事業継続及び IT 不測事態対応に係る ISO の現状と動向について明らかにする
ことにより、世界における事業継続計画/管理や IT 不測事態対応の認知・普及状況に触れる
こととする。
5.2.1

事業継続管理に係る ISO

現在、事業継続管理に係る ISO22399 が、技術委員会 223 において議論中である。この
事業継続に係る ISO 化の背景としては、地震、台風などの自然災害、感染症などへの対応
や復旧活動に係る国際規格がないこと、及び米国、イスラエルや英国がテロ対策の国際規
格の策定を強く求めたことによるものとされている。
ISO の技術委員会 223 の設立に先立ち、米国･カナダ、英国、イスラエル、オーストラリ
ア及び日本が、それぞれ独自案を提出し採択を求めた。この中で特に有望視されたのが英
国 の 「 BS2599-1:2006 、 事 業 継 続 マ ネ ジ メ ン ト の た め の 実 践 規 範 (British Standard,
Business Continuity Management-Part1: Code of Practice)」である。BS2599-1:2006 は
2006 年 11 月 26 日に制定されており、翌年の 2007 年 11 月 20 日に制定された
「BS2599-2:2007、事業継続管理のための仕様(British Standard, Business Continuity
Management-Part2: Specifications for Business Continuity Management)」と共に、早く
も第三者による事業継続管理の認証制度がスタートしている。
我が国が ISO にその採択を求めた事業継続管理案では、第三者による認証制度によらな
いマネジメントシステムとなっている。その理由を、
「事業継続管理の有効／無効の判定は、
当事者が行うべきもの」としている。しかしながら、前 5.1.2.3 項で明らかにしたように、
我が国にも BS2599 の認証機関が存在し、すでに、この機関による認証を取得した事業所
がある。確かに、何らかの規格要求事項に従い事業継続管理システムを構築し、適切な維
持を行っていると他者に認識してもらうためには、第三者認証機関の審査による客観性が
必要かもしれない。
さて、前述の 5 か国の規格・規格案をベースにした公開仕様書(PAS 文書：Publicly
Available Specification)が 2007 年 11 月に公開され、正式に ISO 化するための投票にかけ
ることが決定されおり、正式な発行は 2009 年中と予想されている。
なお、この PAS 文書には要求事項(ISO223301)は含まれてなく、ISO 版の事業継続要求
事項について検討が行われている状況である。
ISO22399 PAS 文書の概要は次のとおりである。
 名 称 ： Incident

Preparedness

and

Operational

(Business)

Ccontinuity

Management ：IPOCM
 ｢operational (business)｣としているのは、公的機関の業務(operation)と民間の事業
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(business)を含むことを示したものとされている。
 全般的な内容としては、5.1.1.3 項で紹介した「事業継続ガイドライン 第一版

―我

が国企業の減災と災害対応の向上のために－、2005 年 8 月、内閣府」と、項目上ほぼ
同じである。
 ISO22399 PAS 文書の項目は、次のとおりである。
IPCOM の目次
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 雑則
5 方針事項
5.1 プログラムの確立
5.2 プログラムの適用範囲の定義
5.3 マネジメントのリーダーシップとコミットメント
5.4 方針の策定
5.5 方針の見直し
5.6 実施のための組織体制
6 計画
6.1 総則
6.2 法的要求事項及びその他の要求事項
6.3 リスク評価及び影響分析
6.4 IPCOM プログラム
7 実施及び運用
7.1 リソース、役割、責任及び権限
7.2 IPCOM 文化の構築及び組織への浸透
7.3 適性、訓練及び認識
7.4 コミュニケーション及び警告
7.5 業務統制
7.6 財務及び運営管理
8 実績評価
8.1 システム査定
8.2 実績測定及び監視
8.3 テスト及び訓練
8.4 是正措置及び予防措置
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8.5 維持
8.6 内部監査及び自己査定
9 マネジメントによる見直し
付属文書 A：影響分析手順
付属文書 B：緊急時対応手順

5.2.2

IT 不測事態対応に係る ISO

ここでは、すでに ISO 化されている ISO/IEC 24762:2008、及び ISO 化が予定されてい
る BSI BS25777 について紹介する。
5.2.2.1 ISO/IEC 24762:2008
IT 不測事態対応に係る ISO としては「ISO/IEC 24762:2008、情報技術―セキュリティ
技法―情報及び通信技術障害復旧サービスの指針(Information Technology—Security
Techniques—Guidelines for Information and Communication Technology Disaster
Recovery Service (ICT DR))、2008 年 1 月 31 日」がある。
この ISO/IEC 24762:2008 の目的は、事業継続管理の一環として、情報及び通信技術並
びにサービスの災害復旧に必要なガイダンスを提供することである。また、ISO/IEC
24762:2008 は、災害発生時の事業継続管理において、情報セキュリティ及び可用性の観点
から取り組むことにより、情報セキュリティ・マネジメント・システム(ISMS)の運用を支
援する、とされている。つまり、ISO/IEC 24762:2008 は、ビジネス活動の中断をもたらす
潜在的可能性関連リスクに対して優れた管理を実施することにより、組織の事業継続管理
イニシアチブを、また、情報の機密性、完全性及び可用性を効果的に維持することにより、
情報セキュリティ・マネジメント・イニシアチブを、それぞれ補完するということになる。
このため、ISO/IEC 24762:2008 は、今日の技術の進展を考慮し、情報セキュリティ及び通
信の観点から、災害発生時における損害を局限化することに焦点を当てている。取り分け、
ISO/IEC 24762:2008 は代替システム(Fallback)を考慮しているが、テロリズムの脅威、地
震や台風の自然災害など、IT システムをますます脆弱なものとする今日の組織を取巻く環
境を考えると、極めて有用な標準であると判断される。
ISO/IEC 24762:2008 は、次の事項についてのガイダンスを提供している。
 災害復旧に必要な所要の施設及びサービスの導入、運用、監視及び維持に関すること。
 組織の ICT システムに対する代替システム及び復旧支援に関すること。
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 アウトソースされた ICT DR サービス・プロバイダーが、基本的なセキュアな運用環
境を提供するとともに組織の復旧活動を促進させるため、保持すべき適応性及び順守す
べき慣行に関すること。
 復旧サイトの選定に関すること。
 ICT DR サービスを継続的に改善するため、ICT DR サービス・プロバイダーに対す
る要求事項に関すること。
5.2.2.2 BS25777-1 及び BS25777-2
IT のサービス継続に焦点を当てた継続管理のガイダンス「IT サービス継続管理(IT
Service Continuity Management: ITSCM)」が 2008 年中にも、英国規格協会(British
Standard Institute: BSI)から ISO 化を目指して策定されつつある。情報セキュリティの
ISO/IEC 27001(要求事項)及び ISO/IEC 27002(実践のための規範)の対と同様に、次の 2 つ
の文書から構成されている。
 BSI BS25777-1(ITSCM に関する仕様書)：2008 年発行予定
 BSI BS25777-2(ITSCM に関するベストプラクティス)：2009 年発行予定
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5.3

米国からの教訓

ここでは、第 1 章～第 4 章及び本章の 5.2 項までの調査結果に基づき、第 4 章で明らか
にされた米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態に焦点を当て、我が国におけ
る今後の IT サービス継続(IT 不測事態対応)のための教訓(参考の資)を導出する。
導出するに当たっての要領は次のとおりである。
(1) 監査指摘事項：
「第 4 章 米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態」にお
いて明らかにされた監察総監や米会計検査院報告の指摘事項をまとめる（5.3.1 項）。
ただし、細部検討に当たっては第 4 章の関連項目を参照する。
(2) 基本的考え方：参考の資を導出するに当たっての基本的考え方をまとめる。具体的
には、
「5.1 我が国の現状と動向」及び「5.2 ISO の現状と動向」、並びに情報化社会に
おける新たな文化としての IT サービス継続を考慮し、基本的考え方を導き出したもの
である。
(3) 上記(1)項、(2)項、その他第 1 章～第 3 章からの参考となる事項に基づき、(1)項の指
摘事項の取捨選択、強調、追加などを行い、教訓(参考の資)を導出する。図 5.3-1 は、
このような思考過程を示すものである。

監査指摘事項
（5.3.1項及び第4章）

参考事項

考察

基本的考え方

（第1章～第3章）

（取捨選択、強調、追加）

（5.3.2項）

教

訓

（5.3.3項）

図 5.3-1：我が国の参考の資を得るための考え方
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5.3.1

米連邦政府機関 IT 不測事態対応の実態(要約)

5.3.1.1 監査指摘事項の概要
「第 4 章 米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態」において明らかにした
国土安全保障省監察総監報告、国防総省監察総監報告及び会計検査院報告から、IT 不測事
態対応計画に係る指摘事項を要約したものを表 5.3-1 に示す。
表中の「指摘事項の区分」は、当該監査指摘事項の区分を示すものであり、次のとおり
である。また、｢関連項目」は、第 4 章に記述した監査指摘事項の細部を参照する際の該当
項目をそれぞれ示している。

 P：プログラム
 G：ガイダンス
 M：マネジメント・コントロール
 R：規則
 T：テスト
 D：用語の定義
なお、この指摘事項区分は、表 5.3-2：教訓(我が国への参考の資)との関連付けを助ける
ものとなるものでもある。
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表 5.3-1：米連邦政府機関の IT 不測事態対応についての監査結果(概要)

監査実施者
国土安全保障省

指摘事項の区分

監 査 指 摘 事 項
1

P

不適切な災害復旧サイト(代替サイト)

R

T

M

○

○

○

○

4.1.3.2

○

4.1.3.3

○

D

関連項目

G

4.1.3.1

 代替サイトしての要求事項を満たすものは皆無：監査対象 19 サ

監察総監

イトは、利用できないか、完全な運用態勢にないか又は明確な欠陥
事項があるかのいずれかであった。
 災害復旧計画のテストを実施したのは 4 サイト(21％)だけであっ
た。
2

不完全な災害復旧文書
 運用継続計画(COOP)：FPC95 を遵守したものは 7 文書(70％)で
あり、かつ、欠陥事項がなかったのは 2 文書(20％)だけであった。
 不測事態対応計画(ITCP)：NIST SP 800-34 を遵守したのは、21
文書中の 13 文書(62％)であったが、それらはドラフト段階か又は欠
陥事項を含むものであった。
 ビジネス影響分析(BIA)を実施したのは 1 文書だけであった。

3

省レベルのプログラムの欠如

○

 国土安全保障省の組織全体に及ぶ重要な IT システムに対する災
害復旧能力の調整及び向上を目的としたプログラムの導入を行って
いない。
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監査実施者

国防総省

指摘事項の区分

監 査 指 摘 事 項
1

P

報告データベース(DITPR)への入力情報の不適切

G

M

R

○

○

○

○

○

○

○

○

○

T

D
○

関連項目
4.2.2.1

 入力データに対する解釈が不徹底であったため、結果的に誤った

監察総監

報告が行政管理予算局(OMB)及び議会に報告された。
 COOP と ITCP を混同しているものもあった。
2

マネジメント・コントロールの欠如

○

4.2.2.2

 436 のミッション・クリティカル情報システムの 264 システム
(61％)が ITCP を策定していなかったか、又は策定したとする証拠
を提出できなかった。
 436 のミッション・クリティカル情報システムの 358 システム
(82％)は、ITCP のテストを実施していなかった。
3

○

ポリシー及びガイダンスの未制定
 ITCP 立案の包括的なポリシーとしてのプログラムが策定されて
ない。
 DoDI 8500.2 の ITCP に係る規定内容は不十分である。
 DITPR の報告要領は不明瞭である。
 構成組織の一部は、ITCP の立案に際して SP 800-34 を勧告して
いる。
 構成組織によりバラバラなガイダンスの適用となっている。
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4.2.2.3

監査実施者

会計検査院

指摘事項の区分

監 査 指 摘 事 項
1

P

G

連邦政府機関報告と同機関の監察総監報告の齟齬

M

R

T

D

関連項目
4.3.3.1

○

 ITCP のテスト実施率など、セキュリティ・プログラム関連活動
について、いくつかの連邦政府機関報告と同機関の観察総監報告と
の間に齟齬がある。
2

ハイリスク・システムの ITCP テスト実施率が低迷

○

4.3.3.2

 ITCP のテスト実施率が昨年の 77％から 86％に向上したと報告さ
れているが、ハイリスク・システムに限れば昨年と同様の 77％であ
る。
 2 件の監察総監報告は、同関連機関が ITCP のテストを実施して
いかったと報告している。
3

不測事態対応は、連邦政府機関共通の 5 大弱点の一つ

4.3.3.3

○

 5 大弱点：アクセス制御、構成管理、職務の分離、運用継続計画
(ITCP)立案、セキュリティ・プログラム
4

ITCP の記述内容又はテストが不完全

○

 24 機関のうちの 22 機関(96％)は、運用継続計画(ITCP)における
重要情報の不足、又は同計画に対するテストの未実施を示していた。
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○

○

○
4.3.3.4

5.3.1.2 監査指摘結果からの要約
表 5.3-1 の監査指摘事項を要約すると次のようになる。
 IT 不測事態対応計画の立案・維持に関する省レベルのプログラムが必要である。この
プログラムに規定すべき事項は、次のとおりである。
¾

省としての明確なポリシーの制定

¾

標準、規定、ガイダンスなどの遵守の徹底

¾

各構成組織の ITCP の策定・テストの実施状況の把握

¾

各構成組織に対するマネジメント・コントロールの実施

¾

各構成機関及び組織の長及び最高情報責任者(CIO)の役割と責任事項の明示

 IT 不測事態対応計画の立案及び維持に係る標準、規定、ガイダンスなどの不備の是正、
新規策定、又は既存 NIST ガイダンスの遵守指定を行うことが必要である。
 連邦政府機関全般に対する用語の統一が必要である。
要は、既存の関連ポリシー、規則、標準、ガイダンスなどの不備、及びそれに伴う各構
成機関の解釈の違いから、単に「実施せよ」だけでは ITCP に係る対応がばらばらとなって
しまい、意図する成果が得られないということである。各構成機関から意図する成果を得
るためには、省としての ITCP に係る明確なポリシーの制定、関連する細部規定の策定・明
示、実施状況の把握とマネジメント・コントロールの実施による徹底を図ることが不可欠
である、と結論付けることができる。
なお、この様な結論付けに至った背景は、監査指摘事項に基づくのは無論であるが、よ
り細部については「第 4 章米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態」の
「4.1.5」、
「4.2.5」及び「4.3.5」項に述べた国土安全保障省観察総監報告、国防総省監察総監報告及
び会計検査院報告に対する筆者の所見に見ることができる。
5.3.2

教訓の導出に当たっての基本的考え方

「第 4 章米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画の実態」では、国土安全保障省と
国防総省の監察総監及び会計検査院が、監査指摘事項を踏まえた IT 不測事態対応計画の立
案及び維持に関する様々な勧告事項を紹介している。とはいえ、これらの勧告事項は概ね
監査指摘事項と表裏一体の関係になっており、ここで改めてその要約を記述することには
何ら意味を持たないので省略する(細部については第 4 章の関連項目(4.1.4、4.2.4 及び 4.3.4)
を参照されたい)。
単純に考えれば、これらの勧告事項をそっくりそのまま教訓として我が国への参考の資
とすることもできるが、その背景となる法規類の違い、対象が連邦政府機関などの違いも
あり、何らかのフィルタリング等が必要と思われる。具体的には、グローバルな情報化社
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会の勃興に伴う新たな文化としての事業継続の一翼を担う IT サービスの継続の認識、昨今
の事業継続及び IT サービス継続に係る ISO やガイドラインの動向、及び我が国における事
業継続認証制度の開始、さらには民間と官との事業継続に対する踏まえ方の違いを考慮し
た勧告事項のフィルタリング、増幅及び追加が必要となる。
ここでは、これらの考慮事項の細部について、我が国の参考の資とする観点からの考察
結果を述べる。
5.3.2.1 対象組織はコミュニティ
「5.3.1 米連邦政府機関 IT 不測事態対応の実態(要約)」で対象となった組織は、その項目
名が示すとおり、米連邦政府機関であり、具体的には国土安全保障省の構成組織、国防総
省の構成組織、その他の連邦政府省庁の構成組織である。つまり、米国における監査結果
の教訓の適用対象となり得るのは、これら連邦政府機関のようなコミュニティであり、個々
の組織ではない。
したがって、本調査研究成果としての米国の教訓が我が国に活かされるのは何らかのコ
ミュニティということになる。我が国における IT 不測事態対応計画･管理の徹底を図るコ
ミュニティの具体例としては、次に示すような防衛省、防衛関連企業などが考えられる。
 中央省庁業務継続ガイドライン⇒防衛省業務継続計画(首都直下地震への対応)⇒各機
関における業務継続計画の策定・履行⇒IT サービス継続計画の策定・履行
 防衛関連企業に対する情報システムの可用性確保要求⇒防衛関連企業における可用
性(IT サービス継続)の細部計画の策定・履行
これは、本調査の対象とした監察総監等の報告が国防総省の機関、国土安全保障省の機
関、及び連邦政府機関の各コミュニティを対象としたものであって、そこから得られた教
訓も当然のことながらコミュニティへ適用されるべきとの理由からである。とはいえ、大
企業に多くの下部組織があり、かつ、それぞれが本社の統一的管理の下に IT 不測事態対応
の計画立案・履行を行う場合は、そのような大企業及びその構成組織としての下部組織の
集合をコミュニティと捉えることができることから、適用対象となり得る。また、中小企
業や個別の組織においても、具体的に IT 不測事態対応計画の立案・維持を行う場合の参考
とすべき教訓も、すべてではないが多々あると思われる。
5.3.2.2 新たな文化としての取り込み
IT 不測事態対応計画は、IT に係る事業継続又は IT サービス継続としての情報システム
の可用性に係る新たな分野であり、これまで醸成されてきた IT 部門やセキュリティ管理者
を中核とした世界の情報セキュリティ文化とは一線を画すものがある。つまり、対象とす
るリスクの発現可能性は低いものの発現した場合の影響が極めて大きく、かつ、その対応
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は組織の重要業務の継続を目的とした全組織的な事業継続の一環として取り扱われるから
である。テロ攻撃や自然災害などによる大規模な停電や通信障害の発生又は施設・設備の
破壊に伴うシステムの中断、さらには新型ウィルスの蔓延に伴う人的問題の発生などは、
これまでのハッカー攻撃やウィルス脅威又はインサイダー脅威に対抗する情報セキュリテ
ィ文化の延長線で捉えることに、組織自身及び組織の要員も経験が少ないことから無理が
ある。
すなわち、IT 不測事態対応計画は、新たな、より組織的かつ広範に及ぶ企業文化として
取り込む考え方が求められる。具体的には、これまでの情報セキュリティでは組織の一部、
つまり IT 部門やセキュリティ管理者が中核として情報資産の機密性、完全性及び可用性の
維持を実施してきたが、IT 不測事態対応については、その策定及び実施に当たり、関連す
る全部門が組織のポリシーに従って有機的かつ組織的に活動することが求められる。
5.3.2.3 新たな波としての事業継続や IT サービス継続要求
2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃による世界貿易センター・ビルの崩壊に伴う事業の長期中
断や新潟県中越地震災害などにより、我が国においても事業継続の必要性が組織内外から
強く求められている。世界的に見ても事業継続に係る関心の度合いは高く、欧米の事業継
続管理の導入率は我が国より多い状況となっている。そして、事業継続及び IT サービス継
続に係る ISO 化も現在、着々と進められつつある。
このような状況下にあって英国はいち早く、2006 年の BS25999-1(事業継続マネジメン
トのための実線規範)及び 2007 年の BS25999-2(事業継続マネジメントのための要求事項)
の発行により、2008 年 4 月から BS25999 認証制度の本格運用を開始している。我が国も
現在、BS25999-2 に基づく事業継続マネジメントシステム(BCMS)認証制度の実証運用を開
始しており、2009 年 8 月には正式運用の開始が予定されている。BS25999 は事業継続管理
を対象としたものであるが、IT サービス継続管理を対象とした BS25777 が 2008 年中にも
発行予定となっており、この ISO 化提案も予定されている。
情報化社会におけるこのような事業継続及び IT サービス継続に係る要求は、情報セキュ
リティの波が押し寄せてきた一昔前に引き続く新たな波と捉えることができる。この波に
乗るためには、前項に述べた新たな文化と同様に、企業経営陣や組織の長から全従業員/職
員に至るまでの意識改革と実行が求められ、そのためのポリシー策定とその履行が望まれ
ている。JIS Q 27001 の A.13 には事業継続管理の管理策の規定がある。しかしながら、IT
サービス継続管理として本格的に取り組む場合は、一管理策としての対応規模をはるかに
超越するものであり、実際、将来的には IT サービス継続管理システム（ITSCM）としての
認証制度も予測されている。
5.3.2.4 民間と官との事業継続に対する踏まえ方の違い
第 1 章の「1.3 IT 不測事態対応計画の必要性」において、民間企業(米国及び日本)の事業
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継続の取組状況として、KPGM 社の「事業継続マネジメント(BCM)サーベイ 2008」を紹介
した。また、第 4 章の「4.1 国土安全保障省監察総監報告」、「4.2 国防総省監察総監報告」
及び「4.3 会計検査院報告」において、米連邦政府主要機関の IT 不測事態対応計画の取り
組み状況を紹介した。これらの中から、事業継続計画/IT 不測事態対応計画の策定状況及び
計画に対するテスト実施状況を取り出して比較すると、図 5.3-2 のようになる。
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図 5.3-2：官民間の事業継続計画/不測事態対応計画取組状況
民間データは、KPGM ビジネスアシュアランス株式会社が実施した「事業継続マネジメ
ント(BCM)サーベイ 2008」のアンケート調査結果によるものである。会計検査院(GAO)の
データは、行政管理予算局(OMB)が連邦政府機関からの報告を集計し議会に報告したもの
であるが、これは単に（信憑性はともかく）連邦政府機関からの報告をそのまま示したも
のであり、その実態を正確に表したものではない。事実 GAO は、その報告書において 96％
の連邦政府機関は IT 不測事態対応計画に欠陥があるか、又はテストが完全に実施されてい
ないと報告している。
ここで比較して見ていただきたいのは、米・民間と DHS(国土安全保障省)及び国防総省
(DoD)のデータである。事業継続計画/IT 不測事態対応計画の策定率及び同計画に対するテ
ストの実施率には、明らかに大きな差異がある。策定率は、民間の 95％に対し、DHS が
60％で DoD が 39％となっている。また、テスト実施率は、民間の 64％に対し DHS が 21％
で DoD が 18％となっている。
民間の場合は、外部要因こそあれ、内部要因もあり、事業継続に対する取り組みの積極
性が現れたものとなっている。これに比べ連邦政府機関の場合は、法律や機関の規則に定
められていることから IT 不測事態対応に取り組んでいる思われる受動性が窺われる。

5-31

結論として、コミュニティに対し事業継続計画/IT 不測事態対応計画の策定及びテストの
実施を求める場合は、このような受動性を考慮しなければならないということである。
5.3.3

教訓

5.3.3.1 教訓の導出結果
表 5.3-2 に示す教訓は「5.3.1 米連邦政府機関 IT 不測事態対応の実態(要約) (詳細は第 4
章参照)」に対して、
「5.3.2 教訓の導出に当たっての基本的考え方」を考慮し、我が国の参
考の資とすべきことをまとめたものである。
なお、表中の「区分」は、その重要性から追加した項目があるが、これは教訓としてよ
り具体的なものとするためである。しかしながら、基本的には表 5.3-1 にほぼ同じとなって
おり、教訓の出所根拠を 5.3-1 に容易に見出すことができるようになっている。追加項目は
次のとおりである。
 「プログラム(P)」、「ガイダンス(G))及び「マネジメント・コントロール(M)」に「承
認」及び「監査」を追加し、全体を「全組織的なプログラム」で括った。
 「ガイダンス(G)」から「実施要領」を抜き出し、新たな項目とした。
 「教育訓練」
 システム開発ライフサイクル
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表 5.3-2：教訓(我が国への参考の資)
区
全組織的な

分
ポリシー

プログラム

教

訓

そ

の

理

由

組織は、組織全体に及ぶ IT 不測事態

構成組織が適切な ITCP を構築し・維持していることを、上級

対応(ITCP)のための明確なポリシーを

組織は監督する必要がある。そのためには、組織全体に及ぶ ITCP

制定し、周知徹底を図るべきである。

プログラムを導入し、構成組織に対しては適切な管理のためのポ
リシー、ガイドラインなどを示すとともに、実際にその履行状況
の適切性を上級組織が確認しなければならない。
ITCP に対する組織の長の明確な認識、予算や責任事項を含む
基本的事項のコミットメントは、組織的な対応により ITCP を実
質的に効果のあるものとするための必須事項である。
特に、ITCP は組織全体に係る事項であることから、このよう
なコミットメント及び関係者に対する任務付与は極めて重要視
される事項となる。

ガイダンス

ITCP の策定・履行にあたり、そのガ

コミュニティの各構成組織が統一されたガイダンスに基づき

イダンスとなる標準、ガイドライン、実

ITCP の策定・履行を実施することにより、コミュニティにおけ

施要領などを明示するとともに、その遵

る継続レベルを合わせ、結果として、不測の事態に遭遇してもコ

守を義務付けるべきである。

ミュニティとしての機能を維持することができる。このような考
え方は、民間におけるサプライチェーンに対する継続についても
成り立つ。
相互連接性が特に問われる情報システム間にあっては、目標復
旧時間(RTO)などのさらなる細部統一事項が必要となる。

マネジメント・

管理・監督をする者に対する明確な役
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構成組織からの報告を鵜呑みにし、マネジメント・コントロー

区

分
コントロール

教

訓

そ

の

理

由

割と責任事項を付与するとともに、その

ルが機能していなかったことが、今回の米国における観察結果が

遵守の徹底を図るべきである。

明らかにした最大の教訓とも言えるべきものである。管理・監督
する者がそれなりの責任事項を果たしていれば、結果はかなり改
善されていたはずである。
組織の長、最高情報責任者(CIO)、ITCP 立案調整者28、運用承
認者29などの ITCP の重要性に対する認識不足が、今回の観察結
果に明らかにされている。
また、ITCP に係る是正処置については最優先順位項目に位置
づけさせ、その計画及び実施について適切な管理を行わせるとと
もに、マネジメントレビューの重要項目として取り扱うべきであ
る。

承認

情報システムの運用承認に際しては、

ITCP は、有事にこそ、その威力を発揮するものである。平時

ITCP に係る評価を提出させ、これを審

における情報セキュリティの運用承認に比べ、ITCP に対する承

査後、承認の可否を判断すべきである。 認の重要性は極めて高いものとして認識されねばならない。
災害発生時におけるビジネス継続の重要性は論を待たない。災
害発生時にどう対処するかが組織の長（運用承認者）に問われる。
このためにも、情報システムの運用承認に際しては ITCP を最重

28

ITCP 立案調整者：ITCP 立案調整者(Information Technology Contingency Planning Coordinator)は、情報システム及び同システムの支援を受けているビジネ
スに係る業務遂行及び資源の管理者と調整のうえ不測事態対応計画(ITCP)立案のための戦略を策定するとともに、ITCP の策定及び実行管理を行う。
29 運用承認者：評価承認プロセス(Certification & Accreditation Process: C&A)における主要責任者の一人である。情報システムに対するセキュリティ要求事項が
満足されているか否かを、情報システム・セキュリティ要求事項に対する履行状況の評価結果(C&A の評価チームが実施)に基づき判断し、情報システムの運用の承
認、暫定運用承認又は運用拒否を行う権限を有する組織の代表者である。筆者は、ITCP の重要性から、暫定運用承認の免責事項から ITCP を外すべきと考えてい
る。防衛省においても近年、米国防総省の C&A プロセスに類似した制度を導入している。
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区

分

教

訓

そ

の

理

由

要項目として捉えねばならない。
監査

相互連接性が求められる情報システ

ガイダンスの履行を構成組織に委ねたことが、極めて不満足な

ム間においては、第三者による ITCP 態

結果に終わっていることが監察総監などの報告で明らかにされ

勢確保のための監査(審査)を行うべきで

ている。

ある。

情報システムの運用の可否判断は当該構成組織の運用承認者
の権限事項であり、自情報システムの ITCP の評価・承認は運用
承認者によるものとするが、相互連接性が重要視されるコミュニ
ティにおいては、これに加え第三者による確認が必要である。
ITCP は、発現した場合のリスクが大であること、運用の継続
に及ぼす影響が大であること、組織全体に対応が関連するなど、
これまでの情報セキュリティ管理とは異なる面が多々ある。早い
話、組織の IT 部門だけでは絶対に対応できない管理事項なので
あり、現行の評価・承認プロセスにおける評価チームだけでの対
応は無理となっている。リスクの発現の頻度が低く、従って経験
も少ないことから、ITCP の妥当性の確認にはそれなりの専門家
の知識が必要と思われ、この確認後における運用承認者による運
用承認の可否判断が求められる。

規

則

少なくとも次の事項について、明確に

国 防 総 省 の 規 則 「 DoDI 8500.2 Information Assurance
Implementation(情報保証履行)」は、情報システムの機密性、

示すべきである。
 関連規則との関係

完全性及び可用性(不測事態対応を含む)についての要求事項で

 適用ガイドライン(例：NIST SP

ある。DoDI 8500.2 が公表された 2003 年当時、コミュニティ管

800-34)

理策として優れたものであるとの印象を受けた。しかしながら、
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区

分

教

訓

そ

の

理

由

 上位組織への報告(要領、様式)

昨今の事業継続の必要性が叫ばれている状況を考慮すると、

 是正処置対応(計画、処置報告)

DoDI 8500.2 は、ITCP の計画立案・履行に関して可用性要求事

 関係者の役割と責任事項

項の範疇に止まっており、明確な規定がされていない。このこと

 相互連接情報システム間の調整

が、国防総省構成組織における ITCP の不適切さをもたらした最

 ITCP 立案・履行に係る細部規定

大原因の一つとなっている。

事項

相互連接/統合運用を確保する観点から、少なくとも左記教訓

 監査(内部及び上位組織)

欄に記述した項目の細部までを定めた統一規則がコミュニティ
に必要である。
上位組織が下位組織の履行状況を把握するためには、適切な内
容を含む報告が必要である。また、その遵守状況確認のため、上
位組織による監査も必要である(内部監査については、評価承認
プロセスの一環として実施する)。

実 施 要 領

実施要領(ガイドライン)は、実務者が

一般的に、新たな波としての事業継続や IT サービス継続のた

ITCP の立案及び維持を円滑かつ的確に

めの計画立案やその維持管理に対応するには、具体的かつ詳細な

実施できるよう明瞭かつ具体的な記述

実務者用の実施要領が不可欠である。

内容とすべきである。

相互連接/統合運用を重要視し、この達成を当然のこととする

この実施要領には、ビジネス影響分析
(BIA)や細部計画書作成などに際して有
用となる具体例を示し、その理解を深め

コミュニティにあっては、細部まで定めた統一実施要領が不可欠
である。
国 防 総 省 外 の 連 邦 政 府 機 関 に 対 し て は 現 在 、 NIST SP
800-53(連邦政府情報システム用推奨セキュリティ管理策)と

させるべきである。
報告様式についても、具体例と併せて
示すものとする。

NIST SP 800-34(IT システム不測事態対応計画立案ガイド)の両
者により、ITCP に関しては、完全に網羅されている。コミュニ
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区

分

教

訓

そ

の

理

由

ティとしての相互連接性及び統合運用性を確保するにはこのよ
うなガイダンスが不可欠である。
定

義

事業継続管理(BCM)、事業継続計画

国防総省の構成組織における COOP と ITCP の取り違いは、

(BCP)、運用継続計画(COOP)、IT サー

正にこのような明確な定義づけや関連付けを行うとともに、それ

ビス継続管理（ITSCM）、IT 不測事態対

らを規則などに明示し、周知徹底を図らなかったことに最大の原

応計画（ITCP）、災害復旧計画(DRP)な

因があったことが、国防総省の監察総監による監査報告から明ら

どの定義づけ、関係及び違いについて

かとなっている。
我が国においても、事業継続計画なのか IT サービス継続なの

は、明確な説明をすべきである。

か、その明確な区分付けが行われないまま結果的に混同している
企業もある。
教 育 訓 練

ITCP の策定及び妥当性の審査に係る
要員の教育訓練を行うべきである。

IT 不測事態対応(IT サービス継続)や事業継続は、情報セキュ
リティに続く新たな波であることを認識し、この波に乗るために
はそれなりの教育が必要である。この教育は、情報セキュリティ
の範疇を超える全組織的なものである認識に立脚しなければな
らない。
国防総省の監察総監報告で明らかにされた COOP と ITCP の
取り違いなどの想像もできないミスの発生原因は、ITCP を策定
する要員及び策定の有無や良否を審査する要員双方に ITCP の
策定・維持に係る知識及びスキル不足があったことは否めない。
これは明らかに情報セキュリティの延長線上に ITCP を考えた
ことに起因していると判断される。

テ

ス

ト

ITCP を効果的なものとするため、
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一般的に、計画を策定すると、それで任務終了的な事務処理的

区

分

教

訓

そ

の

理

由

ITCP のテスト、訓練及び演習について

な義務感の達成を感じてしまい、以降における管理、すなわちテ

は、その頻度も含め、ITCP の管理上の

ストや環境の変化に伴う見直しの優先順位を下げる傾向にある。

最大・最高の必須事項とすべきである。 ITCP の重要性を考慮するならば、このような態度は現に戒めね
ばならない。
ITCP の性格として(これはもちろん、事業継続計画にも当ては
まることであるが)、テスト、訓練及び演習を重ねることによっ
て、不測事態の発生時において ITCP がより実効性の高いものと
なるのである。
システム開発ライフサイクル

ビジネス影響分析(BIA)で明らかとな

予算が制限されている組織環境下において、BIA の結果明ら

った予備電源設備の導入等の予防的管

かとなった予防的管理策、及び IT 技術の進展に追随することに

理策の一部については、予め講ずること

より ITCP を効果的なものとする技術的管理策を効率的かつ費

ができるものもあり、これらについては

用対効果のある方法で導入するには、SDLC の最初のフェーズか

優先順位を付してシステム開発ライフ

ら ITCP を盛り込む必要がある。

サ イ ク ル (System Development Life
Cycle: SDLC)に取り込んで対応すべき
である。
また、IT 技術の進展に追随した効果的
な技術的解決策を取り込むに際しても、
SDLC に取り込むべきである。
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5.3.3.2 導出された教訓について
教訓として導出された結果に共通するのは、やはり ITCP がこれまでの情報セキュリテ
ィとは異質のものであり、情報化社会における第 1 の波としての情報セキュリティに引き
続く第 2 の波として扱うべき取り組みになっているということである。監察総監や会計検
査院の監査報告に共通する指摘事項を考察すると、これまでの情報セキュリティの延長上
に ITCP を置いたことに対応の不適切な原因があると判断される。つまり、事業継続=可
用性とするような情報セキュリティ対策の一項目的対応が、あのような結果に結びついた
と思われる。ITCP は、考え方にも述べたとおり、新たな文化そして新たな波であり、ITCP
を導入する組織にはそれなりの認識及び姿勢が求められる。
世界では、英国がすでに事業継続管理の認証制度を開始し、我が国でも事業継続管理シ
ステム(BCMS)認証制度の実証運用が行われている。つまり、世の中に ISMS 認証制度と
は独立の BCMS 認証制度が開始されていること自体が、事業継続管理を情報セキュリテ
ィの延長上に置くこと、又は一分野として取り扱うことを拒否しているのである。このよ
うな変化を的確に捉えない限り、米連邦政府機関に対する ITCP 監査結果の指摘事項が後
を絶たないものとなることは想像に難くない。
ITCP は事業継続管理に比べると小規模であり、かつ、事業継続管理の一分野に過ぎな
いことから、事業継続管理と同等に取り扱わずとも、従来の情報セキュリティの延長上に
置くことで十分対応できると思われる方もいるかもしれない。しかしながら、ITCP の事
業に対する貢献度合いがますます高まっている昨今の現状を見る限り、事業継続管理の中
核となる ITCP は正しく IT サービス継続管理と判断され、かつ、その事業継続管理に占
める割合、比重又は占有率も大きくなっているか又はなりつつあるというのが実感ではな
かろうか。したがって、ITCP に対しても、事業継続計画に匹敵する新たな波及び新たな
文化としての意識改革が求められることになる。
教訓として導出した事項のすべてに覆いかぶさっているのが、この新たな波及び新たな
文化としての ITCP への対応、そして考え方である。
「教訓」及び「その理由」欄への記述
内容は、このような対応及び考え方に大きく影響を受けたものとなっている。したがって、
記述の中には「それほどまでも」と思われる事項が散見されるかもしれないが、それはこ
のような考え方によるものであることを理解していただきたい。
5.3.3.3 教訓が参考となる例
我が国において、このような教訓が参考となる例は次のようなものである。
 防衛省の各機関等に対する IT サービス継続管理要求：IT 化の促進を図る防衛省に
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とっての IT サービス継続管理は、米国防総省の例を見るまでもなく必須の事項である
と考えられる。防衛省は現在、防衛省業務継続計画において平素からの執務環境の確
保の一環としての情報通信対策を盛り込んでいる。IT インフラの重要性を考慮するな
らば、これをさらに拡大した IT サービス継続管理の要求が、首都圏だけでなく全国に
所在する機関等に望まれる。
 防衛省の契約相手に対する IT サービス継続要求：米国防総省の防衛関連企業に対す
る情報セキュリティ関連の要求事項(NISPOM30)には、情報システムの可用性及び災害
復旧計画が規定されている。我が国の防衛装備品の調達において、米国のようなデュ
アル・ソースの確保が困難であることを考慮するならば、安全保障上の緊要な装備品
調達に対しては、IT サービス継続管理要求が必要と思われる。

30

NISPOMＦ：DoD 5220.22-M, National Industrial Security Program Operating Manual, February
28, 2006。政府契約に係るセキュリティ要求事項を規定したもの。
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5.4

参考

ここでは、事業継続管理や IT サービス継続(IT 不測事態対応)を考える際の参考として、
次の 3 件について述べることとする。
1.

JSOX 法における内部統制と事業継続管理(IT サービス継続)の関係

2.

欧州における事業継続管理の導入動向

3.

ISMS と BCMS における PDCA サイクルの違い

5.4.1

JSOX 法における内部統制と事業継続管理(IT サービス継続)の関係

5.4.1.1 全般
「JSOX 法」とは俗称であり、正規には「証券取引法」の一部がこれに該当する。詳し
くは、
「証券取引等の一部を改正する法律」及び「証券取引等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律」となっている。これらの法律は 2006 年 6 月に制
定されたものであるが、2007 年 9 月 30 日から完全施行となっている。また、内部統制報
告書の提出及び監査については、同法の附則第 15 条において「平成 20 年 4 月 1 日以後に
開始する事業年度から適用する」と定められており、2009 年 3 月期の本決算から上場企
業及びその子会社が適用対象となる。
これらの法律の制定に合わせて、金融庁の企業会計審議会は 2005 年 12 月、次の 2 つの
基準を制定した。
(1) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査のあり方について（基準）
」
(2) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準（実施基準）」
上記(1)の基準は、監査法人が企業での「内部統制システム」をチェックする際の基準に
関する方針を示したものである。そして、この基準が想定する制度では、
「経営者が実施し
た内部統制の評価」について、公認会計士が法定監査（財部諸表監査）の一環として監査
を実施することとされている。この内部統制の枠組みは、米国の「COSO 枠組み」をベー
スにしたものであるが、COSO 枠組みの 5 つの構成要素に「IT の利用」
（IT 統制）が追加
されたものとなっている。この COSO は、1992 年に米国のトレッドウェイ委員会組織委
員会(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO)
が公表した内部統制の枠組みであり、事実上の世界標準として知られている。COSO 枠組
みは、次のとおりである。
(1) 統制環境(Control Environment)
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(2) リスク評価(Risk Assessment)
(3) 統制活動(Control Activity)
(4) 情報と伝達(Information and Communication)
(5) モニタリング(Monitoring)
JSOX 法の枠組みは、上記の 5 つの枠組みの 6 番目として次を加えたものである。
(6) IT への対応
内部統制システムとは、企業などの内部において違法行為や不正、誤りなどが行われる
ことなく組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう、各業務で所定の基準や手続きを
定め、それに基づいて管理・監視・保証を行うための一連の仕組みをいう。
当初は、財務報告の適正性確保を目的とする活動として捉えられていたが、1990 年代以
降、会計統制以外にもコンプライアンスや経営方針・業務ルールの順守、経営及び業務の
有効性・効率性の向上、リスクマネジメントなど、その範囲がより広くなり、コーポレー
ト・ガバナンスのための機能・役割という側面を強めて今日に至っている。このきっかけ
となったのが前述の COSO である。
5.4.1.2 内部統制と IT 統制
前述の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準（実施基準）」では、
「IT への対応」について、「IT 環境への対応」
、「IT の利用」及び「IT の統制」の３つに
分けており、
「IT への統制」については「IT 統制」と呼ばれている。
IT 統制が内部統制の一部であることは前述のとおりである。情報化社会、IT 社会など
といわれる昨今では、IT が内部統制と大きな係わりを持つようになり、内部統制を実施す
るうえで情報システムは大きな助けとなっている。
この IT 統制について「IT 情報マネジメント用語辞典」31は、次のように解説している。
解説の最後に「バックアップ」が記述されているが、これは IT サービス継続の重要な要
素を占めているものである。
内部統制システムの一部を構成する統制要素で、企業の業務や管理システムを情報技術
によって監視・記録・統制し、その健全性を保証する仕組みのこと。内部統制を行う仕組
み―――内部統制システムのうち、IT を利用した部分をいう。
今日、企業の業務プロセスやマネジメントシステムは、コンピュータ・システムに大き
く依存している。これらの業務及びマネジメントが健全かつ有効に実施されているかどう
かを監視・統制するには、やはりコンピュータ・システムをうまく利用し、同時にコンピ
31

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/itcontrol.html
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ュータ・システム自身が健全かつ有効に運用されているかどうかを監視・統制していく必
要がある。これが IT 統制である。
一般に IT 統制は、
「業務処理統制」と「全般統制」に分類される。業務処理統制は、個々
の業務処理システムにおいてデータの網羅性、正確性、正当性、維持継続性を確保するた
めの統制をいう。業務システムにおけるデータの入力、処理、出力が正しく行われること
が確かであることを保証するためのもので、二重入力チェック、コントロール・トータル・
チェック、限度チェックなどが含まれる。
他方の全般統制は、業務処理系統が健全かつ有効に機能する基盤・環境を保証する統制
である。IT 戦略、企画、開発、運用、保守、及びそれを支える組織、制度、基盤システム
に対する統制を含み、各レベルの IT プロセス及び個別要素であるユーザー認証、ログ監視、
暗号通信、バックアップなどが含まれる。

5.4.1.3 IT 統制ガイダンスに見る IT 全般統制と事業継続管理の関係
経済産業省は 2007 年 3 月、「システム管理基準

追補版（財務報告に係る IT 統制ガイ

ダンス）」を公表した。このガイダンスのまえがきには、内部統制と IT への対応について
次のように述べている。
IT の急速な普及に伴い、我が国企業においては、調達、製造、販売、物流といった基幹
業務から、財務・人事・給与等の管理業務に至るまで、数多くの業務において IT への依存
度が増大している。
平成 18 年 6 月に成立した「金融商品取引法」により、経営者は、財務報告に係る内部統
制の整備及び運用状況の有効性について評価、報告することが義務付けられたが、上記の
ような IT への依存度増大を背景として、金融庁企業会計審議会内部統制部会が策定した「財
務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監
査に関する実施基準」においても、内部統制の基本的要素の 1 つとして「IT への対応」が
掲げられた。
経済産業省の「システム管理基準

追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」は、

IT 全般統制と事業継続計画との関係について次のように述べており、IT 全般統制が包括
的な事業継続計画を要求するものではないとしている。
なお、IT 全般統制では、プログラムとデータの復旧が適切に行われ、財務報告の信頼性
が確保できればよい。そのため、事業継続計画は、企業として推進することが望ましいが、
財務情報の信頼性に係る IT 全般統制の範囲に包括的な事業継続計画までは含まれない。
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ただし、金融機関に対しては、次に示すように、事業継続計画(金融機関では業務継続計
画といっている)の策定・維持が明確に要求されている。
 銀行や証券会社、保険会社などには、制度的にもBCPの策定が義務付けられるように
なった。07年6月に改訂された金融庁の監督指針は、「危機管理マニュアル」と併せて
「業務継続計画」を策定するよう求めている。
 また、日銀は自らの業務継続態勢を整備するだけでなく、各行に対する考査対象項目
に「業務継続態勢の整備」を組み入れた。実際の考査の場面でも、計画や態勢整備を巡
り突っ込んだ質疑がなされているとされている。
5.4.2

欧州における事業継続管理の導入動向

欧州における事業継続管理の導入・運用に関する具体的な数値は、残念ながらインター
ネット上に見つけ出すことはできなかった。
しかしながら、次のような状況からは、我が国よりも普及率が高いことが予想される。
1.

具体的な数値を掲げてはいないが、ほとんどの記事によると、欧州のほうが日本よ
りも事業継続管理の導入率が高いとしている。

2.

EU 圏の SOX 法対応では、事業継続管理に触れている。

3.

英国では、BCMS 認証制度が 2008 年から本格的に運用されている。

なお、米国における事業継続管理の導入状況については、1.3.2.2-(5)項の「日米の事業
継続計画策定状況及びテスト・演習実施状況の比較」において、数値で示しています。こ
ちらも、我が国よりも高い導入率を示しています。
5.4.3

ISMS と BCMS における PDCA サイクルの違い

次に示す表は、ISMS(JIS Q 27001:2006)と BCMS(BS 25999-2:2007)における PDCA
のコンポーネントを併記したものである。この表から明らかなように、次の 3 点で ISMS
と BCMS とでは、PDCA の各コンポーネントの配置に違いがある。
1.

ISMS のリスクアセスメントの実施、管理策の選択及び対策標準と実施手順の確立
は「Ｐ」で実施される。これらの実施事項に相当する BCMS の事業インパクト分
析の実施、リスクアセスメントの実施、事業継続戦略の決定、組織体制の確立、イ
ンシデントマネジメント計画の策定及び事業継続計画の策定は｢D｣で実施される。

2.

ISMS では、
「D」において管理策の周知徹底や維持のためのスキル確保のための訓
練が行われる。BCMS では、
「D」において各種実施手順の教育や周知徹底に加え、
演習が実施される。
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3.

ISMS では、「C」において管理策の有効性の評価が行われる。BCMS では、「D」
にいて演習や訓練の結果に基づく実施計画のレビューが行われる。

P

ISMS(JIS Q 27001:2006)

BCMS(BS 25999-2:2007)

ISMS の適用範囲及び境界を確立

BCMS の適用範囲及び目的の設定

ISMS の基本方針を確立

BCMS の方針の策定

リスクアセスメントの実施
管理策の選択
対策標準、実施手順の確立
D

リスク対応計画の策定と実施

事業インパクト分析の実施

管理策の実施

リスクアセスメントの実施

有効性の測定方法の定義、利用の規定

事業継続戦略の決定

教育・訓練及び意識向上の実施

組織体制の確立
インシデントマネジメント計画の策定
事業継続計画の策定
教育・周知の実施
演習の実施
取り組みのレビュー

C

内部監査の実施

内部監査の実施

有効性の評価
A

マネジメントレビューの実施

マネジメントレビューの実施

是正処置及び予防処置の実施

是正処置及び予防処置の実施

これら 3 つの違いが何であるかは、次に示す BCMS の特性にあると思われる。
 BCMS は、BCM を維持・改善するための手法である。一般にどのような活動であ
れ、
「分析や文書化などの一連の活動を一度実施したら終わり」という状況に陥りがち
であるが、BCMS はこのような BCM の陳腐化・形骸化を避けるための手法といえる。
ISMS の場合、脅威に大きな変化がない限り、PDCA のサイクルは年 1 回又は情報シ
ステムの大きな変更などがあった場合に限定される。BCMS の場合は、演習などの結
果、実施手順に何らかの変更処置が必要となれば、直ちに処置を講じなければならな
い。これは、BCMS の実施手順が ISMS のような枯れた管理策を対象とするのではな
く、むしろ訓練や演習を通じてその完成度を高める必要があるからである。
 このような情報セキュリティと事業継続管理の管理策の成熟度の違い及び演習実施
の有無とその目的の違い、並びに実施手順の見直しのタイミングの緊急性から、BCMS
の場合は「D」の中にも PDCA サイクルを形成し、BCM を維持・管理する必要性があ
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る。つまり、｢D｣の中に、事業継続戦略の決定⇒事業継続計画の策定⇒演習と見直し⇒
組織の理解(事業インパクト分析)⇒事業継続戦略の決定という事業継続管理プログラ
ム・マネジメント・サイクルを形成するのである。このサイクルにより、企業文化に
事業継続管理を導入していくのである。
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おわりに
企業が法規制や業界規制、顧客との契約、社会からの期待などの社外からの要求、並び
に企業使命、企業戦略、企業価値などの社内からの要求に基づき、自らが事業継続管理又
は IT サービス継続管理を行うことを決心した場合は、それなりの調査、検討、努力やコ
ンサル契約により、少なくとも当該企業が満足し得る計画の構築や管理を行うはずである。
また、それを客観的に評価する事業継続管理システム(BCMS)認証制度を利用することで、
外部に対する信頼性を獲得することもできる。
しかしながら、コミュニティ内の構成組織又はコミュニティを統括する組織に IT サー
ビス継続管理を行う必要・不可欠性が十分に認識されず、かつ、最優先的に取り組む姿勢
に積極性が欠けている場合、その結果がどのようになるかは想像に難くなく、本調査研究
報告書に示したように、米連邦政府各機関の IT 不測事態対応計画(IT サービス継続)の実
態にそれを見ることができた。国防総省監察総監、国土安全保障省監察総監及び米会計検
査院の IT 不測事態対応計画(IT サービス継続)に係る監査結果は、正に、このような重要
性の認識不足やマネジメント・コントロールの不徹底により、コミュニティ内の構成組織
におけるずさんともいえる現状を露呈させたものとなっている。
本調査研究報告書は、このような米連邦政府機関における IT 不測事態対応計画(IT サー
ビス継続)に係る実態に基づき、我が国への参考の資を求めることを目的としたものである
が、得られた成果は大きなものと自負しており、その主要な教訓となる事項は次のとおり
である(ただし、これらは主にコミュニティ内の構成組織を対象にしたものであって、独立
の一組織を対象としたものではないことに留意されたい)。
 IT サービス継続管理は、情報化社会における情報セキュリティの波に引き続く第 2
の波、かつ、新たな文化であることを認識すること。
 したがって、IT 継続サービスをコミュニティ内に順守させるには、関連する用語の
明解な定義付け及びそれらの関係付けは無論のこと、コミュニティ内の各構成組織が
十分に理解し実践できるよう、明確、具体的かつきめ細かなガイドラインを策定する
こと。
 新たな文化であることを認識の上、コミュニティの IT サービス継続管理ポリシー及
び規則においては役割・責任事項を明示し、マネジメント・コントロールの徹底を図
ること。
 コミュニティ内の相互連接性又はサービス継続レベルの統一を図るため、コミュニ
ティ内の IT サービス継続管理審査組織による適切性確認を行うこと。
 予防管理策的事項については、システム開発ライフサイクルの一環として、費用対

i

効果のある方法で取り込むこと。
 IT サービス継続管理の策定や審査に係る要員の養成・訓練を実施すること。
最後に、IT サービス継続を情報化社会における新たな文化として捉え、企業や組織が積
極的に受け入れるためには、経営陣やトップの IT サービス継続に係る重要性の認識が最
も必要であると判断される。

ii
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略号表
A
ADP

Automated Data Processing

自動データ処理

ASD(NII)

Assistant Secretary of Defense for Networks

国防次官補・ネットワーク及

and Information Integration

び情報技術担当
B

BCMS

Business Continuity Management System

事業継続管理システム

BCP

Business Continuity Plan

事業継続計画

BIA

Business Impact Analysis

ビジネス影響分析

BRP

Business Recovery Plan

事業復旧計画
C

C&A

Certification and Accreditation

評価・承認

CCP

Crisis Communication Plan

危機通信計画

CERT

Computer Emergency Response Team

コンピュータ緊急対応セン
ター

CIO

Chief Information Officer

最高情報責任者

CIRP

Cyber Incident Response Plan

サイバー・インシデント対応
計画

CISO

Chief Information Security Officer

最高情報セキュリティ責任
者

COG

Continuity Of Government

政府の継続

COOP

Continuity of Operational Plan

運用継続計画

CP

Contingency Plan

不測事態対応計画

CPC

Contingency Planning Coordinator

不測事態対応計画立案調整
者

CSP/ITCP
CSR

Continuity of Support Plan/IT Contingency

継続支援計画/IT 不測事態対

Plan

応計画

Corporate Social Responsibility

企業の社会的責任

D
DAA

Designated Approving Authority

運用承認者

DHS

Department of Homeland Security

国土安全保障省

DIA

Defense Intelligence Agency

国防情報局

DIACAP

DoD Information Assurance Certification

国防総省情報保証評価・承認

and Accreditation Process

プロセス

Defense Information System Agency

国防情報システム庁

DISA

i

DITPR

DoD

Information

Technology

Portfolios

国防総省情報技術(IT)ポート

Repository

フォリオ・リポジトリ

DOE

Department Of Energy

エネルギー省

DOJ

Department Of Justice

司法省

DOS

Department Of State

国務省

DoD

Department of Defense

国防総省

DoDI

DoD Instruction

国防総省達

DRP

Disaster Recovery Plan

災害復旧計画
E

EO

Executive Order

大統領指令
F

FIPS

Federal Information Processing Standard

連邦政府情報処理標準

FISMA

Federal Information Security Management

連邦政府情報セキュリティ

Act

法

Federal Preparedness Circular

連邦政府即応態勢達

FPC

G
GAO

United States Government Accountability

米会計検査院

Office
GAO

United States Government Accountability

米会計検査院

Office
H
I
IA

Information Assurance

情報保証

ICT

Information and Communication Technology

情報通信技術

ISMS

Information Security Management System

情報セキュリティマネジメ
ントシステム

ISO

International

Organization

for

国際標準化機構

Organization

for

国際標準化機構/国際電気標

Standardization
ISO/IEC

International

Standardization/International

準会議

Electrotechnical Commission
IT

Information Technology

情報技術

ITCP

Information Technology Contingency Plan

IT 不測事態対応計画

J
JIS

Japan Industrial Standard

日本工業規格
K

ii

L
LAN

Local Area Network

ローカル・エリア・ネットワ
ーク
M

MAC

Mission Assurance Category

ミッション保証カテゴリー
N

NIST

National

Institute

of

Standard

and

国家標準技術院

Technology
NISPOM

National

Industrial

Security

Program

Operating Manual

国家産業セキュリティ・プロ
グラム運用マニュアル

O
OASD

Office of the Assistant Secretary of Defense

国防次官事務局

OEP

Occupant Emergency Plan

居住者緊急対応計画

OMB

Office of Management and Budgeting

行政管理予算局

OPM

Office of Personnel Management

人事管理局

P
PC

Personal Computer

パソコン

PDD

Presidential Decision Directive

大統領指示

Q
R
RAID

Redundant Array of Independent Disks

レイド

S
SARS

Sever Acute Respiratory Syndrome

重症急性呼吸器症候群

SDLC

System Development Lifecycle

システム開発ライフサイク
ル

SLA

Service Level Agreement

サービス品質保証契約

SPOF

Single Point of Failure

単一故障点
T
U

UPS

Uninterruptible Power Supply

無停電電源装置

V
W
X
Y
Z
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