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発刊にあたって 
 
近年、外国人が係る技術情報流出が顕著なものとなっており、その背後には外国のイン

テリジェンス機関の影が見え隠れしています。光学機器メーカーからの軍事転用可能な光

通信の機密部品や電子デバイス・メーカーからの戦闘機搭載レーダーなどに転用可能な半

導体関連の社内機密情報の不正入手、自動車部品メーカーからのセンサーや産業ロボット

等製品電子図面約 13 万件の無断持ち出しなどは、氷山の一角とさえ言われています。我が

国の安全保障に係わる秘密の情報も例外ではありません。防衛省のボガチョンコフ事件や

内閣情報調査室情報漏えい事件などは、ロシアの情報機関員と見られる大使館職員に公務

員がリクルートされ、ロシアに情報を提供した例です。 
 
このようなスパイ行為を許してしまう我が国は、スパイ天国と言われて久しい。政府は

昨年、やっと重い腰を上げ、内閣府にカウンターインテリジェンス・センターを設置し、「国

の重要な情報や職員の保護」に当たらせることとしましたが、民間企業は対象外となって

います。しかしながら、冷戦崩壊後、特に昨今のグローバル経済社会にあっては、前述の

ように、外国のインテリジェンス機関は無論のこと、同機関の代理としての会社、個人な

ども、我が国の企業の重要技術情報を標的としています。このように、正にカウンターイ

ンテリジェンスの 先端に位置する民間企業の情報保護活動はいかにあるべきなのでしょ

うか？ 情報セキュリティだけで企業のセンシティブ情報を保護できるでしょうか？ 
 
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

管理の向上」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。本調査研究は、様々なスパイ事例の分析を行うとともに、米国における官民間

のカウンターインテリジェンス・パートナーシップを参考として、我が国の防衛関連企業

のカウンターインテリジェンス活動に対する推奨管理策を導出したものです。この推奨管

理策は、企業の情報セキュリティの中で特にインサイダー脅威に焦点を当てたもの、及び

官民間のパートナーシップによるインテリジェンス脅威に係る情報の共有などに焦点を当

てたものから構成されています。 
 
本調査研究の推奨管理策が、貴組織におけるカウンターインテリジェンス活動にご活用

いただければ幸いと存じます。 
 

平成 22 年３月 
財団法人 防衛調達基盤整備協会 
理 事 長 宇田川 新 一 
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はじめに 
 
我が国は 2007 年 8 月 9 日、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」

を発表した。その目的は「外国情報機関員による情報収集活動から、我が国の重要な情報

や職員等の保護を図ること」であり、残念ながら、民間企業の企業機密や従業員は対象外

となっている。この民間企業に関しては、2007 年 3 月 23 日に開催された外務委員会質疑

応答の中で、当時の内閣官房副長官が委員の質問に対して、「当面は国の行政機関を対象と

した保護策等を検討することとしておりますが、将来的には、安全保障上重大な影響を及

ぼす可能性のある民間企業に関しても視野に入れつつ、必要な研究をしてまいりたいと考

えております」と答弁している。つまり、政府機関を対象にしたカウンターインテリジェ

ンス体制固めを 初に行い、その後、民間企業を対象に研究
．．

するというのである。したが

って、民間企業を対象とした国家的なカウンターインテリジェンスの取り組みは、だいぶ

先ということになる。 

 

外国情報機関のインテリジェンス・サイクルにおける情報収集要求事項は、我が国のカ

ウンターインテリジェンス整備体制状況と何ら係りはない。軍事力及び経済力発展のため、

外国情報機関による情報収集活動は、我が国に対して絶え間なくかつ組織的に行われ、し

かも拡大傾向にあると考えるのが自然である。 
したがって、我が国の安全保障を危ういものとする民間企業の先端技術を標的とした外

国情報機関の情報収集活動に対処するカウンターインテリジェンスの取り組みは、正に焦

眉の急といえるものである。とりわけ、リクルートされたインサイダー脅威への対策等、

できるものからすぐにも取り組むべきである。拙速とはいえ、走りながら改善していけば

良いのではなかろうか。 
 
本研究調査報告書は、このような視点から、冷戦崩壊後のグローバル経済社会における

インテリジェンス活動を明らかにした上で、米国における官民協調のカウンターインテリ

ジェンス活動及びインサイダー脅威研究、並びに本調査研究において実施するハンセン事

例研究成果としての教訓を参考に、我が国の民間企業内でできること及び官民間のパート

ナーシップ構築によりできることを明らかにし、カウンターインテリジェンスの 前線に

位置する防衛関連企業の対策について、その一案を提言するものである。 
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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 記 述 概 要 
第 1 章：概説 インテリジェンス及びカウンターインテリジェンスの定義

や活動概要を解説するとともに、冷戦崩壊後のインテリジェン

ス脅威の変化について明らかにする。カウンターインテリジェ

ンスについては、防衛的及び攻撃的カウンターインテリジェン

ス活動の違い、並びに情報セキュリティとの関係についても明

らかにする。 
第 2 章：事例研究 米国のカウンターインテリジェンス歴史上 も打撃を被っ

た連邦捜査局のロバート･ハンセン事件に係る事例研究を行

い、その問題点を明らかにした上で、スイスチーズ･モデル及

びシステム・ダイナミクス・モデルによる分析を行い、ハンセ

ン事件の教訓を導出する。さらに、我が国における 6 つの事例

に対する同教訓の適用性を確認する。 
第 3 章：米国の取り組み 米国のカウンターインテリジェンス活動、とりわけ官民間の

パートナーシップに立脚する国防保全局及び連邦捜査局の取

り組み内容を述べる。また、カーネギー・メロン大学で行われ

ているスパイ等インサイダー脅威研究成果としての推奨管理

策についても紹介する。 
第 4 章：提言 第 1 章の冷戦崩壊後のインテリジェンス脅威の変化、第 2 章

のハンセン事件の教訓、並びに第 3 章における米国のスパイ等

インサイダー脅威研究成果及びカウンターインテリジェンス

活動における官民間パートナーシップから、我が国の防衛関連

企業に対する推奨カウンターインテリジェンス管理策を導出

する。さらに、同推奨管理策の実効性を確実なものとするため、

我が国及び防衛省に対する提言を行う。 
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1 概説 
 

1.1 全般 

本章は、先ず本調査研究において利用する用語の定義を行った後、インテリジェンス及

びカウンターインテリジェンス(CI)について解説する。 
インテリジェンスにおいては、インテリジェンス･サイクルや情報収集手段の実態などを

述べるとともに、冷戦崩壊後のインテリジェンス脅威の変化を明らかにする。 
CI においては、防衛的 CI と攻撃的 CI の違いについて具体的な説明を行うとともに、

防衛的 CI と情報セキュリティとの関係を明らかにする。そして、国家機密に加え、民間

企業が保有する 先端技術についても、単に当該企業の利益を保護するだけでなく、敵対

性の不正取得・利用による我が国の安全保障や経済保障への影響が懸念される冷戦崩壊後

のインテリジェンス脅威に対抗するため、民間企業における CI 活動の重要性について述

べる。 
 

1.2 用語の定義 

ここでは、インテリジェンス及びカウンターインテリジェンス活動関連の用語の定義を

行う。 
表 1.2-1 は、本調査研究で利用する用語の定義である。 
 

表 1.2-1：本調査で利用する用語の定義 

 
用 語 定 義 

情報 
(Information) 

情報とは、あらゆる(伝達などの)手段又は形式による事実、

データ又は指示をいう(国防総省用語の解1)。 
インテリジェンス 
(Intelligence) 

インテリジェンスとは、外国、敵対性若しくは潜在的敵対性

の勢力若しくは構成分子(敵対性等)、又は実際の若しくは潜在

的な作戦地域に係る利用可能な情報について、それらを収集、

処理、統合、評価、分析及び解明した結果としての成果物をい

う(国防総省用語の解)。 
(解説：情報は、その定義が示すように、本質的に何ら加工が

施されていない単なる生の事実やデータである。これに反し、

インテリジェンスは、それら様々な事実やデータ情報を収集・

関連付・評価・分析を行って、何らかの意思決定に資する目的

で解明を行った結果としての産物ということになる) 

                                                  
1 国防総省用語の解：Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf 
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用 語 定 義 
インテリジェンス脅威 
(Intelligence Threat) 

国の安全保障及び経済安全保障上の重要情報を入手及び利

用する敵対性等の意図及び能力をいう2。 
インテリジェンス活動 
(Intelligence 
Operation) 

インテリジェンス活動とは、様々なインテリジェンス組織が

実施する多様なインテリジェンス及びカウンターインテリジ

ェンス任務、並びにインテリジェンス・プロセス内の活動をい

う。インテリジェンス活動には、計画立案と指令、収集、処理

と(インテリジェンス作成のための)利用、分析と作成、伝達と

統合及び評価とフィードバックが含まれる(国防総省用語の

解)。 
(解説：インテリジェンス作成のための情報の収集や分析など

の個々の活動が、インテリジェンス活動ということになる) 
インテリジェンス・プ

ロセス 
(Intelligence Process) 
又は 
インテリジェンス・サ

イクル 
(Intelligence Cycle) 

インテリジェンス・プロセスとは、情報をインテリジェンス

に変換し、ユーザーによる利用を可能とするプロセスをいう。

このプロセスは、相互に関連する 6 つのインテリジェンス活動

から構成される：インテリジェンス活動には、計画立案と指令、

収集、処理と利用、分析と作成、伝達と統合及び評価とフィー

ドバックが含まれる(国防総省用語の解)。 
(解説：一般には、インテリジェンス・サイクル(Intelligence 

Cycle)といっている。連邦捜査局(FBI)は、インテリジェンス・

サイクルの用語を利用している。詳細は「1.3.1 インテリジェ

ンス・サイクル」に示す) 
カウンターインテリジ

ェンス 
(Counterintelligence) 

カウンターインテリジェンスとは、外国の政府やその構成組

織若しくはその代理、外国の組織や外国人又は国際テロリスト

活動によるスパイ行為やその他のインテリジェンス活動、サボ

タージュ又は暗殺を防止するための情報の収集及び活動をい

う(国防総省用語の解)。 
(解説：外国等によるインテリジェンス活動防止のための対外

的かつ表面的なカウンターインテリジェンス活動は、あくまで

も国家機関による。民間企業におけるカウンターインテリジェ

ンス活動とは、企業機密情報漏えい防止のための情報セキュリ

ティの維持を行うとともに、国家機関のカウンターインテリジ

ェンス活動を効果的かつ効率的なものとするための支援活動

を行うことである(例：外国人不審接触報告)) 

                                                  
2 インテリジェンス脅威(Intelligence threat)：「インテリジェンス脅威ハンドブック(Intelligence Threat 
Hadbook, Interagency OPSEC Support Staff, June 2004)」による定義である。 
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用 語 定 義 
エージェント 
(Agent) 

エージェントとは、インテリジェンス又はカウンターインテ

リジェンスの目的で、情報の取得又は取得支援を委任された者

又は指令された者をいう(国防総省用語の解)。 
諜報員 
(Intelligence Officer) 
 

諜報員とは、組織に雇われた者であり、当該組織での利用に

供するインテリジェンス作成のため、情報の収集、編集及び分

析を行う者をいう。諜報員を雇用する組織には、軍隊、インテ

リジェンス機関などがある(Wikipedia3)。 
スパイ 
(Spy) 

スパイとは、秘密とみなされている情報を、当該情報の持ち

主の許可なく取得する者をいう (Wikipedia4)。 
（解説：したがって、エージェントはスパイであるとも言え

る） 
ケース・オフィサー 
(Case Officer) 
又は 
ハンドラー 
(Handler) 

ケース・オフィサー又はハンドラーとは、一般的にはインテ

リジェンス機関に雇用された諜報員であり、エージェント及び

エージェント・ネットワークの管理に精通した者をいう

(Wikipedia5)。 

 
 
 
 

                                                  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_officer 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Spy 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Case_officer 
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1.3 インテリジェンス 

ここでは、外国のインテリジェンス機関による情報収集活動を主体に述べる。 
初にインテリジェンス・サイクルについて概説する。次いで、インテリジェンス・サ

イクルの一プロセスとしての情報収集活動がスパイ活動に密接に係るものであることから、

情報収集手段の概要を述べる。さらに、スパイとしてリクルートされ、密かな情報収集を

行うヒューマン・インテリジェンス（HUMINT）について詳説するとともに、オープン･

ソース・インテリジェンス(OSINT)や外交とスパイ行為との関係についても簡単な紹介を

行う。そして 後に、これらを総括して、冷戦後のインテリジェンス脅威の変化を明らか

にする。 
 

1.3.1 インテリジェンス・サイクル 

インテリジェンス・サイクルは、世界中のインテリジェンス機関によって利用されてお

り、その概要を図 1.3-1 に示す。このインテリジェンス･サイクルを知ることは、我々がカ

ウンターインテリジェンス(CI)について検討する際、相手側のインテリジェンス活動の概

要を知る上で大いに参考となるものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3-1：FBI のインテリジェンス・サイクル 

 
 
以下に示すのは、米連邦捜査局(FBI)によるインテリジェンス･サイクルを要約したもの

である。 
 
インテリジェンス・サイクルとは、政策立案者の利用のため、洗練されていないデータ

を洗練されたインテリジェンスに仕上げるためのプロセスをいう。インテリジェンス・サ

計画立案・指令計画立案・指令

収集収集

処理・開発処理・開発

分析・成果物作成分析・成果物作成

要求事項要求事項

伝達伝達

情報インテリジェンス

計画立案・指令計画立案・指令

収集収集

処理・開発処理・開発

分析・成果物作成分析・成果物作成

要求事項要求事項

伝達伝達

情報インテリジェンス
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イクルは、次に示す 6 つのステップから構成される。 
 

1. 要求事項：要求事項とは、必要な情報と識別されたものであり、国家の防衛上知らね

ばならない情報である。インテリジェンス要求事項は、大統領並びに国家安全保障及

び国土安全保障顧問のガイダンスに従い、国家諜報長官 (Director of National 
Intelligence)により確立されたものである。要求事項は、国家の安全保障に及ぼす脅威

及び犯罪脅威から、合衆国を護るための必要不可欠な情報に基づいて策定されたもの

である。 
2. 計画立案と指令：計画立案と指令は、全体の活動を管理するものであり、必要な情報

の識別から消費者へのインテリジェンス成果物の伝達に及ぶ。これには、FBI のニー

ズに基づく具体的な収集要求事項の識別は無論のこと、FBI に課せられた要求事項を

満足するための実行計画が含まれる。 
3. 収集：収集とは、要求に基づき生の情報を収集することである。インタビュー、技術

的及び物理的調査、人的資源活動、調査、組織間の連携関係などの活動が、インテリ

ジェンスの収集に結実する。 
4. 処理と開発：処理には、収集した膨大な量の情報を分析者が利用できるように変換す

ることが含まれる。処理及び開発は様々な方法によって行われ、これには暗号解読、

言語翻訳、データ・リダクションなどが含まれる。処理には、生のデータをデータベ

ースに入力することが含まれる。このデータベースは、分析処理に利用される。 
5. 分析と成果物作成：分析と成果物作成とは、生の情報をインテリジェンスに変換する

ことをいう。このステップには、利用可能なデータの統合、評価及び分析が含まれる。

情報に対する信頼性、有効性及び妥当性が評価され、重み付けが行われる。情報は、

論理的に統合され、前後の事情が考慮され、そしてインテリジェンスとしての成果物

作成に利用される。 
6. 伝達：伝達は、 後のステップであり、利用者に対して未処理及び完成されたインテ

リジェンスを伝達することをいう。この利用者のニーズが、インテリジェンス要求事

項となっている。 
FBI のインテリジェンスとしての成果物は日々、司法長官、大統領、FBI、その他の

機関の利用者に提供される。FBI のインテリジェンス利用者は、この伝達されたイン

テリジェンス情報に基づく活動、戦略及び政策上の意思決定を行う。これらの意思決

定はさらなる要求事項を FBI に課し、これにより、FBI のインテリジェンス・サイク

ルが回転し続けることになる。 
 
 
当然のことながら、インテリジェンス・サイクルにおける要求事項は、インテリジェン

ス機関の秘密事項である。とはいえ、カウンターインテリジェンス活動の観点からは、様々
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な情報からそれらを推量することが求められる。 
例えば、中国の要求事項を推量するに当たっては、中国の軍事面及び経済面における国

家の方針を知ることが重要であると思われる。下記は、警察庁が毎年公表している「焦点、

第 277 号」6の「ロシア及び中国による対日有害活動等 2 軍事大国･科学技術立国を目指

し情報収集を図る中国」の中からの抜粋要約であるが、おそらくは、このような国家方針

がインテリジェンス･サイクルにおける要求事項の原点になるものと思われる。 
 

1. 軍の現代化と産業構造の転換を図る中国 
軍事面：軍事力の現代化･情報化及び武器装備の自主開発方針。この方針に基づき、2008

年 9 月、有人宇宙船「神舟 7 号」の打ち上げと船外活動を成功させたほか、原子力潜水

艦、主力戦闘機等の主力武器装備について、外国からの購入から自主開発･生産に切り替

え、順次配備している。 
経済面：中国は、環境対応技術や高付加価値製品を開発・生産する「創新型国家」へ

の転換が不可欠であるとして、国家を挙げて産業構造の転換を推進しているが、基礎技

術研究の蓄積不足に起因する開発力の不足等を補うため、外国の企業や研究機関が既に

保有する先端科学技術に着眼し、高度な環境技術等を有する外国企業に対して自国企業

との合併等による進出を誘致している。 
 

2. 我が国における情報収集活動の実態 
中国は、我が国においても、先端科学技術保有企業、防衛関連企業、研究機関等に技

術者、研究者、留学生等を派遣するなどにより、長期間にわたって、巧妙かつ多様な手

段で情報収集活動を行っているとみられる。 
 
 

1.3.2 情報収集手段の概要 

インテリジェンス・サイクルの主要なプロセス（ステップ）に位置づけられているのが、

情報の収集活動である。情報収集活動の手段を大別すると、公開情報源からの収集、技術

的手段による情報収集、人的手段による情報収集及びその他の情報収集の４種がある。さ

らに、インテリジェンスの世界ではこれらが細部に区分され、8 種類となっているのが一

般的となっており、これらをまとめると表 1.3-1 のようになる。 
 
 
 
 

                                                  
6 焦点第 277 号：「平成 20 年の警備情勢を顧みて～回顧と展望～」、警察庁、焦点第 277 号、平成 21 年

2 月 
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表 1.3-1：情報収集手段 

 
情報収集の区分 細部情報収集手段 

公開情報源からの情報収集 OSINT(Open Source Intelligence) 
IMINT(Imagery Intelligence) 
MASINT(Measurement and Signature Intelligence) 技術的手段による情報収集 

SIGINT(Signal Intelligence) 
人的手段による情報収集 HUMIT(Human Intelligence) 

その他 
TECHINT(Technical Intelligence)、FINIT(Financial 
Intelligence)、その他 

 
これらの中で、本調査報告書が対象とするのは人的な収集活動に該当する HUMINT 及

び OSINT であり、それらについては次項でその内容を詳述する。 
 

1.3.3 HUMINT 

HUMINT は、インテリジェンス活動における情報収集活動の たるものであり、俗に

いうスパイ事件と密接な係り合いを持つものである。我が国において外国のインテリジェ

ンス機関が関係すると思われるスパイ事件のほとんどは、この HUMINT によるものであ

る。 
ここでは、HUMINT 情報源となる人物の種類、密かに行われる HUMINT 活動、

HUMINT 活動のための情報提供者のリクルートの手法、及びビジネス関係を通じてのリ

クルートの例を紹介する。 
 

1.3.3.1 HUMINT 情報源の種類 
HUMINT とは、HUMan と INTelligence の 2 つの音節からなる略号であり、人との接

触を通じてインテリジェンスを収集することをいう。したがって、人的手段による

HUMINT は、SIGINT、IMINT 及び MASINT の技術的手段によるインテリジェンス収

集とは対照的な位置付けにある。NATO では、HUMINT を「人的資源により収集・提供

された情報から導出されたインテリジェンス分野」と定義している。一般的な HUMINT
活動は、標的とする情報にアクセス権を持つ人物、すなわち HUMINT 情報源への質問や

会話により構成される。インテリジェンス組織から見たこの HUMINT 情報源は、情報の

収集に係ることに関して中立的、友好的若しくは敵対的であっても、又は情報の提供に承

知若しくは不承知であってもかまわない。つまり、情報を首尾よく収集できればよいので

ある。 
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HUMINT 情報源の種類7には次のようなものがある。 
 

 正当な外交官(例：大使館員)による外交官報告 
 スパイによる密かな報告、エージェントとの接触、配達人(courier)、情報伝達メカ

ニズム(cutout) 
 武官 
 非政府組織 
 戦争捕虜又は政治的理由による抑留者 
 避難民/亡命者 
 旅行者による説明 

 
我が国の報道によくあるスパイ事件は、上記の「スパイによる密かな報告」に該当する

ものであり、その細部については次項の「密かな HUMINT」において解説する。 
 

1.3.3.2 密かな HUMINT  
密かな HUMINT(clandestine HUMINT)は HUMINT による情報収集を代表する用語

であり、その情報源には古典的なスパイと呼称される情報収集者から単なる情報伝達者に

及ぶ広範多岐な情報提供者、すなわちスパイ資源が含まれる。 
 
外国のインテリジェンス機関は、情報の収集の一方法として HUMINT を利用する。簡

単に言えば、目的とする情報の入手のため、その情報にアクセスすることができる人物に

近づき、その人物をスパイとしてリクルートする、すなわち情報提供者に仕立て上げると

いうことである。下記は、「密かな HUMINT 資産のリクルート」と題して Wikipedia に

掲載8されている内容を要約したものである。 
 
スパイの定義は、外国のインテリジェンス機関の諜報員によってリクルートされた人物

をいうのであって、諜報員自身はスパイではない。つまり、スパイは、諜報員によりリク

ルートされ、祖国を裏切り、敵対性のインテリジェンス機関に味方してスパイ行為に及ぶ

人物を指すことになる。諜報員は、求める情報を密かにしかも確実に収集するため、スパ

イと密かに会い指示を伝達することから、一般的には「ケース・オフィサー(Case Officer: 
CO)」といわれている。この CO は、スパイ及びスパイ・ネットワークを管理する専門家

である。そしてスパイは、CO の代理としてスパイ行為に及ぶわけであるから、エージェ

ント（代理者）と呼称される。 

                                                  
7 http://en.wikipedia.org/wiki/HUMINT 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_HUMINT_asset_recruiting 
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CO は、エージェントとなり得る潜在的可能性のある人物を見つけ、将来有望なエージ

ェントとしてリクルートし、スパイ技術の訓練を行う。CO は、当該エージェントと連絡

をとり、行動を監督できるようにするのは無論のこと、エージェントが CO の求める情報

を取得できるスパイ技術の訓練に力点を置くのが一般的である。訓練の中で特に重要視さ

れるのは、エージェントの所属組織のカウンターインテリジェンス組織から検知されない

ための方法である(我々が組織のセンシティブ情報を保護するに当たっては、このことを十

分に意識する必要がある。カウンターインテリジェンス活動においてインサイダー脅威に

留意するとは、このことを意味するのである)。 
 
潜在的可能性のあるエージェントを識別することを「エージェントの見極め(agent 

spotting)」という。潜在的可能性のあるエージェントを識別し、そのエージェント候補者

の個人データ及び専門職業を調査する。この調査には、エージェントの誠実性が含まれる。

このような調査活動には、エージェントのプライバシーに係る情報を明らかにすることが

含まれ、これによりエージェントが強要にぜい弱か、性的アプローチなどの誘惑にぜい弱

かなど、エージェント候補者の弱点が明らかにされる。そして CO は、この弱点を巧みに

操り、エージェントからの情報入手を促進する手段に利用するのである。 
 
エージェントに対する訓練には、一般的には暗号を含む秘匿通信、ワンタイム・パッド9

の利用、隠匿装置の組み立て、デッド・ドロップ（隠し場所）の採用などが含まれる。そ

の他のスパイ技法要素としては、情報の引き出し、監視と監視への対応、写真撮影、並び

にオーディオ機器、センサー、送信機等の設置などがある。CO は、徐々に、一度に一つ

ずつエージェントを訓練する。これは、直近の標的へのアクセスに必要なスパイ技法を、

別個にその都度訓練するというものである。また、CO は、エージェントが情報の収集活

動を行う際、エージェントの存在や行動について他者を信用させるための口実を如何にす

べきかについても訓練する。うまく訓練された能力のあるエージェントは、厳密な監視下

にあってもスパイ行為を果たすことができ、かつ、検知を回避することができるようにな

る。さらに、訓練を積んだエージェントは、所属組織の詰問に対しても十分対応でき、結

果として CO の身の安全性が保証されることになる。 
 
外国のインテリジェンス機関諜報員が、我が国においてエージェントをリクルートする

場合、その手口、手段、手法などは実に巧妙なものである。ロシアや中国などの旧共産圏

                                                  
9 ワンタイム・パッド：バーナム暗号ともいう。平文もしくは暗号文と同じ長さの真性乱数ビット列を鍵

に用いる暗号方式のこと。平文及び暗号文に対して鍵を排他的論理和演算することで暗号化及び復号を実

現する。暗号化あるいは復号に一度使った鍵はそれ以降二度と使わないことから，「ワンタイム」の名前

が付いている。この方式に従う限り，無条件安全であることが数学的に証明されている。そのため，軍事

的および外交的な 重要メッセージを保護するために利用されているといわれる。 
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諸国又は欧米の自由主義諸国であれ、エージェントをリクルートするための手口の基本は

同じである。インターネット上には、旧ソ連軍のインテリジェンス機関 GRU の手口が紹

介されている(参照先：http://militera.lib.ru/research/suvorov8/16.html)が、欧米諸国に

おける手口も同様である。もちろん、それらの紹介記事は詳細にまで至らないが、その豊

富な実践経験からのリクルート手口は、エージェントの心理的面までも考慮したものであ

り、平和ボケ、世間知らずの我々日本人は容易にリクルート網に引っかかってしまうので

はないかとさえ思えるようなものである。 
 
したがって、敵対性インテリジェンス機関のエージェントとならないためには、彼らの

リクルートの手口を理解し、身に降りかかるリクルートの網をかわすことであり、重要技

術情報を保有する企業は、このための意識向上訓練を従業員に徹底すべきである。 
 

1.3.3.3 リクルート手法 
次に紹介するのは、カリフォルニア州立大学における HUMINT 講義概要10のうち、リ

クルートに関連する記述を抜粋要約したものである。エージェント候補者の選定からエー

ジェントとしての任務終了に至る 7 ステップを紹介している。 
 

エージェントのリクルート 

 
エージェントのリクルートは、スパイをリクルートするための古典的な手法である。こ

の手法は、世界中のインテリジェンス機関で利用されている。ただし、アル・カイーダな

ど、イスラムのテロリスト組織への利用には制限がある。 
エージェントのリクルートは、次の 7 ステップから構成される 
 
(1) ステップ 1：エージェント候補の選定(Spot) 

このステップは、関連する情報にアクセスしている人物を探すものである。この

ような人物の選定手段には、次のようなものがある。 
 古典的ではあるが、外交官パーティなどの標的に富む環境に参加 
 カンファレンス、会議、専門家の社交的会合などへの参加 
 監視 
 公刊文書や社内電話帳などの準公刊文書 

 
(2) ステップ 2：候補者の評価(Assess) 

                                                  
10 Thomas Patrick Carroll, Government 139(Class Notes) Syllabus Section 1—Human Intelligence: 
From Sleepers to Walk-ins, California State University Sacrament, 
http://www.csus.edu/indiv/c/carrollt/Site/Welcome_files/Gov't%20139G%20class%20notes%20Fall%20
2006%20-%2024%20Oct.pdf  
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ステップ 1 による選定の結果、スパイにできそうな人物が明らかとなったら、当

人のぜい弱性や動機など、利用できそうなものを精査する。 
 寂しそうか？ 友達を求めていないか？ 
 給与が低いか？ 食い意地の張った奴か？ 子供を私立学校に通わせるため、

金を必要としているか？ 
 思想的な動機があるか？ 自国のシステムを嫌い、我が国のシステムを賞賛し

ているか？ 
 昇任から外れたか？ 同僚や上司から感謝されていないか？ 賞賛や表彰を

求めていないか？ 
 冒険心があるか？ 何かに挑戦することを求めていないか？ ジェームス・ボ

ンドになりたいと思っていないか？ 
 自己中心癖のある人物か？ それから逃れられることを証明したいと望んで

いないか？ 
 

(3) ステップ 3：候補者のリクルート(Recruit) 
このステップにおいて、ケース・オフィサーはエージェントになる可能性のある

人物との関係を構築する。この時点における当該人物を発育中人物という。 
 ケース・オフィサーは、発育中人物に係るぜい弱性の知識を利用し、信頼関係

を構築するとともに、発育中人物の問題を解決してやる。 
 ケース・オフィサーは、発育中人物に働きかけ、組織を裏切る方向に向かわせ

る。 
 初はどうということもない情報を求めることから開始し、徐々に、よりセン

シティブな情報そして秘密の情報分野へと移行する。 
 文書を要求することもある。 初は公開文書を、次に秘密区分指定文書を要求

する。 
 ケース・オフィサーは、発育中人物とより私的な状況の会合をセットし、2 人

だけの密かな関係に慣れさせる。 
 ケース・オフィサーはこのような間に、発育中人物を心理的に操る関係を構築

し、発育中人物によるますますの裏切り行為を彼自身が正当化するよう仕向ける。

 ケース・オフィサーは頃合を見計らって、明白なスパイ行為関係の見返りとし

ての現金を提供し、発育中人物を「ピッチする（エージェントに決める）」 
 

(4) ステップ 4：テスト(Test) 
このステップにおいて、ケース・オフィサーはエージェントが提供した情報を既

                                                                                                                                                  
11 John Anthony Walker：米海軍准尉であったが、KGB の も重要なエージェントに仕立て上げられた。 
12 Oleg Penkovsky：KGB の諜報員でありながら英米に秘密情報を提供した。 
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知の事実に照らし合わせて比較し、エージェントの誠実性をテストする。これは、

秘密の情報及び公開情報の両者に対して行われる。 
 赤旗（危険信号）を待ち受ける。例えば 

 エージェントの報告内容は、真実性があるとして受け入れた他のインテ

リジェンスと矛盾するか？ 
 エージェントの報告内容に、過去に報道機関に報道されているものであ

ると確証できる部分があるか？ 
 エージェントの報告内容の大部分は過去のものか？ 

 内部情報の一貫性をチェックする。真実を語るよりも嘘をつくほうが大変であ

る。 
 予見については、特別の注意を払う。 
 ポリグラフ 

 
(5) ステップ 5：訓練(Train) 

理想的には、エージェントの国から離れた別の場所の隠れ家で実施する。 
 スパイ用具一式。例えば 

 超小型カメラ 
 隠匿装置 
 ラジオ及びコンピュータ機器 

 交換技法。例えば 
 私情を交えないコミュニケーション 
 デッド・ドロップ（交換場所） 
 車への投げ入れ 
 密かな接触の信号を伝達 

 調査の検知 
 逃亡及び脱出 

 
(6) ステップ 6：エージェントの扱い(Handle) 

 優れたエージェントは、数年にわたって、数十年でも活用することができる。

 たとえ、こちら側の影響を も受けやすいエージェントであっても、常に心理

的に操るためには、時々、直接会うことが重要である。 
 定期的に給料を支払う。 
 心理的な褒賞も重要である。 

 KGB は、John Walker11をソビエト海軍の大将にした。 
 CIA は、Oleg Penkovsky12を合衆国陸軍の大佐にした。 

 エージェントとその家族の安全を保証する。 
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 心理的な操り：エージェントは指示に応じなければならない。 
 エージェントを新たなケース・オフィサーに引き継がせる。 

 
(7) ステップ 7：終結(Terminate) 

 すべての良きことには終わりがある。 
 主たる目標は、エージェントのスパイ行為が公にならないことを確実にするこ

とである。 
 スパイのほとんどは、精神的あるいは感情的な問題を抱えており、このことが

終結を複雑にする。 
 終結時にボーナスを支給する。時には退職プログラムに委ねる。 

 
 

1.3.3.4 ビジネス関係を通じてのリクルート 
我が国ではこれまでに、外国のインテリジェンス機関、特にソ連/ロシア情報機関の諜報

員が先端技術を取り扱っている会社の技術者又は秘密の情報を取り扱っている公務員を対

象にリクルートし、情報を入手する事件が明らかとなっている。諜報員は、リクルート技

法について十分に訓練されており、綿密な計画を立て、細心の注意を払い、様々な手段を

講じて我が国の技術者にアクセスを試み、そしてエージェントに仕立て上げるのである。 
 
次に示すのは、産業見本市でのこのようなリクルートに関する元 GRU 所属 Victor 

Suvorov による記述である13。 
 
軍事電子技術、武器と軍事技術、造船とエンジン組み立て等に係るカンファレンスや航

空ショーなどが毎年数多く開催されているが、これらに先立つオープニング・セレモニー

が行われる前に、科学技術専門家代表がソ連軍事及び兵器産業に不可欠なリストを携え、

GRU の住居に現れる。その代表は、展示会において様々なモデルの展示が行われること、

かつ、それらがソ連に売却されることは頭から否定されていることを十分に承知している。

にもかかわらず、その代表は使途が思いのままの現金を一杯詰め込んだスーツケースを携

えており、すべての出費は正当なものとして許可される。なぜなら、そのようなサンプル

の試験や組み立てをソ連が実施した場合にはより多くの時間と資金がかかることから、結

果を購入する方が時間的にも費用対効果の面でも大きな利益を得ることができるからであ

る。(このようにして、GRU の諜報員と専門家が標的の事前調整を行う) 
 

                                                  
13 “Chapter 4, Agent Recruiting”, Inside Soviet Military Intelligence, MacMillan Publishing 
Company、 
http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_HUMINT_asset_recruiting#Spotting 



 1-14

科学技術専門家代表は、展示会を訪れ大会社のブースを眺めるが、これは真の目的を隠

ぺいするための単なる偽装工作に過ぎない。それぞれのブースには何人かのセールスマン

が立って製品の説明や案内を行っているが、そのうちの誰か又はすべては、インテリジェ

ンス機関の職員かもしれない。科学技術専門家代表が実際に興味を抱いているのは小さな

会社のブースであって、そこでの説明は、その会社の経営者か又は部長によって直接行わ

れている。専門家代表は経営者又は部長との会話に移るが、このときの通訳は当地に駐在

している GRU の諜報員が行うことになっている。この際、専門家代表は公式のソ連代表者

であると偽って会話を進める。と同時に、専門家代表者と GRU 諜報員は、会社の経営者又

は部長に「私どもが利用できる製品を開発している御社のような会社にやっとたどり着き

ました。しかも、御社の展示製品は、モデルでなく実際の製品ではありませんか」と巧妙

に相手に分からせるのである。通訳者である GRU 諜報員はちょっと間を置いて「今夜レス

トランでご一緒にお食事でもいかがですか？」と誘う。(会社は)「それがよいのかどうか分

かりません。私達はお互いをよく知らないし」という。（しかし）これで十分なのだ。リク

ルートは達成されたのである。 
 
Victor Suvorov は、このような技法が小さな会社に対してとても効果的であるとして、

次のように説明している。「小さな会社の経営者は、たとえ如何に成功していたとしても、

常に大きなリスクを背負っているし、常に彼の立場を強化しようとしているものです。ど

のようなケースであれ、彼が会社の製品を売ったにせよ、彼はその事実を当局の目から隠

すことができます。また同様に、彼にとっては受け取った金を隠すのもたやすいことなの

です」 しかしながら、ビジネスマンである経営者は、現金の取り扱いについて当局に報

告することはないのだが、GRU が支払いの行為を確実に記録していることについては忘れ

ているのである。GRU は後で、この記録を恐喝として使うことができるのだ。 
 
Victor Suvorov は、ほとんどの戦略的情報は大会社に関連しているように思われるが、

小さな会社にアプローチする理由がいくつかあるとして、次のように説明している。 
 

 多くの製品において、真のブレークスルーは航空機やタンク全体を指すものではな

い。それは、その製品を構成するいくつかのサブ・コンポーネントにある。このような

例に、英国の政府施設で作られたものではあるが、主要技術の好例になりうるものとし

て、M1 Abrams タンクに利用された Chobham 装甲がある。 
 小さな会社からリクルートされた従業員は、大会社の従業員をリクルートする際の

（橋渡しの役割を果たす）アクセス・エージェントになりうる。つまり「（インテリジ

ェンス機関の）エージェントになったコンポーネント製造会社の経営者は、(情報を)搾
り取られた後でも、コンポーネントの供給先である大会社の従業員リクルートに協力し

なければならない羽目に陥るのである。 
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1.3.4 OSINT 

OSINT(Open Source Intelligence)14とは、公的に入手可能な情報源からの情報の発見、

選定及び入手を行い、それらの情報を分析することにより、利用可能なインテリジェンス

を作成することをいう。インテリジェンス・コミュニティにおける「オープン」の用語は、

隠された又は秘密区分指定の情報源とは反対に、公開のおおっぴらに利用可能な情報源を

意味する。 
 
今日、インターネット、インスタント・コミュニケーション及び先進メディア検索によ

り、大部分のインテリジェンスは公共の非秘密区分指定の情報源から入手することができ

るのである。インターネットを利用した情報収集活動が増加しつつあることは明らかにさ

れており、敵対性は 新の自動検索システムを利用することにより、膨大な情報源から有

用な情報を入手できるようになっている。一般公開されている情報であっても、それらを

組み合わせ又はつなぎ合わせることにより、有用な情報及びセンシティブな情報を入手す

ることができる。このようなことから、米国防総省は 近、それまでの一般扱い文書を秘

のネットワークに移行している。実際、例えばサイバー戦に係る米軍の情報作戦警戒情報

(Information Operations Condition: INFOCON)は現在、Google 検索で見つけることがで

きないようになっている。 
 
オープンな情報源は様々であり、主なものとしては次がある。 
 

 メディア：新聞、雑誌、ラジオ、テレビジョン及びコンピュータ・ベースの情報 
 ウェッブ・ベース通信及びユーザー作成コンテンツ：ソーシャル・ネットワーキン

グ・サイト、ビデオ共有サイト、Wikipedia、ブログなど 
 公共データ：政府報告、予算などの公式データ、事項統計データ、聴聞会、国会討

論、プレス・カンファレンス、演説、海上及び航空安全警告など 
 観察及び報告：民間対空監視員、ラジオ監視、人工衛星観察者など（これらは、他

の手段では入手できない重要な情報を提供している。世界中の人工衛星画像の利用、

これはウェブ上の高解像度の画像(例：Google Earth)の利用が一般的であるが、以前

は主要なインテリジェンス機関の利用に限定されていたものがオープンな情報源から

入手できるようになっている） 
 専門家及び学者：カンファレンス、シンポジュウム、専門家団体、学術論文など 
 全地球的情報源：すべての情報源データが、体系化されていないテキストというわ

けではない。オープンな全地球的情報源には、ハード及びソフト・コピーの地図、地

図書、地名辞典、港湾計画、航空データ、航法データ、人的地勢データ(文化的及び経

                                                  
14 出典は、Wikipedia の「Open source intelligence」(http://en.wikipedia.org/wiki/OSINT）による。 
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済的)、環境データなどがある。これらの多くは、統合・分析され、そして地理情報シ

ステム(Geographic Information System: GIS)15などのような全地球的ソフトウェア

を利用して発表されている。 
 
企業の情報公開に際しては、他社に知られることの不利を考慮し、その内容について十

分吟味する必要がある。OSINTを決して侮ってはいけない。ビジネスにおけるOSINTは、

コマーシャル・インテリジェンス(Commercial Intelligence)、コンペティター・インテリ

ジェンス(Competitor Intelligence)及びビジネス・インテリジェンス活動を強化するもの

である。コマーシャル・インテリジェンスは、正当かつ倫理的形式による公開情報源に基

づく も高位かつ包括的なインテリジェンス活動であり、国際的及び地域的に及ぶ広範な

ビジネス活動において実践されている。コンペティティブ・インテリジェンスは、主に競

合他社及び共有市場における能力に焦点を当てたインテリジェンス活動である。そしてビ

ジネス・インテリジェンスは、データ・マイニング及びエンタープライズ・ダッシュボー

ドの誤称であり、内部情報の効果的なパターン又はエッセンスを役員に提供する活動とし

て知られている。 
 

1.3.5 外交とスパイ行為 

「1.3.3.1 HUMINT 情報源の種類」の項で、情報源の一例として外交官を挙げた。以下

に示すのは、外交がインテリジェンス活動に大きな役割を果たしていることを述べるもの

である16。我々がカンファレンスやその他の会合で大使館員であるとして紹介された場合、

即座に彼らを諜報員ではないかと疑う者はほとんどいないのではなかろうか。むしる、友

好的に振る舞い、彼らと知り合いになったことに喜びさえ感じているのではなかろうか。

大使館員はすべて諜報任務を帯びていると考えるのが、国際社会における常識とすべきで

あると思われる。 
 
外交は、スパイ行為又はインテリジェンスの収集に密接に関連している。大使館は、外

交及びスパイ両者の基地であり、外交官の中には本質的に公に知られているスパイがいる。

例えば、駐在武官の仕事には、赴任先国の軍隊について可能な限り多くの情報を聞き知る

ことが含まれる。彼らはこのような役目を隠そうとはしない。したがって、彼らが招待さ

れるのは、ホスト国が許可した軍事パレードや航空ショーなどのイベントだけである。ま

た、多くの大使館において活動する極度に隠ぺいされたスパイも存在する。これらの人物

                                                  

15
 GIS とは、コンピュータ上に地図情報やさまざまな付加情報を持たせ、作成・保存・利用・管理し、

地理情報を参照できるように表示・検索機能をもったシステムをいう。人工衛星、現地踏査などから得ら

れたデータを、空間、時間の面から分析・編集することができ、科学的調査、土地、施設や道路などの地

理情報の管理、都市計画などに利用される。 

16出典：http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy 



 1-17

には大使館における偽の職務が割り当てられており、彼らの主要な任務は、赴任地のスパ

イ一味又は他のスパイと調整しつつ、インテリジェンスを不正に収集することが一般的で

ある。大使館外で活動している諜報員の大部分は、彼ら自身でわずかなインテリジェンス

を収集し、敵側に知られる傾向にある。当事国は、これらの外交官を発見した場合、大使

館から追放することができるが、当事国の防諜機関はこれらの諜報員を本来の場所に留め、

綿密な監視下に置くことが一般的に好まれている。 
 
諜報員が収集した情報は、外交において極めて重要な役割を果たすのである。軍備管理

条約は、偵察衛星の力を借りなければ不可能であり、(政府機関の)派遣員による順守確認

も不可能である。スパイ行為によって少しずつ集められた情報は、外交のほとんどあらゆ

る形態に有用であり、貿易協定から国境論争に及ぶものである。 
 

1.3.6 インテリジェンス脅威の総括 

「1.3.1 インテリジェンス･サイクル」において、外国のインテリジェンス機関が国家の

「情報要求事項」に基づき計画を立案し、情報収集活動を行うことを述べた。その要求事

項の根拠の例とも思われる中国の軍事面及び経済面における国家方針からは、外国のイン

テリジェンス機関が収集対象とする情報は、単に標的とする相手国の安全保障等に係る国

家の秘密だけでなく、自国の軍事力及び経済力の優位性を獲得するための先端技術情報に

及んでいることが理解できる。 
すなわち、冷戦崩壊後の世界は、軍事力と経済力の両者において他に勝るか、少なくと

も他との均衡を保つため、持たざる技術情報をあらゆる手段を講じて入手しようとしてお

り、その たるものが不正な手段による情報の入手、つまりスパイ活動と言える。そして、

先端技術情報を企業機密として経済的優位性を勝ち得ている企業は、外国のインテリジェ

ンス機関の標的となる確率が極めて高いのである。 
また、情報収集手段の手口は、「1.3.3 HUMINT」に述べたように、実に巧妙な手段に及

んでいる。外国のインテリジェンス機関の諜報員にリクルートされた企業の従業員による

企業機密の窃取のほかに、グローバルな経済市場を逆手に取ったフロントカンパニーを介

しての製品の入手、技術提携や企業合併等による先端技術情報の入手などもはびこってい

る。 
 
以上を総合すると、冷戦崩壊後のインテリジェンス脅威は表 1.3-2 のとおりとなり、冷

戦時代に比べ、民間企業にも及ぶ広範囲なものとなっている。このことは、民間企業にお

けるカウンターインテリジェンス活動が、単に企業の利潤を追求するためだけでなく、我

が国の安全保障及び経済保障に不可欠であることを示唆するものといえる。 
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表 1.3-2：冷戦崩壊後の外国のインテリジェンス脅威 

 
項 目 冷戦時代 冷戦崩壊後 

実 施 インテリジェンス機関
インテリジェンス機関及びその代理者(政府関連、

商業、個人) 

標 的 国家の秘密 
国家の秘密、重要インフラ、企業機密(デュアルユ

ーズ技術、先端技術情報など) 
目的(優勢) 国家の安全保障獲得 国家の安全保障及び経済安全保障の優位性の獲得 

手 口 HUMINT(スパイ) 
HUMINT、製品の入手、企業買収、技術提携、サ

イバー利用など 

活動環境 
イデオロギー対立 
(共産主義国家対資本

主義国家) 

グローバルな経済社会、情報化(インターネット)社
会 
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1.4 カウンターインテリジェンス 

「今日、カウンターインテリジェンス(CI)任務の範囲は、脅威が国家の管理下にある外

国のインテリジェンス機関に限定されていた頃に比べ、大幅に拡大している。そして、今

日のインテリジェンス脅威として考えられるものには、内部の反抗分子、組織犯罪及び無

国籍又は多国籍ベースのグループ(一般的にはテロリストといわれているが、これに限定す

るものではない)も含むようになっている」とされている。確かに、今日、国家的見地から

はこのような脅威が世界に存在し、様々なインテリジェンス活動を行っている。しかしな

がら、脅威の範囲はこれだけに限定されるものではない。民間企業的見地からは、企業/
産業スパイ、会社スパイ、経済スパイなど、脅威はさらに拡大し、競合他社や外国への企

業機密情報漏えいが、米国は無論のこと我が国でも大きな問題となっている。 
 
本調査研究の焦点は民間企業の見地から CI を論じるものであるが、注意していただき

たいのは、企業からの先端技術情報の漏えいが、単に経済面だけでなく軍事面においても

利用され、我が国及び同盟国の安全保障に及ぼす影響が大であるということである。 
 

1.4.1 定義 

カウンターインテリジェンス(CI)は、文字通り解釈すれば「敵対性勢力によるインテリ

ジェンス活動を阻止、抑止又は無効にする」ということになる。では、敵対性勢力、つま

り脅威となるものは何か？ そして、脅威によるインテリジェンス活動を阻止、抑止又は

無効にする活動は何か？ これらの疑問に答えるのが CI の定義となる。 
次に紹介するのは、米国の CI 行政部（NCIX）及び中央情報局(CIA)の CI の定義である。

NCIX の定義は極めて一般的なものであるが、CIA の元長官や諜報員による定義は CI 活

動における攻撃的側面を強調したものとなっている。 
 
(1) NCIX(カウンターインテリジェンス行政部)の定義17 

カウンターインテリジェンス(CI)とは、合衆国に対する外国のインテリジェンス脅威の

識別及び対処に係る業務をいう。CI の核心となる関心事は、外国のインテリジェンス機関

及び国際的なテロリスト・グループなどの無国籍関係者である。CI のミッションには、防

衛的及び攻撃的の両者がある。防衛的ミッションは、外国のインテリジェンス侵入に対し、

国家の秘密及び資産を守ることである。攻撃的ミッションは、外国のインテリジェンス組

織の計画を探り、その目的を挫くことである。 
 

(2) CIA(中央情報局)の定義 

1977 年に出版された元 CIA 長官 Allen W. Dulles の自叙伝「The Craft of Intelligence」

                                                  
17 出典：http://www.ncix.gov/whatsnew/index.html 
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は、「CI は、本質的に消極的かつ反応的活動である」としたそれまでの誤った CI の概念

に決着をつけている。その後、元 CIA 幹部 Frank Wisner が 1993 年に出版した「On “The 
Craft of Intelligence”」は、この元長官の定義を次のように解説している。「元長官は、情

報の収集活動及び我がインテリジェンス機関の防護にとって も効果的なのは、敵対性の

インテリジェンス機関及びその要員に対して、独創性を持ちつつも精力的に攻撃すること

である、と見ているのだ」 
今日の CI が対象とする脅威は、以前のように国家の管理下にある外国のインテリジェ

ンス機関に限定されていた時代とは異なり、より拡大されたものとなっている。今日の脅

威には、非国家的又は多国籍グループの脅威が加わっており、これには国内の反乱者、組

織犯罪及び多国籍ベースのグループ(一般的にはテロリストと呼ばれているがこれに限定

するものではない)が含まれている。これら脅威に効果的に対応するには、攻撃的 CI 活動

が不可欠である。 
 

1.4.2 防衛的 CI と攻撃的 CI 

カウンターインテリジェンス(CI)活動は、防衛的 CI 及び攻撃的 CI に大別される。防衛

的 CI は CI 活動に必須のものであり、攻撃的 CI は CI 活動をより効果的にする位置付け

にある。防衛的 CI は、防勢的 CI 又は内部的 CI とも言われている。また、攻撃的 CI は、

攻勢的 CI 又は外部的 CI とも言われている。 
防衛的 CI は、本質的に組織内での活動であり、敵対性のインテリジェンス活動に反応

して活動するもの(抑止、検知、対応)である。防衛的 CI 活動の基本は、敵対性脅威から情

報を保護するための情報セキュリティであるといえる。 
これに反し攻撃的 CI は、CI 活動の効果性を 大発揮するためのものであり、敵対性の

インテリジェンス活動の無効化を図るものである。「攻撃は 大の防御なり」とは戦いの常

道であるが、CI 活動においても同じことが言える。ただし、攻撃的 CI 活動は国が実施す

るものであり、民間が実施できるものではない。民間の役割は、敵対性のそのような活動

又は活動のおそれを検知することと、検知情報を国に通報することである。 
 

1.4.2.1 防衛的 CI と攻撃的 CI の具体的活動内容 
表 1.4-1 は、防衛的 CI と攻撃的 CI の具体的な活動内容を対比させたものである。この

中で、警察による敵対性の諜報員やエージェント(又はインサイダー)の逮捕を攻撃的 CI に
含めている。これは、逮捕が敵対性の無力化を図るとする攻撃的 CI の基準に合致するこ

とから、攻撃的 CI に含めたことによるものである。資料18によっては防衛的 CI に含めて

いるものもある。 

                                                  
18 Thomas Patrick Carroll, Government 139(Class Notes) Syllabus Section 1—Human Intelligence: 
From Sleepers to Walk-ins, California State University Sacrament, 
http://www.csus.edu/indiv/c/carrollt/Site/Welcome_files/Gov't%20139G%20class%20notes%20Fall%20
2006%20-%2024%20Oct.pdf 
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なお、表 1.4-1 に示す内容は、読者の理解を深めるため、Wikipedia のカウンターイン

テリジェンス19を参考に防衛的 CI 活動及び攻撃 CI 活動の区別をしつつ、筆者の解釈を交

えながら記述したものである。また、昨今、主に米国では、いわゆるサイバースパイ

(cyberespionage)の台頭がクローズアップされているが、それらについては「防衛的 CI」
欄の区分「具体的対策事項の列挙」の「(1) 情報セキュリティ」に含ませている。これは、

実際に検知された事例によれば、HUMINT に比べ、その被害が小さいことによるもので

ある。 
 

表 1.4-1：防衛的 CI と攻撃的 CI 

 
区 分 防 衛 的 C I 攻 撃 的 C I 

全般(狭義) 防衛的 CI は、カウンターHUMINT 
(CounterHUMINT)に代表される。カウン

ターHUMINT は、敵対性の HUMINT 活

動に対抗し、敵対性の情報収集活動を抑

止、検知及び無力化することである。 

攻撃的 CI は、カウンタースパ

イ行為(カウンターエスピオナ

ージ(Counterespionage: CE))
に代表される。CE は敵対性の組

織及び要員を(物理的ではなく

人的に)攻撃することによって、

その情報収集活動を無力化する

ことであり、この攻撃によって

我が方の情報収集活動及びイン

テリジェンス機関両者の保護を

も効果的にすることができ

る。 
CI 意識向上

プログラム 
 

CI 活動に関連する様々な敵対性脅威情

報及びインテリジェンス・ファイル(敵対

性の組織、場所、人物などのインテリジェ

ンス環境)の作成、維持及び伝達を行うと

ともに、それらの周知徹底を図るため、

CI 活動に関連するすべての要員を対象に

CI 意識向上訓練を行う。 

 

リスク管理 リスクアセスメントの実施：効果的なイ

ンテリジェンス活動は、常にリスクを伴

う。したがって、インテリジェンス機関の

文化、情報源、情報収集手段及び情報収集

 

                                                  
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-intelligence#Mole 
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区 分 防 衛 的 C I 攻 撃 的 C I 
資源についてリスクアセスメントを行う。

アセスメント結果を CI 活動に反映する

ことにより、効果的な対策を講ずる。 
運用間において、情報源や共通標準に従

った CI ミッションに関連する対策の信頼

性・有効性の確認を行い、不適切であれば

改善を行う。 
インサイダ

ー対策 
敵対性は、オープンな環境の中で我が方

のインテリジェンス・コミュニティ又は企

業のインサイダーの忠誠心を堕落させる

ことができる。 
インサイダーが敵対性によりリクルー

トされ、スパイ又は二重エージェントとな

った場合、我が方に甚大な損害をもたらす

源となる恐れがある。堕落した又は反逆的

行為に及ぶインサイダーによる情報漏え

いは、我が方のぜい弱性、政府/企業の秘

密、インテリジェンス情報源及び情報収集

手法を敵対性にさらけ出すこととなる。 
したがって、そのようなインサイダーの

抑止、検知及び法的処置を行わねばならな

い。 
具体的には、敵対性の HUMINT 活動の

結果、情報源となっているインサイダー、

又は将来なりそうな恐れのあるインサイ

ダーを検知し、所要の処置をすることとな

る。早期に発見できれば、カウンセリング

等の対策を講じることにより抑止するこ

とができる。 
検知を目的とした信頼されたインサイ

ダーの監視範囲には、情報システムにおけ

る知る必要性のないセンシティブ情報へ

のアクセスは無論のこと、金銭面でのスト

レス、政治的偏見、恐喝に対する潜在的ぜ

い弱性、その他性格上の問題などが含まれ

敵対性の HUMINT として検

知されたインサイダー及びその

敵対性ハンドラーに対し、CE の

処置を講じ、その情報収集活動

の無力化を図る。 
具体的には、警察との連携に

よるインサイダーの逮捕があ

る。また、敵対性ハンドラーが

外交官の場合、「好ましからざる

人物(persona non grata)」とし

て、国外退去処分を行うか又は

二重スパイに仕立て上げる。 
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区 分 防 衛 的 C I 攻 撃 的 C I 
る。 

具体的対策

事項の列挙 
一般的な情報セキュリティの維持に加

え、敵対性のインテリジェンス活動

(HUMINT)に対抗するカウンター

HUMINT が主体となる。 
(1) 情報セキュリティ：インテリジェン

ス・サイクルの全般を通じて、情報セ

キュリティ対策を行う。 
 物理的セキュリティ 
 人的セキュリティ 
 通信セキュリティ(COMSEC) 
 情報システム・セキュリティ

(INFOSEC) 
 情報の秘密区分指定によるア

クセス制限 
 作 戦 行 動 セ キ ュ リ テ ィ

(OPSEC)20 
 積 極 的 セ キ ュ リ テ ィ 対 策

(Positive Security)21 
(2) カウンターHUMINT 

(Counter-HUMINT) 
(3) カウンターSIGINT 

(Counter-SIGINT) 
(4) カウンターIMINT 

(Counter-IMINT) 
(5) カウンターOSINT 

(Counter-OSINT) 
(6) カウンターMASINT 

(Counter-MASINT) 
((2)及び(6)項の説明を 1.4.2.2 項に示す) 

主に、敵対性の人的資源を対

象としたカウンタースパイ行為

(Counterespionage)である。具

体的には、下記の手段により敵

対性のインテリジェンス活動の

効果性を減ずる。 
(1) 潜入者(Mole) 
(2) フォース・フラグ潜入者

(False-flag penetrator) 
(3) 離反者(Defector) 
(4) 実質的離反者(Defector in 

Place) 
(5) 二重エージェント(Double 

Agent) 
 
なお、これらスパイの種類は

基本的なものであり、これらの

他にも様々なスパイ行為の態様

がある。 
 
(これらスパイの活動内容の

説明を 1.4.2.3 項に示す) 

 

                                                  
20 OPSEC：Operations Security。敵による我が方の重要な情報の利用を排除又は削減するため、そのよ

うな重要情報の識別、脆弱性評価及びリスクアセスメントを実施の上、対策事項を選定し、履行する。 
21 積極的セキュリティ対策：Positive Security。例えば、COMINT によって探知された特定国だけに利

用されている無線周波数が我が国において探知された場合、当該特定国のスパイが同無線周波数を利用し

ている可能性がある。したがって、CI 活動においてこの無線周波数を標的に利用することができる。 
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1.4.2.2 防衛的 CI における様々な CI 活動 
表 1.4-1 において防衛的 CI における様々な CI 活動を示したが、本調査研究に直接係る

カウンターHUMINT とカウンターOSINT の内容は次のとおりである。 
 

 カウンターHUMINT：カウンターHUMINT は、エージェント、潜入者(mole)又は

二重エージェント(double agent)として自組織内に存在する敵対性の HUMINT 情

報源の検知、及び敵対性の HUMINT 情報源となるおそれのある人物の検知を行う。

この検知を行う手法の一つに「MICE」というのがある。「MICE」の略号は次を意

味し、組織内の人物が信頼を裏切って、秘密区分指定情報を不正開示、組織の活動

を敵対性機関に暴露、又はテロリスト・グループに参加する際の も一般的な理由

を示すものとされている。 
 M: Money(金) 
 I: Ideology(観念形態) 
 C: Compromise (or Coercion)（抑圧） 
 E: Ego(自我) 

したがって、金銭的ストレス、極端な政治的意見、恐喝メールに対する潜在的ぜい

弱性、及び批判の是認又は不寛容に対する過度の欲求などの領域におけるリスクにつ

いて、信頼された人物を監視することは道理にかなったことといえる。運がよければ、

ある従業員の問題を組織が早期に把握することにより、そのような従業員に対して支

援を差し伸べることでリスクを低減することができ、単にスパイ行為が回避されるだ

けでなく、有能な従業員を慰留させることも可能となる22。 
 

 カウンターOSINT：カウンターOSINT の概念は、他者に対する OSINT の容認を

完全に超えるものであるが、資料検閲が国家の安全保障に直接寄与するものである

とする考え方が基本的な OSINT 防衛、つまりカウンターOSINT となっている。民

主社会においては、戦時においても報道の自由を侵すことにならないよう、検閲に

十分注意を払わねばならない。ただし、カウンターOSINT の概念を企業における先

端技術情報の漏えい防止に当てはめるならば、企業にあっては自発的にそのような

懸念を抱かせる情報の公開を抑制することが求められる。 
 
防衛的 CI を担当する米国務省の「外交セキュリティ・サービス(Diplomatic Security 

Service: DSS)」は、防衛的 CI 活動内容について次ぎのように述べている23。 
 

                                                  
22 出典：Wikipedia「カウンターHUMINT」
(http://en.wikipedia.org/wiki/Counterintelligence#Counter-HUMINT) 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_Security_Service#Counterintelligence 
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 全般：外国のインテリジェンス機関による情報収集の抑止、検知、無力化を行う。 
 具体的実施事項： 

 CI とセキュリティの意識向上訓練プログラムの実施 
 外国のインテリジェンス機関による脅威 
 外国のスパイによる脅威 
 CI 対策事項 

 外国のインテリジェンス環境の把握 
 外国インテリジェンス機関による技術的侵入の企ての抑止、検知及び無力化

のためのセキュリティ・エンジニアリング(盗聴装置など) 
 カウンターテロリズム：海外に赴き、大使館及び領事館への脅威の捜査 
 コンピュータや電子技術の利用犯罪に対処：コンピュータ・フォレンジック（パ

スポートとビザの不正、スパイ行為、児童ポルノグラフィなどの捜査） 
 CI は、インテリジェンス・サイクルのセキュリティ部分である。そして、様々な

セキュリティ分野が、このインテリジェンス・サイクルのセキュリティ分野の対

象となる。それらには、次が含まれる。 
 物理的セキュリティ 
 人的セキュリティ 
 コンピュータ・セキュリティ 
 情報システム・セキュリティ 
 情報の秘密区分指定によるアクセス制限 
 作戦行動セキュリティ(Operations Security: OPSEC)：敵による我が重要情

報の利用を排除又は削減するための、当該情報の識別、脆弱性評価、リスク

アセスメント、対策事項の選定及び対策の実施。 
 積極的セキュリティ(Positive Security)も、セキュリティを補完するものである。

この例は、COMINT が探知した特定国だけに利用されている無線周波数を我が

国で探知した場合、スパイの存在を物語るものとなり、CI において、この無線周

波数を標的に加える。 
 CI は、特に HUMINT の収集分野と密接な係わりを持つ。 
 防衛的 CI の出発点は、敵対性によって容易に利用されると思われる我が方の場

所を探すことである(ぜい弱性評価)。 
 CI 及びカウンターテロリズム(CT)の分析は、敵対性及びテログループに対する戦

略的アセスメントを行うものであり、戦術的選択肢を現作戦に準備することがで

きる。 
 カウンターエスピオナージ(CE)は、敵対性に対する先見性のある行動を含む。 

 二重スパイ 
 欺まん 
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 外国インテリジェンス部員のリクルート 
 リスクアセスメントの実施。これは、効果的なインテリジェンス活動というもの

は、常にリスクを伴う活動であるからである。 
 対象：インテリジェンス機関の文化、情報源、手段、資源。 

 リスク管理におけるリスクアセスメント結果の反映 
 

1.4.2.3 攻撃的 CI 活動における様々なスパイ活動 
攻撃的 CI における様々な種類のスパイ活動の概要は、次に示すとおりである。 
 

 潜入者(Mole)：潜入者となる者は、B 国のインテリジェンス機関に忠誠を誓って就

職した者であるが、諜報員としての訓練の有無は問われない。実際に潜入者となる

者は、敵対性の活動に動機付けされた者で、訓練を受けてなく、かつ、リスクの理

解の有無を問わないか又は驚くほど勇気のある者であり、自ら志願して敵対性に潜

入する(機関で働く)。潜入者は、敵対性に自身の身元が暴露され、報復を受けるリ

スクをいとわない。潜入者の活動は、B 国に敵対性に係る情報を送るか又は敵対性

の活動を混乱させることである。 
 

 フォース・フラッグ潜入者(False-flag Penetrator)：フォース・フラッグ潜入者は、

忠誠を誓って C 国のインテリジェンス機関に就職した者であるが、敵対性にリクル

ートされたと信じている(実際には B 国のインテリジェンス機関にリクルートされ

たのだが)。結果として、誤った情報を C 国のインテリジェンス機関に送ることにな

る。つまり、B 国のインテリジェンス機関は、偽情報をフォース・フラッグ潜入者

に掴ませ、C 国のインテリジェンス機関をだますのである。 
 

 離反者(Defector)：離反者は、忠誠を誓って A 国のインテリジェンス機関に就職し

た者であるが、そこを退職し B 国に移住した者である。人は、組織への極度の嫌悪

感、又は金銭上の不法行為による逮捕などのリスクから逃れるため、おそらく一度

は所属する機関を離れたいと思うものである。離反者がこのような理由で機関を離

れる場合、職場で知り得た何らかの知識を持ち合わせているのが一般的であり、離

反者によっては価値のある文書や資料を持ち出しているかもしれない。B 国のイン

テリジェンス機関が離反者に期待するのは、そのような貴重な知識や情報である。

しかしながら、B 国のインテリジェンス機関が離反者から得られる情報は時が経つ

につれ少なくなり、結果的に離反者の利用価値は一時的なものとならざるを得ない。 
 

 実質的離反者(Defector in place)：実質的離反者は、忠誠を誓って A 国のインテリ

ジェンス機関に就職し、通常の任務を遂行している者である。しかしながら、A 国



 1-27

のインテリジェンス機関に身分おきつつも、実質的には同機関に対するスパイ行為

を行い、獲得した情報を B 国のインテリジェンス機関に報告する。攻撃的 CI にお

いては、このような実質的離反者を直接リクルートするのである。実質的離反者の

獲得は、「エージェントのリクルート」とも言われる。単なる離反者に比べると、長

期にわたる情報の獲得が可能となる。 
 

 二重エージェント(Double agent)：一般には、「二重スパイ」や「逆スパイ」と言わ

れている者である。二重エージェントは、2 つのインテリジェンス機関又はセキュ

リティ機関のために内密の活動を行い、一方の又は双方の情報を他方に提供する。

また、一方からの指令に基づき、他方への重要な情報の提供を十分に承知の上で保

留するか、又は一方から操作され、無意識に、敵対性に重要な事実を与えるのを保

留する。実質的離反者(Defector in place)が二重エージェントとなる場合には、本来

所属するインテリジェンス機関に察知されないことを確実にするため、リクルート

側インテリジェンス機関による十分な管理努力が必要である。 
 
攻撃的 CI について Wikipedia は次のように述べている24。 

 
 「CI は、本質的に消極的かつ反応的活動である」とするのは誤りである。つまり

「CI は、何らかの状況が発生した際、それに反応して、敵が仕掛けた先導的行為

に対抗する」とするのは誤りである。 
 情報の収集及び我がインテリジェンス機関両者の保護を も効果的なものとする

には、敵のインテリジェンス機関の組織及び要員に対して創造的に、しかしなが

ら強力に攻撃することである。 
 発見した敵対性の無力化、逮捕。外交官の場合は「好ましくない外交官」として

追放。 
 発見した敵対性を積極的に操作し、敵対性のインテリジェンスの入手又は敵対性

組織に損害を与える。 
 外国の我がインテリジェンス機関攻撃に対する 高の防御は、それら敵対性機関

に対する能動的な対策である。これがカウンターエスピオナージ(CE)である。 
 敵対性によるスパイ行為又は我がインテリジェンス機関に対する物理的攻撃

の検知対策 
 被害防止と情報漏えい防止 
 仕返し攻撃 
 CE は、反作用的な活動を超えるものであり、次により敵対性インテリジェ

ンス機関を積極的に破壊するものである。 
                                                  
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-intelligence 
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 外国インテリジェンス機関諜報員のリクルート 
 忠誠を誓っている人物の信頼を落としめる 
 敵対性インテリジェンス機関に有用な資源の取り上げ 

 警察との共同による逮捕や追放 
 敵対性は、公開された環境の中でインテリジェンス・コミュニティのインサ

イダーの忠誠心を堕落させることができる。したがって、侵入者を検知し、

彼らを無力化する CE は、 も強力なツールとなる。 
 情報システムを利用している場合には、個人のプライバシーを侵害する

ことなく、異常な行為を止めさせることができる。 
 

1.4.3 カウンターインテリジェンスにおける国と企業との関係 

つい一昔か二昔前まで、より具体的には冷戦が崩壊するまでは、インテリジェンス活動

やカウンターインテリジェンス(CI)活動といえば、それは国家の情報機関が実施するもの

であり、いわゆるプロフェッショナルなスパイが暗躍する世界であると思われていた。こ

のような流れは、次の 3 つの理由により大きく変化した。 
 

 冷戦の崩壊 
 両用先端技術(デュアルユーズ・テクノロジー)の進展 
 インターネット/情報化社会に代表されるグローバルなビジネス展開 

 
つまり、国家機密に加え、民間企業が保有する先端技術情報についても、単に当該企業

の利益を保護するだけでなく、敵対性の不正取得・利用による国家の安全保障や経済保障

への影響が懸念されることとなったのである。 
したがって、国家は単に国家機密保護だけでなく、民間企業の企業機密としての先端技

術情報の保護にも留意し、CI 活動を実施しなければならなくなったのである。CI 活動に

民間企業をパートナーとして加えるためには、官民間のパートナーシップの確立が重要と

なる。具体的には、敵対性脅威に係る脅威情報の共有及び敵対性による HUMINT 活動の

官民協力による阻止である。 
米国においては既に、このようなパートナーシップ体制が整備されており、具体的には

敵対性諜報員と思われる人物からの不審接触に係る報告などがある。 
残念ながら、我が国においては政府機関だけを対象としたカウンターインテリジェン

ス・センターがやっと構築された段階であり、官民間のパートナーシップ構築は今後の課

題として残されている。 
 

1.4.4 カウンターインテリジェンスと情報セキュリティとの違い 

ここでの論点は、「カウンターインテリジェンス(CI)も情報セキュリティも情報を保護す
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ることに関して全く同一であるから、情報セキュリティに屋上屋を重ねるような CI がな

ぜ必要なのか」ということである。 
 
CI の主たる任務は、外国及び国内の敵体性勢力の手から情報を守ることである(この場

合の敵体性勢力とは、敵体性によりリクルートされエージェントとなった組織の要員、潜

在的なエージェント要員又は敵体性が送り込んだスパイを意味する)。一方の情報セキュリ

ティは、情報の完全性、可用性及び機密性を維持することであり、少なくとも「情報を守

る」ということに関しては CI の主たる任務に同じといえる。ただし、CI が対象とする脅

威が外国及び国内の敵体性勢力に限定されていることについては、情報セキュリティと若

干異なる。情報セキュリティが対象とする脅威は組織のリスク管理の一環として決定され

るものであって、外国及び国内の敵体性勢力による情報漏えいを脅威とするか否かは当該

組織の判断に委ねられている。また、個々の組織と国との係りに関しても、両者の間に相

違がある。それは、CI が対象とする守るべき情報が何かによって決定される。対象とする

情報が、国家の安全保障及び経済保障の観点から守るべき情報であると国家が決定すれば、

その情報を管理する組織に対して、国家による何らかの直接的又は間接的介入が行われる

ことになる。さらに主体性の観点からは、CI が国家的な取り組みであって、情報セキュリ

ティが個々の官民組織における取り組みであるという違いもある。 
以上を要約すると、次のようになる。 
 

 情報保護のための技術的セキュリティ機能：CI と情報セキュリティの機能は全く

同じである。 
 対象とする脅威：CI は外国又は国内の敵体性勢力に限定しているが、情報セキュ

リティにおける脅威はリスク管理の一環としての決定事項とされており、一般的には

敵体性勢力を脅威対象外としている。 
 守るべき情報資産：CI と情報セキュリティの両者とも、重要情報資産を守るべき

情報資産としている。ただし、CI が対象とするのは国家的見地からの重要情報資産で

あり、情報セキュリティが対象とする重要資産は個々の組織の決定に委ねられている。 
 国家と組織の関係：国家が重要情報資産であるとした情報を個々の組織が保管して

いる場合、国家はそれを守るべき資産であるとして、当該組織と資産の保護に関して

何らかの関係を構築することになる。 
 
したがって、民間組織が CI の概念を採用する場合には、これまでの情報セキュリティ

の範囲を拡大し、国家が指定する情報を重要資産として保護対象とすること、対象脅威に

敵対性又は潜在的敵対性勢力を加えること、及び同脅威に関して国と民間との情報共有を

行うことが求められることになる。すなわち、CI には情報セキュリティ機能を含めること

は無論のこと、国家の CI 方針に沿った官民間の情報共有による有機的な情報保護態勢の
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構築及び維持が含まれることになる。 
 
参考までに、米国の国家カウンターインテリジェンス行政部(National CI Executive)の

Joel Brenner 博士は、CI と情報セキュリティの違いについて次のように述べている25。 
 

 セキュリティ担当者は、囲いに穴を見るとパッチを当てることを望む。 
 CI 担当者は、囲いに穴を見ると、誰が穴を開けたのか、穴はどのように悪用され

ているのか、そしてそれを敵対性に対する利用資産に変えることができないかどうか

を理解することを望む。 
 企業はリスク管理について語るが、企業が現実に行っているのはリスク受容であり、

リスク低減ではない。 
 敵対性は、明らかにセキュリティの先を走っている。これは、我々が受け止めねば

ならない事実である。 
 我々は、敵対性の裏をかく必要がある。敵対性に立ち向かうには、巧みな戦術的展

開の見直しが必要であり、セキュリティ問題を解決することではない。 
 
現実の CI 機関の情報の保護のための活動は、一般的な情報セキュリティにおける情報

保護の概念をはるかに超えたものとなっている。CI の主たる任務がセンシティブな情報を

敵対性から保護することであることから、多くの防諜員は、セキュリティ担当者と密接に

連携して、情報のセキュリティが保たれた状態であることを確実にするのである。CI 機関

は、CI 任務の一部として、外国及び敵のインテリジェンス機関に係る情報を収集し、それ

らの組織構成、活動の手口、及び既知の諜報部員について調べるのである。この情報は、

我の重要な情報を保護しつつ、敵側のぜい弱性及びセキュリティ・ホールの利用に使用さ

れる。また、CI 機関は、情報の保護に加え、敵組織から入手した情報を利用して、敵の破

壊工作、暗殺、サボタージュ、その他情報セキュリティ及び国家の安全保障への脅威の防

止活動を行うための詳細な情報に精通している。さらに、ほとんどの CI 機関は、情報の

吹き込み、誤った計画の作成などにより、敵対性をだますことも行う。 
確固たる情報セキュリティ対策が必要不可欠であることには、疑いの余地もない。とは

いえ、情報セキュリティ対策はこれまでのところ、防護を担うだけである。ある者は、他

の者の考えを変えさせることができないほど、情報セキュリティを誇張して言うことがで

きる。しかしながら、そこにはなおも、意図的な敵対性がいて、欲しいと思っているもの

を入手する方法を捜し求めているのである。CI の特徴的な目的は、敵対性に立ち向かい、

交戦することである。極言するなら、CI 活動は攻撃的な活動が主であり、その目的達成の

ためには敵対性との常続的接触が必要とされている。一方の情報セキュリティは、防衛的

な活動であり、敵対性による情報収集活動の無効化を追求し、敵対性との接触は危険であ

                                                  
25 出典：http://taosecurity.blogspot.com/2007/10/counterintelligence-and-cyber-threat.html 
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るとして接触をすることはない。 
CI と情報セキュリティ両分野の相互依存性については、長らく理論的な議論が交わされ

ているが、いずれにせよ、実際にはお互いに強化し合うものであり、 小限、両者は密接

な係りを持たねばならないものなのである。 
 
図 1.4-1 は、CI と情報セキュリティとの関係について、これまでの議論をまとめる意味

で示したものである。これまでの企業の情報セキュリティには防衛的 CI 活動が考慮され

ていなかった。しかしながら、国家が企業機密についても我が国の安全保障及び経済保障

の観点から保護すべき重要情報であるとした場合、国家は企業との情報共有パートナーシ

ップを構築するとともに、それら重要情報の保護を目的とした何らかの活動が国家と企業

双方に求められることになる。これにより企業は、これまでの情報セキュリティ分野に加

え、防衛的 CI 活動の一端を担うことが必要になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4-1：CI と情報セキュリティの関係 

 
 
防衛的 CI の一部として企業が担うべき CI 活動とは、国家からの情報提供に基づく敵対

性インテリジェンス脅威を把握し、意識向上教育・訓練を含む CI に係る情報セキュリテ

ィ対策分野の強化を行うとともに、国家の CI 関連機関に対する敵対性と思われる人物の

不審接触報告などを行うことである。したがって、図 1.4-1 に示すように、企業が実施す

るのは、一般的な情報セキュリティ活動と防衛的 CI の一部に限定される。また、図中の

攻撃的 CI とは、敵のインテリジェンス活動(収集活動)を無力化/無効化すること、すなわ

ち、敵のインテリジェンス組織の計画を探り、その目的を挫くことである。当然のことな

がら、このような役割は国家の責任事項である。国家は、攻撃的 CI を主体とし、合わせ

て国家機関における情報セキュリティ及び防衛的 CI を実施することになる。 
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2 事例研究 
 

2.1 全般 

第 2 章では、先ず、2001 年に逮捕され終身刑を言い渡された元連邦捜査局(FBI)諜報員

のロバート・ハンセンによる国家機密に係わる情報漏えい事件を取り上げ、ハンセン事件

の概要を述べるとともに、ハンセン事件の問題点を明らかにした上で、スイスチーズ・モ

デル及びシステム・ダイナミクス・モデルによる分析を行う。次いで、この分析結果に基

づき、カウンターインテリジェンス(CI)活動を行う際の教訓を導出する。さらに、我が国

における CI 関連事件の分析を行い、ハンセン事件から得られた教訓が我が国の CI 活動に

適用できるかどうかを検討する。 
 

2.2 ハンセン事件 

ここでは、ハンセン事件の概要を述べるとともに、ハンセンの経歴、ソ連/ロシアに提供

した主な資料、情報収集の手口、情報提供による報酬及び逮捕のきっかけについて述べ、

ハンセン事件の全体像を明らかにすることとする。 
 

2.2.1 ハンセン事件の概要 

ロバート・フィリップ・ハンセンは 2001 年 2 月 20 日、27 年間にわたり FBI の諜報員

として勤務していたが、15 年以上に及ぶソ連と後のロシアのスパイとして活動した罪によ

り告発された。 
彼は 2001 年 2 月 18 日(日曜日)、ヴァージニア州ヴィエナにある彼の住まいの近くの公

園で、バッグに納めた 7 件のシークレット文書を隠し場所に置いた時に逮捕されたのであ

る。ハンセンの FBI における経歴の大部分はカウンターインテリジェンスであり、彼は学

んだことを彼自身のスパイ活動に利用したのである。彼は、スパイ行為を行ったことによ

り、スパイ行為及び共同謀議の罪で告発されたのである。特筆すべきは、ハンセンが 初

にソ連に次いでロシア政府に、6,000 ページ以上の秘密区分指定文書及び合衆国のために

働いた 3 人のロシア諜報員の身元を提供したことである。これらのうち 2 人の諜報員は、

裁判にかけられ、処刑されたのである。裁判所の文書によれば、ハンセンは、合衆国核戦

争防御の詳細は無論のこと、「合衆国インテリジェンス・コミュニティにおける もセンシ

ティブかつ高度に隔離されたプロジェクトのいくつか」に係る情報を提供したとされてい

る。この提供の報酬としてロシアは、彼がスパイ活動を行っている間に 140 万ドルを支払

ったのである。この報酬の内訳は、60 万ドル以上の現金とダイアモンド、及びロシアの銀

行口座に振り込まれた 80 万ドルである。ハンセンは、合衆国がロシアのインテリジェン

ス機関の秘密情報源からハンセンのファイルを取得したことにより、彼がスパイ行為を働

いているとして確認されたのである。しかしながらロシアは、ハンセンの本当の名前を知

らなかったのである。ロシア側にとって、彼は単に「ラモン」又は「ガルシア」として知
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られていたに過ぎなかったのである。ハンセンは、1979 年当初からソ連と係りを持ってい

たとされており、1980 年にいったん関係を絶ったものの、1985 年にはワシントンにある

ソ連大使館の KGB 将校に無記名の手紙を送り、再び自発的なスパイ行為に及んだのであ

る。その手紙には、合衆国のために活動しているソ連の二重スパイ 3 人の氏名が書かれて

いたのである。もっとも、ハンセンの動機は明確なものとはなっていないが、自己満足、

FBI における彼の職務への不満及び金銭欲があると思われる。ハンセンと彼の妻は、諜報

員の給与で大家族を養うことに苦労していた。そして 1992 年までには、負債が 275,000
ドルを超えていたのである。ハンセンは、FBI のコンピュータ・システムから情報を入手

して秘密区分指定情報を売り渡していたが、同時に FBI コンピュータ・ファイルをアクセ

スすることにより彼自身が捜査対象となっている可能性があるかどうか確認していたので

ある。彼の友人や同僚は、信心深い 6 人の子供の父親であり、かつ、献身的な反共主義者

のハンセンが、どうして二重スパイになったのか、説明に当惑していたのである。ハンセ

ンの不正な収入の大部分は、地方のストリッパーへの高価な贈り物や車の購入に利用され

たとされている。2001 年 7 月、司法取引が成立し、ハンセンはスパイ行為の咎による有

罪を認める答弁を行い、捜査官に完全に協力することで死刑を免れた。2002 年 5 月 11 日、

元 FBI 諜報員ロバート・フィリップ・ハンセンに対して、終身刑の判決が言い渡された。 
 

2.2.2 ハンセンの経歴 

ハンセンの FBI における経歴は次のとおりである。この内容は、ハンセン逮捕後の宣誓

供述書「Robert Philip Hanssen. Affidavit in Support of Criminal Complaint, Arrest 
Warrant and Search Warrants, Stefan A. Pluta」から抜粋したものである。 

 
1. ハンセンは 1976 年 1 月 12 日、FBI の特別捜査官に任ぜられた。彼はその日以来、

FBI の特別捜査官としての任務を継続した。 
2. ハンセンは初回訓練の後、インディアナ州インディアナポリスの FBI 支部配属とな

り、1978 年 8 月 1 日まで、Gary にある Resident Agency のホワイトカラー犯罪特

捜班で勤務した。 
3. ハンセンは 1978 年 8 月 2 日～1981 年 1 月 10 日まで、ニューヨーク州ニューヨー

ク市の支部に配属され、 初は支部犯罪部の会計事件を担当した。 
4. ハンセンは 1979 年 3 月、ニューヨーク支部インテリジェンス部に派遣され、同部

で FBI の自動カウンターインテリジェンス・データベースの構築を支援した。その

当時、同データベースは、合衆国に配属されたインテリジェンス部員を含む外国の

高官に係る情報の自動化を果たした 初のものであった。同データベースの内容に

対しては、シークレット・レベルに至る秘密区分指定が行われた。 
5. ハンセンは 1981 年 1 月 12 日～1985 年 9 月 22 日の間、ワシントン DC の FBI 本

部において、インテリジェンス部特別捜査官監督者としての職務に就いた。ハンセ
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ンは 1981 年 1 月～1983 年 8 月までの間、予算室勤務となった。この予算室は、合

衆国インテリジェンス・コミュニティの外国インテリジェンス国家プログラムにお

ける FBI 所掌分を担当する部署であり、議会に対する予算要求書を作成した。この

予算室は、FBI の資源に係るすべてのインテリジェンス及びカウンターインテリジ

ェンス関連情報に対するアクセス権を持っていた。ハンセンは 1983 年 8 月～1985
年 9 月の間、ソ連分析部門に就いた。この分析部門は、ソ連のインテリジェンス機

関を含む FBI の外国に対する CI(Foreign Counterintelligence: FCI)活動及び捜査

を支援するとともに、FBI 上級管理者及びインテリジェンス・コミュニティに対す

る分析支援を行っていた。 
 ハンセンは FBI 本部に在籍中、特別な高度コンパートメンテッド秘密区分指定合

衆国政府プログラムのインテリジェンス分野を担当した。また、彼は FBI の技術委

員会の委員も努めた。この委員会は、FCI 活動に係る技術プロジェクトの調整を行

う責任をもっていた。 
6. ハンセンは 1985 年 9 月 23 日～1987 年 8 月 2 日の間、ニューヨーク州ニューヨー

ク市 FBI 支部のインテリジェンス部に配属となり、FCI 特捜班の監督者として勤め

た。 
7. ハンセンは 1987 年 8 月 3 日～1990 年 6 月 24 日の間、ワシントン DC の FBI 本部

に再配属となった。そこで彼は、インテリジェンス部ソ連分析課の特別捜査官の監

督者として勤めた。 
8. ハンセンは 1990 年 6 月 25 日～1991 年 6 月 30 日の間、監察官補佐官として FBI

本部監査幕僚の任に就いた。彼はこの任務の間、FBI 支部、政府機関駐在の FBI
連絡室及び海外の合衆国大使館勤務の FBI 法律担当大使館員室に出張した。 

9. ハンセンは 1991 年 7 月 1 日、FBI 本部のインテリジェンス部に戻り、同本部ソ連

作戦課のプログラム・マネージャとして 6 ヶ月間勤めた。同課は、ソ連(特に KGB
のライン X)による合衆国科学技術インテリジェンス取得対策活動に対する責任が

あった。 
10. ハンセンは 1992 年 1 月 6 日～1994 年 4 月 11 日の間、FBI 本部インテリジェンス

部(1993 年には国家安全保障部に改名)にある国家安全保障脅威リスト(National 
Security Threat List: NSTL)課の長として務めた。彼は、NSTL 課における焦点を

経済スパイに当てた。 
11. ハンセンは 1994 年 4 月、一時的に FBI のワシントン首都支部(現ワシントン支部)

に配属された。 
12. ハンセンは 1994 年 12 月、再度 FBI 本部配属となり、国家安全保障部担当副長官

室に勤務した。 
13. ハンセンは1995年2月12日～2001年1月12日の間、合衆国国務省の外事室(Office 

of Foreign Mission)にFBI上級代表者として派遣された。ハンセンはその配置時に、
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外事室内の機関間 CI グループの長及び国務省インテリジェンス研究局に対する

FBI 連絡要員として務めた。彼のオフィスは、ワシントン DC・ノースウェスト・

2201C ストリートにある国務省ビル内ルーム 2510C の 106，107 及び 108 の続き

部屋であった。 
14. ハンセンは 2001 年 1 月 13 日付けで、FBI 本部に新たに設置された情報資源部に配

置された。これは、彼の活動に係る継続捜査を彼に警戒を抱かせることなく、かつ、

より効果的に彼の日常の活動を監視するためであった。ハンセンの現在のオフィス

は、ワシントン DC・ノースウェスト・935 ペンシルベニア街の FBI 本部 9930 室

である。 
15. ハンセンの FBI 雇用中は、いかなる時も、本供述書に述べられている秘密区分指定

情報及び文書を、直接又は間接的にせよ、KGB、SVR、その他の敵性外国インテリ

ジェンス機関に配布、通信又は伝送する権限が与えられていなかった。 
 

2.2.3 ハンセンが KGB/VSR に提供した主な情報 

ハンセンがソ連/ロシアに提供した主な情報は次のとおりである。 
 

 ソ連の二重スパイ 3 人 
 国家マジント(National Measurement and Signature Intelligence)プログラム(ト
ップシークレット/シークレット･コンパートメンテッド情報(SCI)) 
 合衆国二重スパイ・プログラム(シークレット) 
 FBI 二重スパイ・プログラム(トップシークレット) 
 合衆国インテリジェンス・コミュニティの将来インテリジェンス要求事項に係る包

括的要約(トップ・シークレット) 
 KGB の中央情報局(CIA)に対する活動要求事項に関する研究(シークレット) 
 ある合衆国核プログラムに係る KGB の情報収集活動の評価(トップ・シークレット) 
 KGB の長官に係る CIA 分析(トップ・シークレット) 
 合衆国政府プログラムに対する外国からの脅威に係る高度の秘密分析資料 
 合衆国インテリジェンス・コミュニティの技法 
 合衆国インテリジェンス・コミュニティの詳細な通信インテリジェンス能力 
 おびただしい数の FBI カウンターインテリジェンス捜査技法、情報源、手口及び

KGB/SVR を標的とした FBI の慣行と活動 
 Felix Bloch26に係る FBI の秘密捜査 
 その他の秘密区分指定情報 

 

                                                  
26 Felix Bloch：スイスのユダヤ系物理学者、米国に帰化、欧州原子核機構初代長官、ノーベル賞受賞、

1905-1983。 
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2.2.4 ハンセンの情報収集の手口 

2.2.3 項に示した情報の収集手口は、表 2.2-1 示すように、極めて簡単なものである。ハ

ンセンが逮捕後に供述しているように、FBI のセキュリティ態勢がお粗末であったことか

ら、このような簡単な手口で、国家の安全保障に係る重要な情報を入手することができた。 
 

表 2.2-1：ハンセンの情報収集の手口 

 
手 口 概 要 

ACS からのダ

ウンロード 
FBI の事件データベース検索システム(Automated Case System: ACS)

は、本来、アクセス制御方針に基づく厳正なアクセス制限機能をもってい

たが、この機能が利用されることがほとんどなかった。ACS 内の大部分の

情報は、ACS アクセス権を持っている者すべてにオープンな状態であっ

た。 
写真複写 秘密区分指定がシークレット(Secret)の情報の取扱は、セキュア区域内

とされていた。しかしながら、FBI 本部全体がセキュア区域であるとの判

断から、結果的に本部内ではシークレット情報を自由に持ち運びできた。

ハンセンは、売り物となる情報を駐車場の彼の車に持ち込み、写真撮影し

た後、元の場所に返却した。 
会議への参加 ハンセンは、会議参加対象外であっても、その会議に参加し、情報を入

手した。他の会議参加者から咎められる事はなかった。 
元の職場での

収集 
ハンセンは、FBI 本部内にある元の職場に行き、元同僚との会話、机の

上に置かれている秘密区分指定情報の盗み見、同職場に設置されているス

タンドアロン・コンピュータへのアクセスによる秘密区分指定情報のダウ

ンロードなどにより、情報を収集した。元の職場、同僚は、ハンセンの行

動を特に怪しいとも思わなかった。 
保全室への自

由な出入りと

監視の欠 

ハンセンが FBI のニューヨーク支部に勤務していたとき、秘密区分指定

情報が保管されている保全室(closed room)への入出に関して、何らの制限

や監視が行われていないことを利用し、情報を入手することができた。 
ソーシャル・

エンジニアリ

ング 

ハンセンは、センシティブ情報を入手する際に、非技術的手段(ソーシャ

ルエンジニアリング)の手口も利用した。 
 同僚との昼食時の会話から情報を入手した。 
 関係者でもないのに、FBI 内で開催された秘密区分指定情報に係る

会議に出席した。 
 元の所属部署を訪れ、元同僚との会話から秘密の情報を入手した。

 国家安全保障部(NSD)のシステムに格納されている高度秘密事件

データベース中に、彼がソ連への手紙の差出人として利用した
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手 口 概 要 
「Ramon Garcia」の氏名の有無を調べるため、同システムのシステ

ム・アナリストに言葉巧みに検索させた。 
 
 

2.2.5 ハンセンが得た報酬 

ハンセンが 2.2.3 項に示した提供情報により得た報酬は、次のとおりである。 
 

 ロレックス腕時計：2 個 
 現金：約 60 万ドル 
 ダイアモンド 
 モスクワ銀行預金：約 80 万ドル 

 
2.2.6 ハンセン逮捕のきっかけ 

FBI は 1994 年、中央情報局(CIA)と共同して本格的にロシアへの情報提供者の狩り出し

に着手した。この年に、CIA 諜報員の Aldrich Ames がロシアへの情報提供者として逮捕

されている。彼の供述から様々な事実が明らかとなったが、ロシア大使館の建物の地下の

トンネルの存在がロシアにばれた件は Ames によるものでないことから、他にも裏切り者

がいることが明らかとなった。そこで CIA と FBI は共同捜査に乗り出したのである。 
FBI と CIA は当初、この Ames に次ぐロシアへの情報提供者も CIA 諜報員ではないか

と疑い 1998 年、容疑者として CIA 諜報員 Brian Kelly の取調べを行った。しかしながら、

Kelly が情報提供者であるとする証拠は何も見つけることができなかった。執拗な取調べ

は、Kelly の家族に対する取調べにまで及び、ハンセンが逮捕されるまで 2 年間も継続し、

結果として誤認逮捕となったのである。 
1999 年、FBI は 終的に他の戦術を行使することに決定した。つまり、ロシアへの情

報提供者に係る情報を買うことにした。そして、売人候補者と思しき元 KGB 出身のロシ

ア人ビジネスマンに的を絞った。アメリカのある会社が、彼をビジネスの打ち合わせ目的

でアメリカに招待することに協力した。FBI は彼がニューヨークを訪れた際、「ロシアへ

の情報提供者の氏名を教えてくれたら大金を支払う」と彼に持ちかけたのである。そのロ

シア人は、「情報提供者の氏名は知らないが、KGB 本部からこっそり持ち出した KGB/SVR
ファイルの実物がある」と言った。そのファイルには、「Ramon Garcia」との会話録音テ

ープを含め、1985 年～1991 年に KGB と接触のあった情報提供者との往復書簡が含まれ

ていた。FBI は、彼に 7 百万ドルの大金を支払うこと、及び彼と彼の家族に合衆国市民と

しての新たな身元を与えることで、そのファイルを入手した。 
1999 年 11 月、FBI は録音テープの声がハンセンであることを突き止めた。さらに、ロ

シア人から譲り受けたファイルには、ハンセンが KGB に提供した小包と包装に使ったゴ
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ミ袋が含まれており、その袋にはハンセンの指紋が 2 つ付着していたのである。FBI はこ

の後、ハンセンを監視状態に置くため 1999 年 12 月、国務省の連絡官任務から FBI 本部

のコンピュータ・セキュリティ監督者に昇進させたのである。ハンセンの補佐者として

Eric O’Neil が充てられ、彼にはハンセンを常時監視する任務が付与された。 
そして、 終的には、このような監視下の中で 2001 年 2 月 18 日、ロシアへの情報提供

の隠し場所において逮捕された。ハンセンは逮捕されたとき、次のように言ったとされて

いる。「何でこんなに長い間かかったのか？」 
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2.3 ハンセン事件の問題点 

 
2.3.1 全般 

ここでは、ハンセン事件に係る様々な参考文献から、情報セキュリティ上の問題となる

事項の抽出とその理由などを列挙する。 
問題抽出の基準は一般的なセキュリティ環境やセキュリティ慣行であり、とりわけ情報

化社会における情報システムの利用に係るセキュリティ慣行、例えば知る必要性に基づく

アクセス制御やログ監査などに着目した。この着目は、CERT における長年のインサイダ

ー脅威研究成果に基づくものである。 
この結果、表 2.3‐1 に示す項目が問題点として抽出された。これらの細部については

2.3.2 項に記述するが、各問題点を見る際の索引として利用されたい。 
 

表 2.3‐1：ハンセン事件の問題点(項目だけ) 

 
項 目 略号 問題点(タイトルだけ) 

D1 逮捕後のハンセンの言葉 
D2 セキュリティ上の知る必要性と業務遂行 

2.3.2.1 文書セキュリティ 

D3 シークレット文書の不適切な取扱 
2.3.2.2 物理的セキュリティ SD1 セキュリティ欠陥の発見 

CS1 ACS アクセス制限の不適切な運用 2.3.2.3 アクセス制御 
CS2 評価・承認プロセスがすべての情報システムに適

用されていない 
C1 コンピュータの才能が、彼の存在価値を高めると

ともに、不正な情報の入手を容易にした。 
C2 コンピュータ知識の悪用 
C3 1995 年～：新たな FBI システムのセキュリティ

能力調査 
C4 1993 年：ハッキング 
C5 1997 年：パスワード・クラッキング 
C6 全期間：ソーシャル・エンジニアリング 
C7 1997 年～2000 年：ソーシャル・エンジニアリン

グ 
C8 1997 年～2000 年：事件データベース・ファイル

の検索 
C9 逮捕後のハンセンの言葉 

2.3.2.4 コンピュータ知識の

悪用 

表 4a 捜査対象外確認のための検索データ 
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項 目 略号 問題点(タイトルだけ) 
R1 1990 年：ハンセンの義弟からの通報の無視 2.3.2.5 罰則(通報の無視) 
R2 1997 年：FBI 特別捜査員 Earl Pitts 提供の情報

を無視 
2.3.2.6 教育訓練 E1 ACS アクセス制限機能に係わる教育の不徹底 

B1 1981 年～1985 年：センシティブ情報の不正開示

B2 1987 年：センシティブ情報の不正開示 
B3 1993 年：センシティブ FBI 捜査情報の不正開示

及び女性職員に対する暴言 
B4 1993 年：コンピュータ・システムへのハッキン

グ 
B5 1995 年～1999 年：秘密区分指定情報の不正アク

セス 
B6 1997 年：パスワード・クラッキング 

2.3.2.7 インシデント管理

(セキュリティ違反

事例) 

B7 コンプライアンスと懲罰プロセスの不適切 
SD1 セキュリティ欠陥の発見 2.3.2.8 監視 
C9 逮捕後のハンセンの言葉 

2.3.2.9 評価・承認プロセス CA1 評価・承認プロセスがすべての情報システムに適

用されていない 
2.3.2.10 金銭開示 FD1 金銭開示プログラム 
2.3.2.11 コンプライアンス B7 コンプライアンスと懲罰プロセスの不適切 

BI1 逮捕後のハンセンの言葉 
BI2 FBI の経歴調査の概要 
BI3 応募者に対する経歴調査 
BI4 在籍者に対する経歴調査 
BI5 経歴調査サービス(BICS) 
BI6 ハンセンの経歴調査は不十分 

2.3.2.12 経歴調査 

BI7 ハンセン採用時の経歴調査 
B5 1995 年～1999 年：秘密区分指定情報の不正アク

セス 
BI4 在籍者の経歴調査 

2.3.2.13 監査 

C8 1997 年～2000 年：事件データベース・ファイル

の検索 
CL1 セキュリティとキャリアパス 2.3.2.14 セキュリティ文化 
CL2 組織文化 
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項 目 略号 問題点(タイトルだけ) 
CL3 セキュリティ文化   
CL4 運用上の効率性がセキュリティに優先するとい

う文化 
M1 上級管理者の資源配分が不適切(セキュリティの

優先順位：低位) 
M2 ACS に係るアクセス制限撤廃の決定 

業務優先がセキュリティを無視 
M3 組織的欠陥事項 

2.3.2.15 管理者の意識 

M4 セキュリティの職務はキャリアの対象外 
P1 育った家庭環境 
P2 スパイへの興味 
P3 学生時代～就職 
P4 熱心なカトリック信者、反共産主義、酒・タバコ・

賭け事なし 
P5 性格 
P6 第 1 期スパイ行為に至る原因 
P7 1989 年：ストリッパー関連 
P8 露出狂？ 
P9 米国 BBC テレビ番組「完璧に近いスパイ」にお

ける元 FBI 精神科医 Allen Salerian の話 

2.3.2.16 ハンセンの性格 

P10 FBI 女性職員への暴行 
 
 

2.3.2 問題点 

以下に、「2.3.1 全般」の項で明示した 16 件の問題点ごとに、その問題点の内容を表形

式で示す。 
 

2.3.2.1 文書セキュリティ 
FBI における捜査活動を 優先業務として位置付ける組織のセキュリティの実態は、情

報への迅速なアクセスを考慮し、セキュリティをなおざりにしている。本来のセキュリテ

ィのあり方は疎んじられており、職場におけるセキュリティ・リスクは極めて高いものと

なっていた。 
 
文書セキュリティに係る問題点は表 2.3-2 のとおりである。 
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表 2.3-2：文書セキュリティに係る問題点 

 
 項 目 内 容 

D1 逮捕後のハンセンの

言葉 
「セキュリティは手ぬるかった。だから、FBI 本部から文

書を持ち出すことができた。しかも、注意深く組織立てて調

べられたり、じっと見られたり、又は関心をもたれたれる、

というようなリスクを持つこともなくね」 
D2 セキュリティ上の知

る必要性と業務遂行 
FBI 職員が秘密区分情報をアクセスするためには、セキュ

リティ・クリアランスとその情報に対する知る必要性がなけ

ればならない。FBI 職員の誰もがトップシークレットのクリ

アランスを保有しているので、クリアランスだけによるアク

セス制限では、FBI 内の秘密区分資料のアクセス制御を行う

ツールとしての意味を成さないものとなる。アクセス制御の

要は、知る必要性の原則の強化である。この原則は、故意に

情報の流れをスローダウンさせることとなるが、情報を受け

取る者に対しては、任務を果たすために実際に知る必要性が

あることを確実なものとする。このことは、時には不都合で

あり、FBI 内において優位性を占める犯罪捜査文化と相反す

ることになる。FBI における文書及び関連する物理的セキュ

リティ問題全般に係る解決策は、犯罪捜査優位性文化の再編

成を心の底から行うとともに、首尾よく業務を達成するため

に必要となる範囲に秘密区分指定情報を限定して共有する、

ということに力点を置かねばならない。FBI の職員に対して

は、不都合を伴いながらも知る必要性の原則がなぜ価値があ

るのかについて周知かつ定期的に気付かせるとともに、知る

必要性の原則が業務遂行を損なわずにどのような方法で行わ

れるかを知らしめねばならない。 
D3 シークレット文書の

不適切な取扱 
FBI は、シークレットの秘密区分指定資料を大量に受領、

作成及び保管している。これには、カウンターインテリジェ

ンス、カウンター･エスピオナージ(対スパイ行為)及びカウン

ター･テロリズム(対テロリズム)情報が含まれている。シーク

レット文書は、トップシークレット(TS)やシークレット・コ

ンパートメンテッド情報(SCI)とは異なり、個々の資料につい

て、その利用に係る追跡が行われることはない。 
FBI は、本部及び支部のセキュア区域がシークレット資料

のオープン保管に適切であると考えている。したがって、こ
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 項 目 内 容 
れらの区域ではシークレット資料の持ち運びを自由に行うこ

とができ、就業時間中はそのままの状態に置かれるが、夜間

は 小限のセキュアが講じられるだけである。 
また、FBI は、日常的に ACS データベースにシークレット

資料をアップロードしている。これは電子的なオープン保管

用であり、ダウンロードや印刷については本質的に規制され

ていない。この電子的なオープン保管は、シークレット資料

が記憶されているハードドライブについても、就業時間後に

セキュリティ保管容器に保管されることが求められないこと

を意味するものである。 
シークレット資料の保全に対するこのようなアプローチの

結果として、知る必要性のない FBI 職員でも比較的容易にこ

の資料をアクセスすることができることとなる。FBI 施設内

における契約職員などの非職員は、少なくとも文書形式で、

秘密区分指定の資料を見たり収集したりすることができるよ

うになっている。本部に不正に入室した誰でもが、オープン

に保管されている秘密区分指定資料にアクセスすることがで

きるのである。本部では、ほとんどの部署がセンシティブ・

コンパートメンテッド情報施設(Sensitive Compartmented 
Information Facilities: SCIFs)又は保全区域(Secure Area)に
ある秘密区分指定の国家の安全保障に係る資料を取り扱って

いる。しかしながら、これらの区域へのアクセスは必ずしも

十分な管理がされておらず、秘密区分指定資料がそれら区域

内を行き交うという危うい状態に置かれている。支部におい

ては、オープンに保管されている資料であれば、当該情報に

知る必要性がない者でもアクセスすることができるのであ

る。 
シークレット資料の伝達及び保管に対する周知徹底は、業

務を通じて実施されているのが一般的であることから、文書

に対するセキュリティ慣行は部署によって様々ということに

なる。FBI は、FBI 施設内において秘密区分指定に分類され

ているほとんどの資料の伝達及び複写に関し、何らの物理的

管理を課していない。 
アクセスが許可されていない者が近づく場合に備え、秘密

区分指定の文書を裏返しに置くこと、カバー・シートを着け
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 項 目 内 容 
ること、不必要な作業コピーを破棄すること、必要なコピー

については秘密区分指定及び保護対策を講ずること、並びに

コンピュータ、反古紙、ノート及びセキュリティ容器に対す

る保護規約を維持する指示に留意しているのは、ほんのわず

かの部署にすぎない。シークレット文書は、一般的にオフサ

イトで破棄されるが、紛失又は窃盗に対する保護がまったく

なされない状態で行われている。秘密区分指定文書発刊を支

援するよう任命されたセキュリティ担当者は、そのことに関

する訓練を受けてないのが一般的である。 
FBI の警備員は、本部及び他の施設に許可なく立ち入る人

物に対し主要な防御線としての任に当たるが、人員不足であ

り、かつ、不十分な訓練しか受けていない。また、秘密区分

指定資料の不適切な移動に対する検知能力をも身に付けてい

ない。さらに、これらの警備員の権限は、FBI 役員に「金バ

ッジ」を与えることによってその地位が弱められている。こ

の金バッジは、管理者及び管理者がエスコートする訪問者に

対し、通常のセキュリティをバイパスさせているのである。

結果として、クリアランスを持たない訪問者がセキュア区域

に立ち入るのを許すことになる。 
 
 

2.3.2.2 物理的セキュリティ 
ハンセンは、FBI の物理的セキュリティ上の欠陥に目をつけ、これを大いに利用した。

スパイ活動を行うハンセンにとって、FBI のセキュリティ環境は実に好ましいものであっ

たに違いない。 
 
物理的セキュリティに係る問題点は表 2.3-3 のとおりである。 
 

表 2.3-3：物理的セキュリティに係る問題点 

 
 項 目 内 容 

SD1 セキュリティ欠陥の

発見 
ハンセンはニューヨーク支部に転勤となり、当初は犯罪部

特捜班に配置されたが、その 6 か月後に、彼が望んでいた対

ソ連カウンターインテリジェンス特捜班勤務となった。実は、

この対ソ連カウンターインテリジェンス業務が、その後の彼



 2-14

 項 目 内 容 
の FBI 勤務のほとんどを占めることになったのである。ハン

センは、この業務を割り当てられた直後から、FBI 内部の情

報セキュリティの弱点を悪用したとされている。 
彼がFBIニューヨーク支部の犯罪部特捜班に勤務していた

とき、彼は秘密区分指定情報が保管されている保全室(closed 
room)への立入に何ら制限されることなく、かつ、室内での

行動も監視されずに文書にアクセスできることに気付いたの

である。そして彼は、この保全室で何時間も、何らの「知る

必要性」に拘束されることもなく、ソ連のスパイ行為に係る

資料を読み漁っていたのである。そして、FBI が 重要視し

ているソ連の情報源(二重スパイ)に係る人物の特定を、まん

まと成し遂げたのである。 
 

 
2.3.2.3 アクセス制御 

FBI の捜査記録情報ファイルの保存を主体とする事件データベース検索システム

(Automated Case System: ACS)のアクセス制御機能は活用されず、トップシークレット

のクリアランスを保有している者は誰でもが捜査記録情報にアクセスできた。知る必要性

の原則は完全に無視されていたのである。 
また、そのような情報システムのセキュリティ運用に関して、本来的には運用に先立ち、

及び運用間においても定期的に審査する評価・承認プロセスが実施されたのは、FBI にお

いて数多くの秘密区分指定情報を取り扱う情報システムの極一部に限定されていた。 
このようなことから、FBI におけるアクセス制御の実態は、無に等しい状態であったの

である。 
 
アクセス制御に係る問題点は表 2.3-4 のとおりである。 
 

表 2.3-4：アクセス制御に係る問題点 

 
 項 目 内 容 

CS1 ACSアクセス制限の

不適切な運用 
要約すると「FBI 捜査事件ファイルのリポジトリとしての

事件データベース検索システム（ACS）の完全性は、完全に

危殆化されていた」ということになる。 
ACSは 1995年に運用開始となったシステムであるが、FBI

の捜査メインフレームに常駐するいくつかのアプリケーショ
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 項 目 内 容 
ンの 1 つであり、秘密区分指定がないものからシークレット

に至る情報を保存していた。ACS は、FBI の捜査記録システ

ムであり、3 つのサブシステムから構成されている。それら

は、事例インデックス・システム、事例管理システム及びテ

キスト文書の保管と検索システムである。犯罪及びインテリ

ジェンスの事例を含め、FBI 捜査及び事例に関連するすべて

の情報が、ACS に保管されている。ACS は、FBI 職員が事

例データベースの中から捜査記録等を特定すること、文書の

テキストを保管すること(例えば、捜査報告、インタビュー覚

書など)、並びにこれら文書の索引付け及び検索ができるよう

になっている。また、ACS は、個人の人事管理情報や捜査官

人事管理室(Office of Professional Responsibility)ファイル

などのデータを相当保管している。 
FBI コミュニティ(FBI 関連業務従事者を含む)のすべてで

はないにせよ、ほとんどのメンバーは ACS アクセス権を持っ

ている。ACS の主体は FBI の捜査記録システムであり、すべ

ての事件関連の文書がアップロードされることになってい

る。しかしながら、本来であれば、ACS アクセス権を持って

いる誰もが、同システム内のすべてのファイルへのアクセス

権を持っているというわけではない。FBI 職員はトップシー

クレットのクリアランスを持っているが、すべての職員がす

べての捜査について知る必要はないのである。 
FBI では、一般的に知る必要性の原則が看過され、トップ

シークレットのクリアランスを持っていれば、ACS 内のすべ

ての情報にアクセスできたのである。 
CS2 評価・承認プロセス27

がすべての情報シス

テムに適用されてい

ない 

2000 年 9 月時点において、FBI は 8 つのコンピュータ・

システムの評価・承認を行っている。FBI と司法省のセキュ

リティ部門は「FBI がこれら 8 つのシステムの他にも運用に

供しているシステムがあることに気付いていなかった」とさ

れている。気付くことになったのは、情報資源部の代表が

                                                  
27 評価・承認プロセス：Certification & Accreditation (C&A) Process。開発者とは独立の評価チームに

より情報システムのセキュリティ評価を行い、その結果を情報システムの運用承認決定権を持つ運用承認

者が審査して、 終的に運用への移行の可否を判断するプロセスをいう。国家の安全保障に係る情報シス

テムは無論のこと、他の連邦政府機関が利用するすべての情報システムに対してこの評価・承認プロセス

を履行することが義務付けられている。したがって、運用承認者は、当該情報システムのセキュリティに

ついての説明責任を負うことを義務付けられることとなる。 
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 項 目 内 容 
2000 年 9 月、上院のインテリジェンス特別委員会で行った証

言によるものであった。その証言において、FBI は少なくと

も 50 のコンピュータ・システムを運用しているとが明らかに

された。そして、そのうちの約 30 のシステムは秘密の情報を

処理しているという。 
FBI はその後、これらに加えさらに多くのシステムがある

ことを明らかにしている。しかも、それらの大部分は秘密の

情報に係るものなのである。しかしながら、評価・承認プロ

セスが履行されておらず、結果として、セキュリティに関し

何らの評価もされていない情報システムが運用されていたこ

とになる。 
 
 

2.3.2.4 コンピュータ知識の悪用 
ロバート・ハンセンのコンピュータ知識は、FBI における彼の存在意義を高めるととも

に、スパイ行為を容易にする手口ともなった。 
ハンセンは、「2.3.2.16 ハンセンの性格」に示すその行動や振る舞いを考慮すれば、性

格的には明らかに欠陥人間と思われるような人物であった。しかしながら、ハンセンの上

司は、彼を国務省の外国使節団対応室 FBI 連絡官に赴任させるまで、FBI 勤務の長期間に

わたり、ハンセンの性格上の欠点よりもコンピュータ知識の有用性を重んじ、かなりの処

遇をしていたのである。 
ハンセン事件から約 10 年を経た今日、IT 知識は現代社会に生きる我々にとって必須の

ものとなっているが、高度の IT 知識が必要とされるのは IT 技術者やコンピュータ管理者、

そしてセキュリティ管理者である。様々な参考文献に見る限り、ハンセンが示した程度の

コンピュータ知識は現在社会に生きる我々の同僚にも散見されるが、確かに約 10 年以上

前の時代では、ハンセンがコンピュータやシステム構築の知識に秀でた貴重な存在であっ

たに違いないと思われる。 
現代社会において我々が十分に注意又は考慮しなければならないのは、当時のハンセン

の例を見るまでもなく、高度の IT 知識を備えた一般ユーザーによる IT 知識の誤った又は

悪意のある利用である。一般ユーザーによるこのような利用は、職場におけるセキュリテ

ィ管理者及び担当者の IT 知識と同等又はそれ以上の場合、危険な存在となる。なぜなら、

セキュリティ管理者などが、その誤った利用を検知できないか、又は検知できたとしても

「やり込められてしまう」おそれがあるからである。結果は、本来罰しなければならない

インシデントを、IT 知識の貧弱さゆえにうやむやにされてしまうことになる。 
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ハンセンのコンピュータ知識の悪用に係る問題点は表 2.3-5 のとおりである。 
 

表 2.3-5：コンピュータ知識の悪用に係る問題点 

 
項 目 内 容 

C1 コンピュータの才能

が、彼の存在価値を高

めるとともに、不正な

情報の入手を容易にし

た。 

ハンセンは、彼の初期段階の経歴において専門知識を活か

し、指導力と組織力のスキルを遺憾なく発揮した。それは、

現在でもFBIにおいて利用されている事件データベース検索

システム(ACS)の開発に参画したときである。また、彼は、

その当時では極めて特異な存在であったコンピュータ関連の

業務に興味を抱き、FBI 内において彼の知識を大いに役立て

た。当時の彼の上司は、このことで彼を賞賛し、賢く技術的

に卓越した分析力に優れた人物であると評価して、かなりの

処遇を行ったのである。 
ハンセンはニューヨーク支部に在勤中、運用業務面にほと

んど興味を示さなかったが、コンピュータ業務及び管理業務

には強い興味を示した。そしてこのことが、ニューヨーク支

部のカウンターインテリジェンス・データベースの管理責任

をハンセンに任すことにつながった。そしてこの職務はハン

センを情報の流れの中心に置くことになり、情報の収集を極

めて容易にしたのである。 
C2 コンピュータ知識の悪

用 
ハンセンは、ユーザーのアクセスが制限されていた ACS

のシステム文書の記述内容によって、スパイ行為への大いな

る刺激を受けたとされている。 
FBI 職員が制限された文書を ACS にアップロードする際

には、「属性」と呼ばれる制限されていない記述データに関連

情報を概要として記入することとされていた。ハンセンは、

制限された文書に対するこの属性フィールドの記述内容が

「実に意味のある」ことを発見したとされている。また、ハ

ンセンのコンピュータ専門知識は、彼の ACS 利用を大いに助

けることとなった。彼は、ACS の検索エンジンをマスターし、

セキュリティ制限事項に注意しながら検索を進める方法を発

見した。例えば、ACS システム管理責任者が「トップ・ワー

ド」用語リストを作成したが、これは ACS 検索エンジンには

引っかからない用語をリストにしたものであり、仮に、ユー

ザーがトップ・ワードの 1 つである、例えば「シークレット」
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項 目 内 容 
を用いて検索を試みた場合、検索エンジンはその用語を見つ

けない。したがって、シークレットに係る情報の検索ができ

ないことになる。例えそれが多くの文書の中にあったとして

も、引っかかることはない。ハンセンは、このような制限事

項を回避するため、国家安全保障部のプログラム、慣行及び

要員に係る彼の知識を利用して質問事項を案出し、目的とす

る情報の検索に成功したのである。特別捜査官の監督者は、

ワシントン支局の技術プログラムのすべてがハンセンにオー

プンな状態にあったと説明している。その理由は、ハンセン

がそのプログラムに係る特別のファイルを検索するに当たっ

て、十分に洗練された知識を備えていたからである。 
ハンセンは、ほとんどの場合、彼の通常のアクセス権を利

用して ACS を検索し、情報を収集したとされている。ハンセ

ンは、通常は支局で作成され、同支局の職員だけに制限され

ている事例にアクセスすることができた。このことに関し、

ハンセンがシステム管理者のアクセス権を持っていたとか、

又はファイルにハックしたような事実はなかった。 
FBI は、ハンセンが ACS 上でアクセスした多くの文書のう

ち、約 500 件に対してはより制限をかけるべきであったとす

るとともに、ハンセンによる容易なアクセスを招いた失敗は、

ACS のアクセス制限機能又はその機能の活用方法に対する

無知であったことを明らかにした。しかしながら当時、この

制限機能は適切に運用されていず、ほとんどの情報が誰にで

もオープンな状態であったことから、ハンセンは容易に秘密

区分指定情報にアクセスすることができたのである。 
FBI が各事例に対する適切なアクセス制限を怠ったことか

ら、ハンセンは合衆国インテリジェンス・コミュニティ内の

重要なスパイ捜査に係る ACS カウンター･エスピオナージ事

例ファイルにアクセスすることができたのである。 
C3 1995 年～：新たな FBI

システムのセキュリテ

ィ能力調査 

ハンセンは 1995 年 2 月から、国務省・外国使節団室(Office 
of Foreign Mission: OFM)の FBI 連絡官として勤務すること

となった。この勤務は閑職であり、彼は自由な時間の一部を

FBI の新たな情報システム Intelink-FBI のコンピュータ・セ

キュリティ技術に係る知識の獲得に費やしたとされている。

ハンセンは、FBI への週一訪問の都度、国家安全保障部
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項 目 内 容 
(NSD) イ ン テ リ ジ ェ ン ス 情 報 サ ー ビ ス (Intelligence 
Information Service: IIS)課の課長 Johnnie Sullivan と面談

し、コンピュータ・セキュリティ技術及び Intelink-FBI につ

いて話し合ったとされている。 
C4 1993 年：ハッキング ハンセンは 1993年、同僚のFBI諜報員である Ray Mislock

のコンピュータにハッキングし、彼のコンピュータに格納さ

れている秘密区分指定文書をプリントアウトした。そして、

その文書を Mislock に見せ、「君は信じないかもしれないが、

FBI のシステムはセキュアでないんだよ」と言ったのである。

この件について FBI の責任者は、「ハンセンは単に FBI の
セキュリティ・システムの現状をデモしただけに過ぎない」

と信じたのである。 
Mislock は後に、「ハンセンは彼が FBI の捜査対象になって

いないかを確認する目的でハッキングしたが、それを隠すた

めに文書へのハッキング・ストーリーを創り上げた」と理論

付けた。 
C5 1997 年：パスワード・

クラッキング 
(「2.3.2.7 インシデント管理―B6：1997 年のパスワード・

クラッキング」を参照) 
C6 全期間：ソーシャル・

エンジニアリング 
ハンセンは、センシティブ情報を入手する際に、非技術的

手段(ソーシャルエンジニアリング)の手口も利用した。 
 同僚との昼食時の会話からの情報の入手 
 関係者でもないのに、FBI 内で開催された秘密区分指

定情報に係る会議への出席 
 元の所属部署を訪れ、元同僚との会話からの情報の入

手 
 その他 

C7 1997 年～2000 年：ソ

ーシャル・エンジニア

リング 

ハンセンは 1997 年～2000 年の間、それまでのコンピュー

タ技術関連の違反又は悪用行為を中断し、ソーシャル・エン

ジニアリングのテクニックを利用したとされている。 
ハンセンのソーシャル・エンジニアリングの対象(被害者)

となったのは、国家安全保障部(NSD)のインテリジェンス情

報サービス(Intelligence Information Service: IIS)のシステ

ム・アナリスト及び Intelink-FBI の利用が認可されたユーザ

ーである。ハンセンは、NSD IIS に格納されている高度秘密

事件データベースの中から「Ramon Garcia」、その他の事件
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項 目 内 容 
情報を彼らに検索させたのである。この Ramon Garcia は、

ハンセンがロシアに対する情報提供交渉において利用した氏

名である28。 
ハンセンの不正なデータ検索要求について IIS のシステ

ム・アナリストは、上司のサリバンに都度報告したとされて

いる。このサリバンは 1995 年、ハンセンが構築に参加した

事件データベース検索システム(ACS)のセキュリティ・レビ

ューを実施し、重大かつ常続的なセキュリティ問題があると

NSD の副部長に報告の上、ACS に格納されていた国家安全

保障に係る事件データベースを Intelink-FBIに移した責任者

であった。ハンセンは、この移管されたデータベースに関心

があったのである。 
C8 1997 年～2000 年：事

件データベース・ファ

イルの検索 

ハンセンは 1997 年～2000 年の間、FBI の事件データベー

ス検索システム(ACS)を利用し、彼が捜査対象になっている

か否かを確認した。彼は「全くうかつにも29、彼自身の氏名

などを検索エンジンにインプットした」とされている。 
検索の結果、ハンセンに係る事項は何も検索出力になかっ

たことから、ハンセンはそれまでの 8 年間の空白を経てロシ

アのインテリジェンス機関(SVR)諜報員に接触し、第 3 期

(1999 年～2001 年)のスパイ行為を再開したとされている。 
ACS は、FBI が収集した捜査上のファイル及び索引をコン

ピュータ上にデータベース化したものであり、1995 年 10 月

からオンライン運用が行われていた。 
ACS データベースの主たるかつ も大きなものは電子事

件ファイル(Electronic Case File: ECF)であり、FBI が運用

中の捜査、プログラム及び問題に係る電気通信、その他ある

種の文書、並びにそれら文書の索引が含まれている。ACS は、

閉じた FBI イントラネットと等価である。ACS のユーザー

は、特定の語句又は用語に対する完全なテキストの検索を行

                                                  
28 Ramon Garcia：ハンセンは 1993 年、「私は FBI に不満を持つエージェント Ramon Garcia」と名乗

って、ロシア大使館の GUR 諜報員にアプローチし、スパイとなることを申し出たのである。このような

ことから、ハンセンは ACS を検索し、FBI が Ramon Garcia について捜査しているかどうかを確認した

のである。 
29 文献にはこのような表現が使われていたが、うかつかどうかは不明である。ハンセンがログ分析機能

の存在を知らないはずがない。おそらくハンセンは、ログ分析が行われていないことを十分に認識してい

たので、このような大胆な行動に出ることができたと思われる。事実、FBI では、何か問題が起こらない

限り、ログ分析は実施されていなかったのである。 
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項 目 内 容 
うことにより、個々のファイルにアクセスすることができる。

ユーザーとして ACS ファイルの利用が許可された FBI 職

員は、ハンセンを含め、ユーザー識別番号及び個人にユニー

クなパスワードを用いてログオンしなければならない。した

がって、検索ログを分析することで、個人の ACS 利用に係る

監査を実施することができる。 
ハンセンの ACS 利用に係る監査結果(表 2.3-5a 参照)は、彼

が特に ECF を頻繁に利用していたことを示している。また、

彼が、広範多岐にわたる特定の検索用語を用いて、ECF デー

タベースを定期的に検索していたことも示している。ハンセ

ンの ACS 利用の中には、彼の任務遂行に係るデータベースが

含まれているものもあったが、彼が行った ACS 検索の大部分

は彼のスパイ行為に直接に係るものであった。 
ハンセンはこれらの検索を行うことにより、ハンセン若し

くは彼に係る KGB/SVR 関係者、又は彼らの活動若しくは活

動場所が、FBI の知るところ若しくは不審を抱かせているか

どうかを指摘するある種の FBI 記録の有無を調べ、彼が危険

な状態になっていないかどうかを確認することができたので

ある。 
例えば、ハンセンは表 2.3-5a に示す日付に検索データをイ

ンプットし、ECF を検索したのである。表に示すように、検

索の中には期間を特定して行っているものもある。この中で

頻繁に登場してくる用語「DEAD DROP」とは、ハンセンか

らの秘密区分指定資料とロシアからの報酬の交換場所を意味

するものである。また用語「9414、Talisman Drive、Vienna、
Virginia」は、ハンセンの住所を示す。 
なお、表 2.3-5a は、ハンセンに対する容疑が明らかとなっ

てから、ハンセンのログ分析を行うために出力した資料であ

る。このようなログ分析が適時適切に実施されていたなら、

ハンセンのスパイ行為を検知の上、彼を逮捕できたのである

が、FBI はそのような監視を怠ったのである。 
C9 逮捕後のハンセンの言

葉 
｢ところで、彼ら(FBI)がコンピュータの利用状況を常に監

視していれば、おそらく、私がしたこと(情報の不正開示)に
ついて質問されることはなかったのだが・・・・・。だから、

それ(監視されていないこと)が私にマシンを利用させたの
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さ。監視されていれば、(FBI は)重要な情報の開示を防ぐこ

とができたかもしれないね｣ 
 
 

表 2.3-5a：捜査対象外確認のための検索データ 
 
年 月 日 検 索 デ ー タ 

1997 7 25 HANSSEN 
1998 3 30 DEAD DROP AND KGB 
 5 18 DEAD DROP 
   DEAD DROP AND RUSSIA 
 7 6 DEAD DROP 
   DEAD DROP AND WASHINGTON 
   FISA AND CELL PHONE 
   HANSSEN 
 7 30 9414 TALISMAN 
   DEAD 
   DEAD DROP 
   DEAD DROP AND WASHINGTON 
   DOUBLE D 
   HANSSEN  
   ROBERT P. HANSSEN 
 9 3 ROBERT HANSSEN 
   ROBERT P HANSSEN 
   ROBERT P. HANSSEN 
  21 ‘DEAD DROP’ 
   ‘DEAD DROP’ AND RUSSIA 
 10 13 DEAD DROP 
   DEAD DROP[Dates=08/01/1998-10/13/1998] 
  27 ‘DEAD DROP’ 
   ‘DEAD DROP’ AND WASHIGTON 
   ‘DEAD DROP’ WASHINGTON 
 12 14 DEAD DROP 
   DEAD DROP AND WASHINGTON 



 2-23

年 月 日 検 索 デ ー タ 
1999 4 7 DROP SITE 
   DROP SITE AND RUSSIA 
  12 ROBERT HANSSEN 
   TALISMAN 
   TALISMAN DRIVE 
   WHITE CEDAR 
   WHITE CEDAR COURT 
 8 11 CCTV AND VIRGINIA 
   CCTF AND VIRGINIA[Dates=01/01/1999-08/11/199] 
   FOXSTONE 
  17 DEAD DROP[Dates=01/01/1999-08/17/1999] 
  30 DEAD DROP 
   DEAD DROP[Dates=07/01/1999-08/30/1999] 
 9 2 CCTV 
   CCTV AND SVR 
   ‘DEAD DROP’ AND SVR 
   ‘DEAD DROP’ SVR 
  28 DROP SITE 
   DROP SITE[Dates-10/01/1999-10/21/1999] 
   TALISMAN 
 10 21 DEAD DROP[Dates-10/01/1999-10/21/1999] 
  26 VIENNA AND VIRGINIA  
   VIENNA AND VIRGINIA AND FCE[Dates=01/01/1999-10/27/1999] 
  27 DEAD DROP[Dates=01/09/1999-01/28/1999] 
 11 3 FOXSTONE 
   FOXSTONE AND VIENNA 
   VIENNA AND DROP 
   VIENNA AND DROP AND FCI[Dates=01/01/1999-11/4-1999] 
   VIENNA AND DROP[Dates=01/06/1999-03/11/1999] 
  15 DEAD DROP AND VIRGINIA  
   FOXSTONE 
2000 1 13 DEAD DROP[Dates=01/01/2000-01/13/2000] 
   DEAD DROP[Dates=10/011999-12/31/1999 
  18 DROP SITE AND VIRGINIA 
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年 月 日 検 索 デ ー タ 
   SVR AND DEAD DROP NOT GRU 
 3 14 DEAD DROP AND SVR 
  31 DEAD DROP 
   DEAD DROP AND RUSSIA 
 5 22 TALISMAN DRIVE 
 9 28 DEAD DROP AND WASHINGTON 
 10 4 DROP SITE[Dates=08/10/2000-10/04/2000] 
 11 13 DEAD DROP[Dates=10/01/2000-11/13/2000] 
 12 21 DEAD DROP[Dates=10/01/2000-12/22/2000] 
   ESPIONAGE[Dates=11/01/2000-12/21/2000] 
2001 1 3 ROBERT HANSSEN 
  16 DEAD DROP[Dates=12/01/2000-012/15/2001] 
   ESPIONAGE[Dates=12/01/2000-11/15/2001] 
  19 DEAD DROP[Dates=12/01/2000-01/18/2001] 
  22 DEAD DROP[Dates=01/01/2000-01/12/2000] 
   DEAD DROP[Dates=12/01/2000-01/22/2001] 
   DEAD DROP[Dates=01/01/2000-01/22/2001] 
   FOXSTONE 
 

 
 

2.3.2.5 罰則（通報の無視） 
ハンセンのスパイ行為を見抜けなかった FBI の主たる原因は、2.3.2.4 項に示したハン

センのハッキング行為、パスワード・クラッキングなどを含め、表 2.3-6 に示す FBI 内部

からのハンセンに係る不審な行為、及び 2.3.2.7 項に示すハンセンのセキュリティ違反行

為を重大視することなく、調査もせず、罰則も適用することなく見過ごしてしまったこと

にあった。このようなハンセンのセキュリティ違反行為に係る情報が、FBI 本部の中央に

おいて累積され、それを分析すれば、結果としてハンセンに対する監視を強めることにつ

ながり、彼のスパイ行為を早期に検知できたと思われる。 
FBI には、ある種の思い込みがあったようであり、参考文献の「FBI セキュリティ・プ

ログラムのレビュー：A Review of FBI Security Program, U.S. Department of Justice, 
Commission for Review of FBI Security Programs, March 2002」では、次のように報告

している。 
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FBI のカウンターインテリジェンス・プログラムは、長期にわたり組織的な問題があっ

た。この問題が、ハンセンのスパイ行為を見抜けなかったことに大きく影響している。

も重要なことは、FBI 自身が FBI 内部にスパイが存在しているはずがないと信じ、FBI 内
における特定ターゲット存在の有無を明らかにする考えに至らなかったことである。かく

して、FBI は、FBI 内にスパイの存在を臭わせる情報があったにもかかわらず、中央情報

局(CIA)内にスパイが存在しているとして、その焦点を CIA に当ててしまったのである。 
(実際、この誤った判断から、CIA 諜報員の Brian Kelly は 1998 年 11 月に逮捕され、ハ

ンセンが逮捕されるまでの約 2 年もの間、誤認逮捕状態にされていた) 
 
 
罰則に係る問題点は表 2.3-6 のとおりである。 

 
表 2.3-6：罰則に係る問題点 

 
 項 目 内 容 

R1 1990 年：ハンセンの義

弟からの通報の無視 
ハンセンの義弟(妻 Bonnie の弟)である Mark Wauck は

1990 年、ハンセンをスパイ行為の疑いで捜査すべきと FBI
本部に進言した。 

Mark は、この情報を Bonnie の妹でもある Jeanne Beglis
から入手した。その内容は、Jeanne が Bonnie を訪れた際、

ハンセンの化粧ダンスの上に多額の現金が放置されているの

を発見したというのである(参考文献によっては、Bonnie 自

身が説明のつかない 50,000 ドルの現金をハンセンの鏡台の

引き出しの中に発見した、という説もある)。 
この現金発見の 5 年前の 1985 年、Bonnie は弟の Mark に、

ハンセンが当時ソ連の支配下の東ブロックに属していたポー

ランドで余生を送ることについて、語ったことがあった(なぜ

ポーランドかは、ハンセンの祖先がポーランド人であったこ

とも影響していたと思われる)。Mark は、この移住の件、及

び当時 FBI がモール(mole：潜入スパイ)狩りを行っていたこ

とから、若干のためらいもあったが、ハンセンに係る他の不

審な事項も含め、当時 FBI シカゴ支部に勤務していた彼の上

司に告げたのである。 
しかしながら、この上司は Mark の懸念事項を即座に却下

し、何らの処置も取らなかった。 
この処置に関し、ハンセン事件後の調査に当たった司法省
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 項 目 内 容 
の監察総監の報告書では、諜報員を傷つけるような情報の受

理及び調査に係る規定が当時の FBI になかったことが、 大

の欠陥であるとしている。当時の FBI には、このような情報

の報告及び収集に係る手順がないばかりか、このような情報

を FBI が集中保管する仕組みもなかったとされている。 
R2 1997 年：FBI 特別捜査

員 Earl Pitts 提供の情

報を無視 

FBIの特別捜査官であったEarl Pittsは1997年6月27日、

ソ連崩壊の前後を通じてモスクワに情報を提供したスパイ行

為の罪で 27 年間の刑に処せられた。彼は、合衆国の秘密区分

指定のインテリジェンス情報を 1987 年～1992 年間にわた

り、ソ連及びロシアに合計 224,000 ドルで売り渡したのであ

る。彼の逮捕は、HUMINT の利用によって達成された。す

なわち、Pitts のケース・オフィサーであった KGB の

Alexandr Karpov が合衆国に亡命した際、彼は FBI の情報聴

取時に、Pitts がソ連側の FBI 潜入スパイ(モール)であると語

ったのである。 
Pitts のスパイ行為の理由は、FBI に対する大いなる不満で

あり、FBI に「仕返し」をしてやりたかった、とするもので

あった。 
Pitts は、司法取引に当たって、FBI による情報聴取を提案

した。Pitts はこの情報聴取の中で「ロバート・フィリップ・

ハンセンにはセキュリティ上の懸念事項がある」と警告した。

しかしながら、この Pitts の警告に対し、FBI は何らの処

置も取らなかった。 
 

 
2.3.2.6 教育訓練 

情報セキュリティの世界において教育訓練は、 も費用対効果の高い管理策であること

は周知の事実である。事件データベース検索システム（ACS）のアクセス機能に関しての

教育を怠り、評価・承認プロセスも踏まず、その監査も怠ったことが、国家の安全保障に

係る重大な情報をソ連/ロシアに提供する結果になったのである。 
 
教育訓練に係る問題点は表 2.3-7 のとおりである。 
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表 2.3-7：教育訓練に係る問題点 

 
 項 目 内 容 

E1 ACS アクセス制限機

能の周知徹底教育の不

履行 

ACS は、事件ファイルへのアクセスを制限する機能をもた

せるべく設計されている。 
ACS は、 初にファイルをオープンにする際に、アクセス

制限を行うことができる。これらには、2 つの一般的なアク

セス制限の種類がある。 
事件ファイルのアクセスについては、当該事件に係る職員

リストに掲げられた者に制限することができる。これは「P」
制限と呼ばれている。また、アクセスは、その事件が発生し

た支部の職員に制限することができる。発生元の支部に制限

するこの制限は「O」と呼ばれている。 
ACS システムのデフォルトは、新たにオープンされた事件

については「O」に、又は事件の秘密区分番号に基づき制限

外とするようセットされている。例えば、捜査官人事管理室

(Office of Professional Responsibility)に係る事件は、自動的

に「O」としてオープンされる。したがって、アクセスは、

その事件発生元にだけに制限されることになる。資産の事件、

すなわちインテリジェンスに係る人的資源に係る場合は、自

動的に「P」事件としてオープンされ、その事件の担当者だ

けに制限されることになる。また、 近に至るまで、その事

件の秘密区分指定に基づき制限が外された事件についても、

特別捜査官はO又はPとしてオープンするよう要求できたの

である。したがって、事件担当捜査員の指示があった際、こ

の事件ファイルを ACS にオープンする支援要員は、その秘密

区分指定に応じたデフォルトをオーバーライドすることで、

その事件ファイルのアクセスを制限していた。 
（デフォルト又は指定により）事件が O 又は P に制限され

た場合、アクセス権を持たない FBI 職員が ACS を検索し当

該事件を知ろうとしても、情報を読むことはできない。例え

ば、何らかの秘密指定区分をもつ事件ファイルの場合、外国

のカウンターインテリジェンス資産に係るような事件では、

アクセス権を持たない職員はその事件が存在していることさ

え知りえないことになる。そして、アクセス権を持っていな

い職員が事件ファイルを検索又は見ようとした場合、ACS は
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事件を監督している担当諜報員に対して「空振り(silent hit)」
情報を発生し、警告することができる。このアクセス制限機

能が適切に利用されれば、O と P の制限は不正なアクセスに

対する効果的な防御層になるはずである。実際、P に指定さ

れた制限ファイルが(FBI 本部で)必要となった場合（その事

件の担当者だけにアクセスが制限されるので）、FBI 本部とし

てはやや面倒なことになるが、その事件に対するアクセス権

を持たない者は、いずれにせよ利用することはできないので

ある。 
残念ながら、事件ファイル制限機能の適切な利用について、

FBI は ACS ユーザーに対する周知徹底を怠ったのである。

FBI 本部は包括的な中央集権的訓練プログラムの計画・履行

を怠り、支部は断片的な ACS 訓練の実施に止まっていた。こ

の結果、ユーザーは捜査事件ファイルの適切なアクセス制限

を怠ることになった。 
 
 

2.3.2.7 インシデント管理(セキュリティ違反事例) 
以下に示すハンセンのセキュリティ違反事例は、次の 3 つの参考文献によるものである。 
 

1. ロバート・ハンセン：Robert Hanssen, 11 September 2009  
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hanssen,  

2. ロバート・フィリップ・ハンセンのスパイ行為の防止、検知及び捜査に係る

FBI 実行力のレビュー：A Review of the FBI’s Performance in Deterring, 
Detecting, and Investigating the Espionage Activities of Robert Philip 
Hanssen, U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General, 
August 2003, http://www.usdoj.gov/oig/special/0308/final.pdf 

3. FBI セキュリティ・プログラムのレビュー：A Review of FBI Security 
Program, U.S. Department of Justice, Commission for Review of FBI 
Security Programs, March 2002, 
http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/websterreport.html 

 
上記の文書において、ハンセンに係るセキュリティ違反が 1981 年から 1997 年の約 10

年間に、少なくとも 6 件あったことが明らかにされている。しかしながら、ハンセンが犯

したこれらのセキュリティ違反に対するFBI本部の対応は、停職処分 5日間の 1件を除き、
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「お咎めなし」とした軽い措置に止まった。これは、今日の情報セキュリティの一般的常

識から考えると、極めて疑問を与えるものである。 
6 件のセキュリティ違反の内容は表 2.3-8 に示すとおりであるが、単にセキュリティ違

反事項だけでなく、その前置きとして当時のハンセンの職責や職場の雰囲気などを付記し

た。これにより、どのような条件下でハンセンがセキュリティ違反行為を行ったかが理解

できると思われる。 
 
インシデント管理に係る問題点は表 2.3-8 のとおりである。 
 

表 2.3-8：インシデント管理に係る問題点 

 
項 目 内 容 

B1 1981 年～1985 年にお

けるセンシティブ情報

の不正開示 

ハンセンは 1980 年代初期に、FBI 本部の予算部門及びソ

連分析部門に就いた。予算部門でハンセンは、議会への予算

要求資料作成という業務内容の性格上、多くの重大な秘密プ

ロジェクトを知り得る立場におかれていたのである。ハンセ

ンは、FBI のインテリジェンス部門から提出されたすべての

センシティブ情報を見ることができた。また、中央情報局

(CIA)や国家安全保障局(NSA)との共同プロジェクトに係る

予算要求上からは、両局の関係者との連携作業の実施も必要

不可欠な立場に置かれることもあって、結果として合衆国の

インテリジェンス・プロジェクトに係る多くの内容を知るこ

とができた。そして、分析部門に配置されたときハンセンは、

FBI がソ連に対し もセンシティブな人的資産及び技術的活

動として考慮している情報にアクセスすることもできたので

ある。 
しかしながらハンセンは、これらの業務を通じて知り得た

センシティブな情報を、他の部門の FBI 職員や他の機関から

の職員などの「知る必要性」のない者に対して、不正開示し

ていたのである。 
B2 1987 年のセンシティ

ブ情報の不正開示 
ハンセンは 1987 年、FBI 本部のソ連分析部門の管理者と

して転任した。彼にとって、この配置は「極めて魅力的な」

ものであった。なぜなら、そこで彼は多くのセンシティブ情

報にアクセスすることができたからであった。 
この部門における彼の業績評価は好ましいものであった。

しかしながら、彼の監督者は、彼をこれまで一緒に働いた職
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員とは異なる「変人」として気にとめ、「頑固な、気むずかし

い、宗教に熱心な一種のつまらない人物」と見ていた。また、

この配置間における彼の成果はほとんど目ぼしいものがな

く、ハンセンの部下は彼を冷淡で横柄な奴と見ていた。 
ハンセンがこの部門に転任して間もなく、彼は重大なセキ

ュリティ違反を犯してしまった。「ソ連の亡命者からの話を聞

く際に、センシティブ情報を亡命者に不正開示した」のであ

る。ハンセンの同僚は、「ハンセンは、このようなセンシティ

ブ情報にアクセスし得ないはず」と確認の上、彼のアクセス

を非公式に制限することを企てたとされている。 
このセキュリティ違反は、FBI の管理者に報告されたが、

それは文書化されたものでなく、ハンセンに対する公式の何

らの措置も下されることはなかった。 
たまたま確認されたこの不正開示を除けば、ハンセンのセ

ンシティブ情報へのアクセスは、依然としてほとんどチェッ

クされないままであった。 
B3 1993 年のセンシティ

ブ FBI 捜査情報の不

正開示及び女性職員に

対する暴言 

ハンセンは 1993 年、FBI 本部に新設された「国家安全保

障脅威リスト(National Security Threat List: NSTL)」勤務

となった。NSTL は、経済スパイ、企業機密及び重要技術の

窃盗、並びに核拡散に関する業務を行っていた。NSTL での

職務は、高度の管理スキルと FBI 支部との密接な連携による

業務遂行能力が求められていた。この分野におけるハンセン

の欠陥は、直ちに明らかなものとなった。ハンセンの部下は、

彼が NSTL の業務に関心を持っていないと気付くとともに、

彼がガイダンスや指示を下すのを怠っていることに苛立ちを

感じていた。ハンセンは、NSTL の日常業務をほとんどせず、

オフィスに座って外国語の録音テープを何時間も聞いている

のが常であった。また、ハンセンは、FBI 支部との業務遂行

上不可欠な関係を疎遠にすることについては、ほとんど意に

介さなかった。FBI 支部は、支部からの捜査に係る提案につ

いて、ハンセンが高いパーセンテージで却下したことに不満

を言っていた。 
ハンセンは NSTL 勤務中の 1993 年、FBI 管理者が下した

決定に違反し、極めてセンシティブな FBI 捜査状況に係る情

報を英国のインテリジェンス機関に不正開示したのである。
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この頃ハンセンは、FBI 業務を支援する女性職員との荒々

しい口論が理由で、FBI の捜査官人事管理室 (Office of 
Professional Responsibility)による調査を受けていたのであ

る。ハンセンは過去に、彼女の机に身を乗り出すなどして彼

女を怖がらせたことがあった。また、彼女が業務支援に係る

会議でハンセンのオフィスを訪れたときのことであるが、彼

女が会議解散前にオフィスを退出したことに怒りを覚えたハ

ンセンは、彼女を追いかけ、彼女の腕をつかみ、彼女に絶叫

を浴びせながら、彼のオフィスに荒々しく引き戻したことが

あった。ハンセンのこの荒々しい仕打ちに、彼女の手首は捻

挫したとされている。 
この事件に係る捜査官人事管理室の調査の結果、彼女に対

しては、彼女が制服でなく私服を着用していたことについて

の処罰は退けられたものの、ハンセンのオフィスを挨拶する

ことなく会議解散前に退出したことについては戒告処分とな

った。また、ハンセンも戒告処分となり、5 日間の停職処分

を受けた。とはいえ、これだけで、さらなる措置は何もなか

ったのである。 
 
しかしながら、この戒告処分と英国インテリジェンス機関

に対する不正開示、及び NSTL 勤務中におけるハンセンの業

務遂行能力上の欠陥は、その後の FBI における彼の将来の出

世の機会を運命付けることになったのである。 
B4 1993 年のコンピュー

タ・システムへのハッ

キング 

ハンセンはこの NSTL に勤務中、FBI のコンピュータ・シ

ステムにハックし、高度にセンシティブなソ連カウンターイ

ンテリジェンス文書にアクセスした。当該文書は、国家安全

保障部(National Security Division: NSD)に在籍するハンセ

ンの同僚及び管理者（ソ連インテリジェンス部長）のハード

ドライブに記憶されていたのである。 
ハンセンはハッキングしたことが次第に心配となり、FBI

管理者に報告することにした。しかし、その報告理由は、「FBI
のコンピュータ・システムの欠陥を明らかにするため、ハッ

キングをした」とするものであった。このハンセンの策略は

見事に成功し、彼のセキュリティ違反行為に対して誰も疑問
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を抱かなかったのである。 

(ハンセンの同僚 Ray Mislock のコンピュータへのハッキ

ングについては、「2.3.2.4 コンピュータ知識の悪用－1993
年：ハッキング」を参照) 

B5 1995 年～1999 年の秘

密区分指定情報の不正

アクセス 

FBI の管理者は 1994 年末から、ハンセンを国務省・外国

使節団室(Office of Foreign Mission: OFM)のFBI連絡官の候

補として検討した。OFM は、選定された外国使節団に対し

て合衆国における活動を規制することにより、合衆国の対外

政策及び国家の安全保障利益を保護する役割を担っている。

FBI の管理者は、「主流から離れた」ハンセンにとって、この

FBI 連絡官室勤務は格好の任務であると判断したのである。

そしてハンセンは 1995 年 2 月、国務省 OFM 連絡官として

派遣された。ハンセンは、逮捕に至る 2001 年の直前までの 6
年間を OFM で過ごすこととなったのである。 

OFM の業務に費やす時間は、一日数時間以下であったと

されている。かつ、国務省の関係部署は無論のこと、FBI 管

理者からの監督も全く受けることなく、ハンセンは毎日を過

ごすことができたのである。彼の業務をチェックする者は誰

もいず、彼が働いているかどうかも確かめることもなかった

とされている。ハンセンは、毎日何時間もオフィス外で過ご

したり、オフィス内ではインターネット・サーフィングに耽

り、彼の私有ラップトップ・コンピュータで映画を見て過ご

していたりしていたのである。 
OFM には、FBI がハンセンの業務用に設置したデスクト

ップ・コンピュータがあった。このコンピュータは、FBI の

事件データベース検索システム(ACS)に接続されていた。ハ

ンセンは、このコンピュータを利用して、「知る必要性」がな

いにもかかわらず、FBI 内部の多くの秘密区分指定情報にア

クセスすることができた。さらにハンセンは、この ACS を利

用して、彼が捜査対象になっていないかどうかを確認するこ

と、及び FBI の もセンシティブなスパイ捜査に係る情報を

探し出すことができたのである。ACS はログ監査機能を備え

ていたが、ハンセンの不適切な検索が検出されることはなか

った。その理由は、誰かが悪事を働いたという申し出がない

限り、FBI ではログ監査を行うことがなかったのである。 
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多くのセンシティブ情報にアクセスできるという恵まれた

環境の中でハンセンは、セキュリティ違反を次々と犯した。

彼は、国家安全保障局や国務省職員、身近な友人、報道機関

のメンバーなどに対して、秘密区分指定情報を不正開示し続

けたのである。 
B6 1997 年のパスワー

ド・クラッキング 
ハンセンは国務省 OFM 在任中の毎週、FBI 本部を訪れ、

国家安全保障部 (NSD)のインテリジェンス情報サービス

(Intelligence Information Service: IIS)課の課長と話し合う

ことがしばしばであった。IIS は当時、FBI の新たなネット

ワークである Intelink-FBI を構築中であった。ハンセンは、

課長と Intelink-FBI ネットワークのコンピュータ・セキュリ

ティ技術について話し合ったとされている。 
ハンセンの国務省 OFM 勤務間における 悪なセキュリテ

ィ違反は 1997 年、パスワード・クラッキング・プログラム

を利用したハッキングの企てであった。 
IIS のセキュリティ技術者が不具合報告を受けて、ハンセ

ンの FBI デスクトップ・コンピュータの調査に派遣された。

IIS の課長は、FBI のコンピュータ・システムが何者かにハ

ックされ、危殆化されたことを受け、このセキュリティ技術

者に調査を命じたのである。このハッキングが企てられたと

き、FBI のコンピュータにはセキュリティ・アラートが通報

された。そして IIS は、ハンセンがインストールしたパスワ

ード・クラッキング・プログラムにより、ハッキングが企て

られたことを確認した。IIS の課長は、FBI のコンピュータ

分析・対応チーム(Computer Analysis and Response Team)
の確認を受けた後、報告書をまとめ、FBI の捜査官人事管理

室(Office of Professional Responsibility)に報告するととも

に、NSD によって運用されている FBI の高度セキュリティ・

ネットワークに対するハンセンの侵入の企てについて、さら

なる調査を行うことを求めた。 
ハンセンは、このパスワード・クラッキング・プログラム

のインストールに関して次のように主張した。「私は、私のデ

スクトップ・コンピュータにカラー・プリンターを接続しよ

うとしたのです。カラー・プリンターのドライブをインスト

ールするには、コンピュータ管理責任者のパスワードが必要
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でした。管理責任者の手を煩わせるのを省くため、パスワー

ド・クラッカーで管理責任者のパスワードを入手しようとし

ただけなのです」 
FBI は、このハンセンの作り話を信じ、二度としないよう

にとハンセンに注意しただけで済ませてしまった。しかしな

がら IIS は、ハンセンの作り話が彼らの調査結果として得ら

れた証拠と著しく矛盾するものであるとして、報告書を引き

下げようとはしなかった。だが、その報告書の内容を見た

NSD のセキュリティ・カウンターメジャー課は、嘲笑し、そ

して無視してしまったのである。 
B7 コンプライアンスと懲

罰プロセセスの不適切 
「文書セキュリティの改善は、ポリシー順守を確実にする

手段がない限り、短期間に終わってしまう。FBI には、セキ

ュリティ順守及び懲罰プログラムの調整及び追跡のための中

央集権的な権限が必要である」と FBI セキュリティ・レビュ

ー・チームは報告している。この権限は当時、検査部

(Inspection Division: ID)、捜査官人事管理室 (Office of 
Professional Responsibility: OPR)及びセキュリティ対策部

(Security Countermeasures Section: SCMS) の 3 つの FBI
部署、並びに司法省の一部門であるセキュリティ及び緊急計

画スタッフ(Security and Emergency Planning Staff: SEPS)
に存在していた。検査部は、本部組織及び支部の詳細な検査

を行い、セキュリティを含め、FBI プログラムの順守を確実

なものとする責任をもっている。OPR は、FBI 捜査員の違法

行為申立てに伴う捜査を行い、懲罰を課す責任をもっている。

SCMS は、秘密区分指定資料の紛失時又は管理上の問題点あ

った場合、その損害調査を行うとともに、センシティブ・コ

ンパートメンテッド情報施設の運用承認、保全区域の承認、

及び本部と支部のセキュリティ担当者間の調整の責任をもっ

ている。また、司法省の SEPS は、いくつかの FBI セキュリ

ティ・プログラムに対する定期的な順守レビューを行ってい

る。 
 
近 5 年間における OPR 記録は 84 件のセキュリティ関連

懲罰事項を示しており、そのうちの 31 件は秘密区分指定資料

セキュリティ違反に関連するものである。ほぼ同じ時期にお



 2-35

項 目 内 容 
いて、SCMS は約 360 件の損害アセスメントを実施するとも

に、秘密区分指定情報のセキュリティについて 149 件の違反

事実があったことを結論付けている。過去 3 年間において実

施した 9 つの支部に係る検査の報告には、秘密区分指定情報

セキュリティ違反に係る 84 件の好ましくない指摘事項が含

まれている。1993 年～2001 年の間の SEPS 順守報告は、約

300 件のセキュリティ違反と約 160 件のセキュリティ推奨事

項を報告している。 
しかしながら、FBI には、中央においてセキュリティ違反

を収集及び分析するリポジトリがないため、上記に述べた違

反事項が重複しているのか否か、並びに OPR、検査部及び

SCMS が、それらの違反事項を潜在的に各々の管轄下にある

とみなしているのか否かを確証付けるのは困難である。 
セキュリティ違反を中央に収集する機能が欠落しているこ

とは、重大な問題である。OPR、検査部及び SCMS 間におけ

る調整が欠落していることは、セキュリティ違反のパターン

に関係している人物及び運用組織の識別又はプロファイル能

力が FBI にほとんどないことを示している。逆に、このこと

が、セキュリティ違反の常習者が検知されないまま存在し続

ける可能性を高めるとともに、本来は数々の違反を総合的に

把握した上でしかるべき懲罰を課さねばならないのに、個別

的なセキュリティ違反に対する懲罰で済ませてしまうことに

なっている。 
 
 

2.3.2.8 監視 
監視に係る問題点は、「2.3.2.2 物理的セキュリティ－SD1 セキュリティ欠陥の発見」

及び「2.3.2.4 コンピュータ知識の悪用－C9 逮捕後のハンセンの言葉」のとおりである。 
 

2.3.2.9 評価・承認プロセス 
情報システムに対する評価・承認プロセスは、運用の開始前及びその後は定期的又はシ

ステムの運用とセキュリティ環境に大きな変更があった場合に行われることとなっている。

このプロセス慣行は、米国における情報セキュリティ慣行の中でも特に優れた存在であり、

情報セキュリティ維持の中核といえる位置付けにある。国防総省やインテリジェンス・コ

ミュニティなどの国家の安全保障に係るシステムは無論のこと、一般省庁や機関のシステ
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ムに対してもこのプロセス履行が求められている。このプロセスを履行することでセキュ

リティ上の欠陥が是正され、組織はセキュアなシステムの維持が確保できるのである。し

かしながら、FBI には数多くの秘密区分指定情報を取り扱う情報システムが存在するにも

かかわらず、このプロセスを適用したシステムはほんのわずかに止まっている。 
 
情報システムのセキュリティ評価・承認に係る問題点は表 2.3-9 のとおりである。 
 

表 2.3-9：評価・承認に係る問題点 

 
項 目 内 容 

CA1 評価・承認プロセス

がすべての情報シス

テムに適用されてい

ない 

2000 年 9 月時点において、FBI は 8 つのコンピュータ・

システムの評価・承認を行っている。FBI と司法省のセキュ

リティ部門は、FBI がこれら 8 つのシステムの他にも運用に

供しているシステムがあることに気付いていなかったとされ

ている。両部門が気付くことになったのは、情報資源部の代

表が 2000 年 9 月、上院のインテリジェンス特別委員会で行

った証言によるものである。この証言では、FBI は少なくと

も 50 のコンピュータ・システムを運用していると明らかにし

た。そして、そのうちの約 30 のシステムは秘密の情報を処理

しているという。FBI は、その後、これらに加え、多くのシ

ステムがあることを明らかにしており、かつ、それらの大部

分は秘密の情報に係るものとしている。 
 
 

2.3.2.10 金銭開示 
これまでの米国におけるスパイ事例では、スパイのほとんどはスパイ行為による報酬を

貯蓄などに回すことなく車や住宅の購入などに消費することから、それらが正当な収入と

つり合っているか否かを判別するのは極めて容易であるとされている。したがって、国家

の機密事項を取り扱うなどの重要な役割に就く人物を対象にした金銭開示要求は、その人

物によるスパイ行為の検知又は抑止の役割を果たすこととなる。 
しかしながら、ハンセンに対する金銭開示要求はされてなく、子供 6 人の私学への学費

や住宅のリフォーム、さらにはストリッパー嬢への宝石やベンツのプレゼントなど、FBI
からのサラリーとつり合わない生活態度が問題視されることはなかったのである。 

 
金銭開示に係る問題点は表 2.3-10 のとおりである。 
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表 2.3-10：金銭開示に係る問題点 

 
項 目 内 容 

FD1 金銭開示プログラム 金銭取得は、スパイ行為の動機付けとなる主要な要素であ

る。したがって、インテリジェンス・コミュニティ内のほと

んどの機関は、説明のつかない金銭取得、過度の負債及び金

銭上のぜい弱性について検知するシステムを設けている。 
大統領及び議会はエイムズ事件30の後、クリアランス(秘密

保護適格証明書)を保有する人物に対する金銭監視の強化に

乗り出した。例えば、大統領令 12968 は、金銭開示、銀行シ

ークレット法データベースの拡大利用などついて規定してい

る。この大統領令は、金銭開示を行わねばならない人物の決

定に際してのガイドラインを定めるとともに、秘密の情報に

アクセスする職員のすべてが金銭記録の開示について文書で

同意することを求めている。 
しかしながら、FBI は大統領令 12968 を順守していなかっ

た。FBI は、上級幹部職員(Senior Executive Service: SES)
メンバーを除き、一般の捜査員に対する金銭開示行動規範

(Financial Disclosure Form: FDF)の順守を求めていなかっ

た。一般の捜査員から提供された金銭情報は、標準形式の一

連の質問事項に対する回答となっているが、それは裁定上の

価値をほとんど持たない形式的なものであった。 
FDF は、説明のつかない豊かさ又は過度の負債をもつ職員

を明らかにする手段となっている。「ほとんどのスパイは、彼

らが取得した不法な金銭を貯えることはなく、不動産や自動

車など、隠すことができない資産を購入する」と、これまで

のスパイ事例の研究成果は証明している。FDF は、スパイ行

為者を明らかにする目的で金銭開示要求を行うものであり、

FDF を提出した人物にその目的を自覚させることにより、潜

在的可能性のあるスパイ行為の抑止効果をねらいとしている

のである。また、FDF は、スパイ行為又は虚偽申し立てに対

する犯罪訴追の際に、書類上の貴重な証拠にもなり得る。

FDF は、職員が多額の金銭上の窮地に追い込まれてスパイ行

為に走るぜい弱性を有する可能性があるか否かについて、明

                                                  
30 エイムズ事件：ハンセン事件の前に起こった CIA 諜報員によるスパイ事件である。 
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らかにすることができる。一度明らかとなれば、それらの人

物に対して金銭上のカウンセリングを受けさせることができ

る。また、FDF は、どの職員に対してポリグラフを実施すべ

きかの決定に資することができるとともに、ポリグラフ調査

において、ポリグラフ検査実施者が焦点とすべき事項は何か

及び特別捜査官の経歴再調査実施における重要事項は何かを

明らかにする他、 終的には経歴再調査の結果に基づく裁定

者のクリアランス決定にも資することができる。 
 
 

2.3.2.11 コンプライアンス 
コンプライアンスに係る問題点は、「2.3.2.7 インシデント管理－B7 コンプライアンス

と懲罰プロセスの不適切」のとおりである。 
 

2.3.2.12 経歴調査 
FBI 捜査官に対する経歴調査は、FBI 入局時及びその後は 5 年ごと定期的に実施される

ことになっている。この経歴調査の結果を基にして、クリアランス(秘密保護適格証明書)
の付与/再交付の裁定が行われる。クリアランスの付与は FBI 業務のセキュアな遂行に必

須のものであり、経歴調査とその結果に基づく裁定の如何がスパイ行為の抑止及び検知に

大きな影響を与えることとなる。 
しかしながら、FBI の経歴調査には大きな欠陥が存在していた。このことが、ハンセン

の長期間にわたるスパイ行為を可能にしたとしても過言ではない。 
 
経歴調査に係る問題点は表 2.3-11 のとおりである。 
 

表 2.3-11：経歴調査に係る問題点 

 
項 目 内 容 

BI1 逮捕後のハンセンの

言葉 
私は、｢私に関するセキュリティ再調査｣は申し分のない適

切なものであったと思います。と言っても、私のスパイ行為

を止めさせるには、適切だったとは言えませんが。 
BI2 FBI の経歴調査の概

要 
FBI は、職員及び契約職員の過去及び現在の品行が将来に

おいて信頼できないことを示唆するか否かを決定する「裁定」

を行うため、複雑な経歴調査プロセスを利用している。FBI
は、連邦政府規則に従ってこのプロセスを採用し、職員及び

契約職員がセキュリティ・クリアランス及び FBI 施設へのア
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項 目 内 容 
クセス権を持つべきか否かを決定している。これら規則順守

の怠慢及び調査と裁定プロセスの欠陥は、軽率なクリアラン

スとアクセスの許可、そして破壊的なセキュリティ上の弱点

へとつながることになる。 
すべての職員に対しては、 初にトップシークレットのク

リアランスが許可され、以降は 5 年ごとに再調査及びクリア

ランス決定が行われる。また、施設へのアクセスが急を要す

る者に対しては、暫定的なクリアランスが付与されている。

これには、タスクフォース・メンバーや契約職員などの非 FBI
職員が含まれる。 

FBI は、FBI への応募者に対して二重の裁定を実施してい

る。 初は、応募者の適格性について決定するものであり、

応募者の専門家としてのスキルは無論のこと、彼らの性格及

び誠実性についても評価が行われる。そして、次のセキュリ

ティ上の質問事項に関しては、これとは別に決定が行われる。

これら適格性とセキュリティの問題については、それぞれが

異なる組織で審査され、前者は管理サービス部で、後者は国

家安全保障部で実施される。 
BI3 応募者に対する経歴

調査 
管理サービス部の FBI 応募者採用課（BAEU）は、応募者

プログラムを履行することで、適切な決定を下す。特別捜査

員と支援職員の応募者は、FBI 支部に応募申請書を提出した

後、経歴調査が開始される前にスキル・テスト、ドラッグ・

テスト及びポリグラフ調査を完了しなければならない。 
当該支部は、人的セキュリティ・インタビューを実施する

とともに、応募者の事実記載事項について｢注意深く調査｣す

る。そしてこの結果に基づき、支部は調査範囲の拡大が必要

か否かを決定することになる。この注意深い調査結果は FBI
本部の経歴調査委託サービス (Background Investigation 
Contract Service)に送付される。同サービスは特別調査員に

仕事を配分し、同調査員が以下に述べる調査を実施する。 
BAEU の分析官は、実地調査、氏名追跡及び記録チェック

の完了後、応募者が採用に適しているか否かを決定する。応

募者の適格性が確認された場合、その事実記載事項が国家安

全保障部の人的セキュリティ課(PSU)に送付され、クリアラ

ンスの裁定が下される。 
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項 目 内 容 
BI4 在籍者に対する経歴

調査 
人的セキュリティ課(PSU)は、FBI 職員に対する再調査プ

ログラムの実施責任を有する。 
しかしながら、この再調査プロセスはファイルのレビュー、

ローカル記録チェック及びクレジット報告レビューから構成

されていたが、1994 年に実施した監査の結果、この再調査プ

ロセスがインテリジェンス・コミュニティ標準を順守してい

ないことが明らかにされている。 
現在の再調査プロセスには、直近の調査時点に遡り、完全

な支部経歴調査が含まれている。ハンセンの逮捕後、ポリグ

ラフ・テストの実施が再調査の一項目となっている。ハンセ

ンが逮捕される以前は、PSU が全職員に対する再調査及びク

リアランス裁定を取り扱っていた。ハンセンの逮捕以来、問

題のある疑わしい再調査、とりわけセンシティブな職務に就

いている者又はセンシティブなコンパートメンテッド情報

(SCI)のアクセス権を持っている者に係る調査は、ハンセンの

逮 捕 に 呼 応 し て 設 立 さ れ た 分 析 統 合 課 (Analytical 
Integration Unit: AIU)に回され、セキュリティに関する十分

な分析が行われることとなった。 
BI5 経歴調査サービス

(BICS) 
BICS は 1991 年に設立され、経歴調査及び再調査を実施し

ている。BICS は FBI の一組織であり、1,700 人の特別調査

員(Special Investigators: SIs)を雇用及び管理している。SI
のほとんどは、全国からの退職 FBI 捜査官である。 

BICS が「顧客」から仕事を受け取ると、BICS は調査に係

る指図書(leads)を注意深く調べ、それに基づく調査着手命令

書及び調査期間を定めて SI に示す31。この場合の顧客とは、

FBI 応募者採用課、5 年ごとの再調査担当の人的セキュリテ

ィ課、及び非 FBI 職員担当の企業セキュリティ課である。 
ほとんどの SI は FBI の元犯罪捜査官であったことから、

その多くは経歴調査に係る経験は限られたものであった。彼

らは単なる BICS の契約調査員であって、正式の訓練を受け

ているわけでもなく、単に調査手順に係る 4 時間の導入教育

を受けただけであった。 

                                                  
31 調査依頼元である支部も、警察や裁判所の取調べなど支部地域における記録を注意深く調べる。BICS
の人的セキュリティ専門家はこの調査結果を注意深く調べ、内容が不完全であれば支部に連絡して再調査

を求める。 
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項 目 内 容 
SI が調査を実施する場合に利用しなければならないのは、

FBI 指定の調査報告様式と「CARLABFAD」として知られて

いる手順である。この CARLABFAD 手順は調査アプローチ

を示すものであり、J. Edgar Hoover が FBI 長官として在職

中に導入された。CARLABFAD は 9 つの分野について記述

されており、それらは調査対象者の性格(Character)、仲間

(Associates)、責任事項(Responsibility)、誠実性(Loyalty)、
能力(Ability)、偏向と偏見(Bias and Prejudice)、金銭的責任

事項(Financial Responsibility)、飲酒(Alcohol use)及び薬害

(Drug use)について示している。 
BI6 ハンセンの経歴調査

は不十分 
1996 年に実施したハンセンの再調査では、BICS の調査及

び FBI の裁定プロセスにおいて多くの欠陥があったことを

際立たせている。 
ある FBI 本部の監督者がある SI に対して、ハンセンが外

国の情報機関に係る問題で長官補の「ご機嫌を損ねて」いる

と語った。しかしながら、当該 SI は、このコメントに対して

何ら追究することもなく、それがカウンターインテリジェン

ス問題に係る問題か否かも調査しなかった。また、ハンセン

の同僚は、ハンセンが「一匹オオカミ」として「物事に対す

る自身の考え」を持ち、かつ、管理者の「命令に従う」こと

は常になかったと評していた。だが、このコメントについて

も、当該 SI は綿密に調べることを怠った。他のコメントとし

ては、監督者がハンセンを「極度の評判の良し悪しが入り混

じった人物」かつ「異常な性格の持ち主」であるというのが

あった。しかしながら、このコメントについても、SI は追及

しなかった。 
再調査に係る参考事項として、ハンセンがソ連からの亡命

者の友人であることを言及していたが、外国旅行や外国人と

の接触については調査対象とされなかった。国家安全保障部

(NSD)のセキュリティ幹部は、ハンセンの人的セキュリテ

ィ・インタビューを実施したが、カウンターインテリジェン

ス問題領域について深く追求することはしなかった。人的セ

キュリティ・インタビューでは、外国人との接触又は金銭的

事項について言及することはなかったのである。 
ハンセンの経歴再調査において、彼の金銭について詳細を
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項 目 内 容 
調べることを怠った。金銭分野については、ハンセン自身が

FBI セキュリティ・レビュー・チームに困窮していたと明ら

かにした事項である。金銭的困窮に関連する参考事項には、

ハンセンの子供達が奨学金をもらって大学に通学しているこ

と、ハンセンの妻がハンセンを支援した富裕な一家の出であ

ること、及び自宅リフォームのローン返済に係わる金銭問題

を抱えていることがあった。BICS は金銭分野に係る事項に

ついて調査をしなかった。そして PSU は、ハンセンの金銭

状態の真実を調査することに関して、何の働きかけもしなか

った。 
BI7 ハンセン採用時の経

歴調査 
FBI における 初の経歴調査及び聞き取り調査結果から

は、ハンセンがスパイ行為をするなどとの指標を微塵も感じ

させなかった。 
ハンセンは、FBI にとっては重大な人的不安定要素をもち、

自負心がなく、かつ、スパイ行為に魅了された人物であった

が、これらの特徴は FBI の採用プロセスの間において浮き出

ることはなかったのである。 
 
 

2.3.2.13 監査 
情報セキュリティにおける監査の位置付けは極めて重要である。監査を適時・適切に実

施することにより、組織が想定するリスクに十分対応し得るか否かが決定される。しかし

ながら、FBI の情報セキュリティに係る監査は、FBI プログラムの進捗状況や管理状況の

監査の一環として実施されており、その実態は、情報セキュリティを維持する観点からは

極めて貧弱なものであった。結果として、情報セキュリティに係る監査は通り一遍のもの

であり、特に問題点も検知されないまま終了するのが常であった。 
 
監査に係る問題点については表 2.3-12 のとおりである。 
 

表 2.3-12：監査に係る問題点 

 
項 目 内 容 

A1 監査の実施状況 本部及び支部のセキュリティ・プログラム及びシステムを

監査する責任は、監査部の監査室にある。司法省もまた、FBI
支部のセキュリティ順守レビューを定期的に実施している。
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項 目 内 容 
FBI 本部のセキュリティ室に対しては、監査部からセキュリ

ティに係ることについての監査結果が提供されるが、同室が

監査そのものに参加することはない。 
実地監査チームは、本部及び支部からの対象事項の専門家

から構成され、必要に応じ強化される。監査チームがセキュ

リティ又はカウンターインテリジェンス経験を持つ監査官を

確保できない場合、監査のセキュリティ分野については通り

一遍となるのが一般的であり、監査チェックリスト上の項目

をチェックするだけの簡単な形式で済ませている。被監査部

門のセキュリティ担当者は「監査を実施するほとんどの監査

官にはセキュリティの経歴がなく、かつ、何を監査すべきか

の「手がかり」すら持っていない」と話している。 
また、監査の実施に当たって、セキュリティ・プログラム

に対する優先度は極めて低いものとなっている。監査は各支

部が策定した年次支部報告に設定された目標への順守を評価

するものであるが、セキュリティについてはその報告の構成

要素とはなっていない。結果として、セキュリティ監査は通

常、１日かそれ以下で終了し、たいていはレビュー日程の

終週又は 終日に実施されている。 
 
 

2.3.2.14 セキュリティ文化 
組織のセキュリティ文化は、組織のセキュリティに対する重要性の認識と、その認識に

基づくセキュリティ重視の行動によって代表される。残念ながら、FBI のセキュリティ文

化は無いに等しいどころか、むしろセキュリティをないがしろするような負のセキュリテ

ィ文化であった。捜査業務がすべてに優先し、セキュリティは業務の円滑な遂行の妨げに

なるとした認識が、管理者は無論のこと捜査員にも定着していたのである。 
 
セキュリティ文化に係る問題点は表 2.3-13 のとおりである。 
 

表 2.3-13：セキュリティ文化に係る問題点 

 
 項 目 内 容 

CL1 セキュリティとキャ

リアパス 
セキュリティは、FBI 内において一般的に業務の円滑な遂

行の妨げとして見られていた。したがって、そのような環境



 2-44

 項 目 内 容 
の中で、セキュリティ管理の責任者や担当者になることは、

出世の妨げとして認識されていたのである。 
FBI は、他のインテリジェンス・コミュニティの機関とは

異なり、セキュリティ業務を兼務として捜査員に押し付けて

いた。兼務発令をされた捜査員は、出世が約束されている犯

罪捜査業務に戻るため、このセキュリティ業務から解かれる

ことを切望していた。 
犯罪捜査が出世の確実なパスとなることに比べ、セキュリ

ティは出世コースから外されることを意味していたのであ

る。 
CL2 セキュリティ無視の

文化 
FBI の組織文化は、犯罪捜査部門の業務遂行を 優先事項

としており、かつ、そのための士気を 重要視していた。そ

して、犯罪捜査部門の業務に加わることが昇進の確実なパス

となっていた。つまり、業務遂行を優先する際にセキュリテ

ィが何らかの障害となれば、それを無視するような組織文化

が管理者から一捜査員に至るまで浸透していたのである。し

たがって、業務遂行上の緊急性は、セキュリティの必要性を

無視して実施されていたのである。 
このようなセキュリティ無視文化の発生要因は、捜査に当

たっての FBI 内の協力を円滑にするとともに、捜査の効率

性に不可欠な情報の自由な流れを目的としたことに根付い

たものであった。 
CL3 優れた慣行を無視す

るセキュリティ文化 
インテリジェンス・コミュニティ内での 新の優れたセキ

ュリティ慣行についても、それは FBI に馴染まないとする

理由から、簡単に不採用とされた。 
CL4 運用上の効率性を強

調するセキュリティ

文化 

FBI の職員は、文書セキュリティを犠牲にしても、運用上

の効率性を強調するという文化の中で秘密区分指定資料を

取り扱っていた。その結果として、秘密区分指定の文書は

FBI 中の机上に散見され、秘密区分指定ファイルはコンピュ

ータ・ネットワークで誰でもアクセスすることができる状態

になっており、極めて不適切なセキュリティ状態となってい

た。 
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2.3.2.15 管理者の意識 
組織の情報セキュリティを確実に維持するには、管理者のセキュリティ意識ほど重要な

ものはない。管理者の情報セキュリティに対する意識が低ければ、その組織のセキュリテ

ィ・レベルも低くなる。なぜなら、情報セキュリティに係わる人・物・金に係る確約が保

障されないからである。結果として、組織の情報セキュリティ・プログラムは極めて貧弱

なものとなり、「情報セキュリティについてもある程度考慮しています」程度のレベルにし

か過ぎなくなる。セキュリティに係わる問題が何も発生しなければ、管理者のセキュリテ

ィ意識はますます低くなる。しかしながら、いったんセキュリティ問題が発生すると、組

織は壊滅的な打撃を被ることになる。ハンセン事件発生の 大原因が、この管理者のセキ

ュリティ意識の欠落にあったとしても過言ではない。 
 
管理者の意識に係る問題点は表 2.3-14 のとおりである。 
 

表 2.3-14：管理者の意識に係る問題点 
 
 項 目 内 容 

M1 上級管理者の資源配

分が不適切(セキュリ

ティの優先順位：低

位) 

FBI のコンピュータ・システムに係わる様々なセキュリテ

ィ問題のすべては、組織内に広く浸透したセキュリティへの配

慮の欠如から流れ出たもので、その根本的原因は、組織におけ

るセキュリティの優先順位を 下位に置いたことである。 
FBI では、セキュリティが活動の障害として見られている

のが一般的であり、かつ、セキュリティの役割と責任事項は、

出世の妨げどころか、逆効果を招くものとして見られているの

である。 
上層部が情報セキュリティ・プログラムを支援することはほ

とんどなかった。そして、このことが情報セキュリティに係る

資源不足へとつながった。 
情報化の欲求に伴い、日増しに増加する運用要求に応えるた

め、過去何年間にもわたり FBI のコンピュータ・システムの

変更が行われてきたが、そのプログラムの優先順位と資源配分

はセキュリティよりも運用上の必要性に偏っていた。コンピュ

ータ・セキュリティの任務を命ぜられた FBI 要員は、これら

変更に対するセキュリティの係りを判断し、わずかな資源と

小限のガイダンスに従ってセキュリティ・プログラムを調整す

ることが期待されていた。このことは、情報システムの構築、

変更及びセキュア化を担当した FBI 職員の責任ではない。彼
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 項 目 内 容 
らは、単に FBI のまったくすり切れた慣行に従っただけであ

り、彼らが達成した大部分が不十分な時間と資源によってなさ

れたことについては賞賛に値するものであった。 
しかしながら、このような悪慣行の付けとして、FBI 上層

部は、他の大規模組織が直面したセキュリティへの資源配分問

題と同じことに直面することになった。つまり、ハンセン事件

という国家の安全保障に係る重大局面に遭遇したのである。そ

して「情報セキュリティに係る資源配分は余儀なし」と目覚め

させられることになった。 
M2 ACS に係る制限撤廃

の決定 
業務優先がセキュリ

ティを無視 

FBI の上級管理者は 2001 年 9 月のテロ攻撃のすぐ後、FBI
セキュリティ・ポリシーの大幅な変更を行い、ACS 事件ファ

イルのアクセス制限緩和を決定した。この決定は、国家の安全

保障及び FBI の訴追可能な事件の構成能力に極めて重要な意

味を持つものであった。しかしながら、この決定の方法は「FBI
内において捜査活動上急を要する場合、それが切り札となって

セキュリティ上の必要性が負けてしまう」というものであり、

意思決定上の計算法にセキュリティの必要性が明確な役割を

果たすことはなかったことを立証するものであった。 
しかも、この ACS アクセス制限緩和の決定は、FBI のセキ

ュリティ組織であるセキュリティ対策部局の参画なしに行わ

れたのである。 
このポリシーの変更について、FBI の電子通信委員会は「こ

れら事件ファイルのアクセス制限は PENTTBOM32を妨げた」

と、特に言及した。明らかに、PENTTBOM の手がかりを求

めることを命ぜられた捜査員にとって、潜在的可能性のある関

連事件ファイルのアクセスを限定する制限ルールは、彼らを欲

求不満にさせていたことは事実である。そして、FBI の上級

管理者は「捜査員の欲求不満は、アクセス制限の緩和決定に十

分確かな根拠を与えるものである」と結論付けたのである。 
 
しかしながら、この決定は「極めて秘密度の高い情報が、知

る必要性をはるかに超えた多くの FBI 職員に利用可能な状態

になった」こと意味するものであり、情報セキュリティ上の大

                                                  
32 PENTTBOM：ペンタゴンとツインタワーに対する 2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃の調査 
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 項 目 内 容 
問題を引き起こす極めてリスクの高い決定でもあった。 

M3 組織的欠陥事項 FBI のセキュリティ機能は、本部内の 8 つの部署及び多く

の支部にわたって分散され、結果として FBI としてのセキュ

リティに係る一貫性と説明責任に欠陥を生じている。 
FBI において、セキュリティ・ポリシーの策定及び実施に

責任を有する単一のグループはない。 
FBI は、セキュリティを FBI の任務達成に必須の中核とな

る機能であるとは指定していない。 
FBI の管理者は、一般的に、運用上の機能を支持し、セキ

ュリティ・プログラムを軽んじている。 
セキュリティ・プログラムは、専門化されていなかった。 

M4 セキュリティの職務

はキャリアの対象外 
FBI と他のインテリジェンス・コミュニティの機関とを比

べると、保護を必要とする情報及び外部の規制組織はほとんど

同じで、多くの類似性があるにもかかわらず、セキュリティ・

プログラムとその結果には大きな違いがあることが明らかと

なった。FBI を含むインテリジェンス・コミュニティの各機

関は、セキュリティ・プログラムを導入し、組織の脅威に基づ

くリスクアセスメントを実施の上、それに基づく対策事項の確

立と導入を行っている。にもかかわらず、FBI のセキュリテ

ィ・プログラムには欠陥があった。 
FBI は、これまで十分な資源をセキュリティに費やしてこ

なかったのだ。他の機関は過去数年間、機関のセキュリティ・

プログラムの責任事項と可視化を大いに強化してきた。しか

し、FBI の進み方は遅かった。もっとも、FBI はセキュリテ

ィ改善のステップを多少なりとも歩み始めたが、セキュリティ

を中核機能に位置付けている他のインテリジェンス・コミュニ

ティ機関に追随することを怠っていたのである。上級管理者

は、セキュリティを FBI の運用任務にうまく統合することを

怠った。FBI は、セキュリティが重要で価値あるものとして

認識している他の機関と異なり、FBI 内のセキュリティの重

要性を認識していなかったのである。このことは、FBI 内部

セキュリティ・タスク・フォースが特に言及したように、セキ

ュリティ・ポリシーは「従うべき重要かつ価値のある命令では

なく、業務処理上の邪魔者としてみなされているのが一般的で

ある」とされていることからも明らかである。セキュリティ・
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 項 目 内 容 
プログラムは 近に至るまで、国家安全保障部内に葬り去ら

れ、長官に対しての速やかな報告関係はなかった。本部内の他

の部門においては、セキュリティ・プログラム・マネージャの

セキュリティ・プログラムに対する権限がほとんどないか又は

まったくないかのいずれかであった。セキュリティに専念する

職員はわずかであり、セキュリティ任務付与は「キャリアを高

めるものではない」ということが広く認識されていた。これら

の事実及び認識結果は、「FBI にとって も不可欠な機能はセ

キュリティである」とするその役割と重要性を減少させていた

のである。 
セキュリティを改善しようとした担当者の努力にもかかわ

らず、FBI セキュリティ・プログラムに対する要員の配置と

予算の手当ては不足していた。セキュリティ・プログラムに対

する予算手当ては国家安全保障部関連予算の一部であり、同部

の管理者がセキュリティ・プログラムに対する予算配分を少な

くしたり、又はセキュリティ要員を運用機能に配置したりする

のが一般的でしあった。1994 年から 2000 年度当初までの間、

セキュリティ対策室に割り当てられた要員の数は 8％減少し

ている。2001 年 8 月現在で、174 人の職員、すなわち FBI 職
員の 0.64%がセキュリティ・プログラムに割り当てられてい

る。インテリジェンス・コミュニティ内の他の機関は、FBI
に比べるとセキュリティに対してかなり多くの人的資源を配

置している。 
 
 

2.3.2.16 ハンセンの性格 
「スパイ行為に及ぶ者のほとんどは、何らかの性格的な欠陥がある」ということが、

CERT のインサイダー研究33で明らかにされている。 
ハンセンの性格には、一般の人とは異なり、確かに異常と判断される行動が明らかにさ

れている。以下にハンセンの性格を物語る数々の行動を列挙するが、その中にはハンセン

逮捕後の米国 BBC テレビ番組「完璧に近いスパイ」における元 FBI 精神科医 Allen 
Salerian の話も含まれている。 

 

                                                  
33 Comparing Insider IT Sabotage and Espionage: A Model-Based Analysis, Software Engineering 
Institute, Carnegie Melon, December 2006 
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ハンセンの性格に係る問題点は表 2.3-15 のとおりである。 
 

表 2.3-15：ハンセンの性格に係る問題点 
 

項 目 内 容 
P1 育った家庭環境 ハンセンはシカゴ警察刑事の一人っ子として育ったが、彼

の父親はハンセンに対し感情的に暴行を加えていた、とされ

ている。 
ハンセンが警察に勤務したのも、父親を見返すためであっ

たとされている。 
P2 スパイへの興味 ハンセンは若い頃からスパイ関連の娯楽を楽しんでいた。

とりわけ、ジェームス・ボンドの小説や映画に興味を抱き、

楽しんでいた。また、スパイ関連のグッズ、例えばワルサー

PPK ピストル、ライカ・カメラ、短波ラジオなどの収集をし

たり、スイス銀行に口座を開いたりしていた。 
P3 学生時代～就職 化学専攻の極めて普通の平均的な学生であった。その後、

歯科学校及びビジネス・スクールへと専攻を転々とし、 終

的に公認会計士となった。 
この公認会計士となった後の 初の勤務先は、父親と同じ

シカゴ警察署であった。 
その 4 年後、ハンセンは FBI に転職した。FBI は、彼の経

歴、つまり単科大学での教育、企業経営修士号、公認会計士

としての経験及びシカゴ警察での勤務経験から、彼を適切な

人物として採用したのである。 
P4 熱心なカトリック信

者、反共産主義、酒・

タバコ・賭け事なし 
 

FBI の同僚にとって、ハンセンの個人生活は全くスパイと

は無関係として映っていた。つまり、既婚者でかつ 6 人もの

子供がいる家庭的な父親、毎日ミサに参列するなどカトリッ

クに専念していたのである。実際、キリスト教の保守的なロ

ーマ・カトリック教会組織の一つであるオプス・デイ(Opus 
Dei)にも所属していた。また、ハンセンは、政治的には保守

主義の辛抱者であり、かつ、反共産主義の考えの持ち主であ

った。さらに、ハンセンは、酒を飲まず、タバコも吸わず、

賭け事の心配もなく、かつ、金遣いが荒いということもなか

ったのである。 
P5 性格 ハンセンの性格的特徴が同僚を彼から引き離したことがあ

った。ハンセンの対人関係スキルは低く、かつ、気むずかし
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い態度の持ち主であった。そして、人を困らせる無口な個人

主義者であって、彼のほとんどの同僚に疎外感を感じさせる

ような優越意識の持ち主でもあった。 
しかしながら、ハンセンのこのような性格の持ち主である

にもかかわらず、ハンセンが情報システムの開発スキルに優

れていたことが上司の目に映り、高い人事評価を得、それな

りの出世をしていたのである。 
P6 第 1 期スパイ行為に

至る原因 
ハンセンが 初にスパイ行為に及ぼうと決心したのは、複

雑な要素が絡み合ったものであり、それらの要素には次があ

るとされている。 
 自信の低さ 
 一般的な道徳的抑制力の欠如 
 わが身には法が及ばないとする感覚 
 生涯に及ぶスパイ行為と謀略的行為への魅了、及びス

パイ世界におけるプレーヤーとなる願望 
 受け取る報酬への魅力 
 抑制力の欠如－絶対つかまらないという確信 

ハンセンのこのような性格上の欠陥、及び彼が FBI に勤務

しようとした背景が「ソ連/ロシア・インテリジェンス機関の

エージェントになった場合に何が起こるかを彼に考えさせる

よりも、彼のスパイ行為に及ぶ決心をさせることに大きな役

割を果たした」とされている。 
P7 1989 年：ストリッパ

ー関連 
ハンセンは、KGB から受け取った報酬の収支報告を明らか

にしなかったが、それらの一部は自宅の増改築、自動車、子

供の私立学校の授業料、贈答品、義弟のローン返済及びスト

リップ・クラブに使われたことが明らかにされた。 
ハンセンは 1989 年末、ストリッパーPricilla Sue Galley

嬢と一年間にも及ぶ愛人関係を開始した。そしてハンセンは、

ワシントン DC にあるストリップ・クラブに頻繁に通ったの

である。ハンセンは当時、監察官補佐として世界各国の FBI
支部監査の出張に加わっていたが、香港への出張時に彼女を

伴った他、クワンティコにある FBI 訓練施設訪問の際も彼女

を同行させたとされている。さらに、彼女に中古のベンツ車

や宝石その他のプレゼントをしたり、現金をあげたり、アメ

リカン・エキスプレス・クレジット・カードさえも提供した
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とされている。 

彼女はハンセンとの性交を受け入れようとしたが、ハンセ

ンは彼女にカトリックへの改宗を勧めるばかりで、彼女の好

意をそれとなく断ったとされている。ハンセンの逮捕後の話

によれば「彼の Pricilla に対する行動は、彼女の生活態度の

更正を期待するものであった」とされている。 
彼女との関係は、ハンセンが逮捕される以前に、彼女が麻

薬中毒や売春婦に堕ちこんだ際に絶たれた。 
P8 露出狂？ ハンセンは、熱心なカトリック信者として家庭内外で振舞

うばかりでなく、彼の 3 人の娘達をローマン・カトリック宗

教系学校に、3 人の息子達を宗教系の男子私立校に通わせる

ほか、毎朝 6 時半のミサには必ず参列したとされている。 
しかしながら、このような熱心なカトリック信者である反

面、ハンセンの私生活には、彼の FBI 諜報員としての専門職

に匹敵するほどの意外な側面があったのである。 
ハンセンは、妻に気付かれずに妻との性行為をひそかにビ

デオテープに録画し、親しい友人とそのビデオテープを共有

したのである。また、ハンセンは、彼の夫婦生活における性

行為を詳細に解説した情報を、インターネットのチャット・

ルームに公開したのである。その情報は、ハンセンを知って

いる者であれば、ハンセンだと認識するほどの内容であった。

さらにハンセンは、友人の訪問を受けた際、彼に家の外から

窓越しにハンセン夫婦の性行為を覗き見するよう提案したの

である。こればかりではない、ハンセンは寝室にセットした

ビデオカメラで隠し撮りを行い、クローズド・サーキット・

テレビに接続し、ハンセンの友人が居間からくつろいでハン

セン夫妻の性行為を覗けるようにした、とされている。 
P9 米国 BBC テレビ番

組「完璧に近いスパ

イ」における元 FBI
精 神 科 医 Allen 
Salerian の話 

米国の BBC テレビは 2001 年 6 月 17 日(日曜日)、James 
Angleton スパイ事件に係る有名な「The Cold Warrior」の著

者である Tom Mangold 氏をホストとし、ロバート・ハンセ

ンに焦点を当てた「完璧に近いスパイ」と題する 1 時間に及

ぶドキュメンタリー放映を行った。このドキュメンタリーは、

Mangold が様々な専門家にインタビューする形式で行われ

た。Mangold のインタビューを受けた元 FBI 精神科医 Alen 
Salerian は、ハンセン弁護団の依頼を受けてハンセンの精神
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項 目 内 容 
的面の評価を担当し、ハンセンが収監されている刑務所を訪

れ、ハンセンに対し 40 時間以上に及ぶインタビューを行っ

た人物である。Salerian は、Mangold のインタビューに次の

ように答えている。 
 
「FBI は、諜報員に対する精神医学上の診断を怠った」 
「諜報員に対しては、一般的なビジネスに携わる人物に比

べ、国家に忠誠を誓い、あるときは身の危険を冒してまでも

活動することが求められていることから、精神的なストレス

が高いであろうことに疑いの余地はない。このようなストレ

スが、諜報員によっては、国家への裏切り行為、そしてスパ

イ行為へと結びつく可能性があることは、これまでの米国に

おける多くのスパイ事例からも明らかとなっている」 
 
「ハンセンのスパイ行為の理由は、スパイ行為そのもので

はなく彼の心理的苦痛、心理的痛手、及び彼が長い間闘って

きた彼自身の心に潜むあらゆる悪魔に大いに関係している。

我々がすべての事実を知れば、今回の出来事は単なるスパイ

物語ではないと理解できると思う。彼が 1979 年にスパイ行

為を開始し、いったん中止後、1985 年に再開したのは『ハン

センは気が狂っているのではなく、彼の考えの内容が原因で

気が狂うのである。現状では、彼は(神経などが緊張で)急に

耐えられなくなる(切れる)のだ』と思う。この切れることが、

スパイ行為の形式に至るのである。また、資料によれば、ハ

ンセンは子供のときから「ポルノグラフィに極度の偏見」を

抱いていたされている。彼の感情を抑制できないほどの脅迫

観念に支配された欲望が、犯罪という反動を創り上げ、ハン

センを痛めつけ、彼をスパイ行為に及ばせた、という理屈に

合わない行動の説明の助けとなっている」 
「何らかに怒り、そして激怒に対するはけ口をもたない諜

報員が、暴力や裏切り行為に及ぶのだと単純に捉えてはいけ

ない。それらの人々は、矛盾する人格をもつ複雑な人達なの

である。得意がっているがいつかは壊れる自尊心が、大いな

る危険をはらんでいるのである。 
FBI が正に挑戦すべきことは、誰がメルトダウン(一巻の終
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項 目 内 容 
わり)に近づいているのをどのようにして予測するか、そして

その 後の爆発、つまりひそかな裏切り行為という隠ぺいさ

れた復讐をどのようにして防ぐかである。嘘を検知するテス

ト(嘘発見器)に関しては、(その有効性に関して)これまで多く

の議論がなされている。それらテストの不完全さがあるとは

いえ、そのようなテストによりセキュリティ上のリスクを明

らかにする何らかの助けとなることも確かである。これらの

テストは、あくまでもより広範な定期的精神医学上の評価の

一部として実施されるべきである。しかしながら、私や同僚

の精神科医がこれまでに FBI の依頼を受けて諜報員の診察

を行ったのは、同諜報員に精神健康上の問題が明らかに存在

し、かつ、どうすることもできない状態に陥ってしまったか、

又はおそらくは何らかの損害があったと思われる後なのであ

る。しかし、このような反作用的対処では、全く不十分と言

わざるを得ない。ハンセン事件を見れば明らかなように、彼

は 1985 年にスパイ活動を再開したのである。したがって、

FBI は、体系的かつ先見性のある定期的精神医学的調査プロ

グラムにより、すべての諜報員に対する精神健康上の診断を

実施することを真剣に考慮すべきである。この実施は、諜報

員及び国家の両者にとって極めて大きな価値を与えるもので

ある」 
P10 
 

FBI 女性職員への暴

行 
ハンセンの性格の一面を現す事件として、FBI の女性職員

Kimberly Lichtenberg に対するパワーハラスメントがある。

(この件については｢2.3.2.7 インシデント管理―1993 年の

センシティブ FBI 捜査情報の不正開示及び女性職員に対す

る暴言｣を参照) 
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2.4 ハンセン事件のスイスチーズ・モデルによる分析 

 
2.4.1 全般 

情報セキュリティの世界では、セキュリティ製品に欠陥が多いと「まるでスイスチ
．．．．

ーズ
．．

のように穴だらけだね」と昔から言われている(図 2.4-1 参照)。情報セキュリテ

ィ・インシデントを論ずる場合、このような言い回しとジェームズ・リーズンの「ス
．

イスチーズ・モデル
．．．．．．．．．

(SCM)」を利用した組織事故論34との関係は極めて類似しているこ

とに気付かされる。さらに、組織事故論における多層構造の防護層と情報セキュリテ

ィにおける多層防衛戦略の考え方は全く一致している。両者とも、事故(インシデント)
の防止・抑止及び軽減を複数の防衛層(管理策)で構築している。また、情報セキュリテ

ィマネジメントシステム(ISMS)の構築は、組織の経営陣を巻き込んだものであり、

各々の管理策は組織が決定したもの、つまり組織事故論における「組織要因」にも合

致する。 
このようなことから、本項では SCM によるハンセン事例の分析を行うものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-1：スイスチーズ 

 
 

2.4.2 スイスチーズ・モデルの概要 

 
2.4.2.1 組織事故論の概要 
ここでは、SCM による組織事故論の概要を紹介する。 
英国のマンチェスター大学心理学部教授ジェームス・リーズン(James Reason)が提

                                                  
34 組織事故論、ジェームズ・リーズン著、塩見弘監訳・高野研一/佐相邦英訳、日科技連、2005.12.14 
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唱する組織事故(Organizational Accident)は、「危険要因(hazards)、防護(defenses)及
び損害(losses)の 3 つの基本的要素から構成される」という大前提に立脚している。今

日のような複雑かつ組織的な活動が常識化されている社会においては、「事故の原因を

個人に限定することはできず、その原因は組織にある」というのがリーズンの基本的

な考え方である。 
危険要因とは、組織に潜在する危険を引き起こす要因、つまりリスクであり、組織

が活動する限り何らかのリスクが伴うのは当然のことである。このリスクが顕在化し、

組織に危害が及ぶのを抑制・防止・軽減するという役割を果たすのが防護である。こ

の防護の特長は、様々な防壁、防衛策、安全策又は管理策からなる階層構造(防護層)
となっていることである。リーズンは、この防護層が複数のスライスしたスイスチー

ズとして表わすことができるとしている。そして、組織における損害の発生は、従業

員による操作ミスやルール違反などの人間の不安全行為又は潜在的要因により開けら

れた又は押し広げられたチーズ(防護層)の穴を、まるで危険要因から発せられた光線が

次から次へと貫いた結果であるとしている(図 2.4-2 参照)。人間の不安全行為を引き起

こすのは職場要因であり、その職場要因を引き起こすのが組織としての決定事項であ

る組織要因であるとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-2：ジェームズ・リーズンの組織事故論 

 
 
したがって、事故調査は、事故の源泉となる組織要因を追究するため、人間の不安

全行為から出発し、職場要因を経由して、組織要因に向かって調査していくことにな

不安全行為

損害

危険

危険要因

組織要因

職場要因

潜在要因
の抜け道

防護層

不安全行為

損害

危険

危険要因
損害

危険

危険要因

組織要因

職場要因

潜在要因
の抜け道

防護層
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る。このような調査分析の手法は、事故の根本的な原因を明らかにするものであるこ

とから、適切な是正処置を講ずることにより、同様な要因による組織事故の再発を抑

制できることになる。 
なお、図 2.4-2 の「潜在的要の抜け道」に示すように、例えば間違った標準や手順

などにより、職場要因や組織要因から直接に防護機能を突破する場合もある。 
 
ところで、情報セキュリティの世界においても、リスク管理のアウトプットである

効果的な管理策を多層的に設定する多層防衛戦略がインシデント対策として奨励され

ており、概念的にはリーズンの防護層に同義である。すなわち、組織事故及び情報セ

キュリティ・インシデントの両者とも、その発生防止・抑止・軽減のための防護層又

は多層防衛という観点から、その考え方は全く一致していることになる。情報セキュ

リティ・インシデントの発生原因を単にハッカーの侵入やユーザーのミスなどの人為

的原因として終わらせず、組織的な観点からインシデントの再発防止を検討する場合、

リーズンによる SCM の考え方が適用できることになると思われる。 
本項は、このような両者の類似点に着目し、リーズンの SCM を情報セキュリティ・

インシデント、つまりハンセン事例分析に適用するものである。 
 

2.4.2.2 スイスチーズと防護機能 
リーズンは、組織が設定した各防護層をこのチーズ片に例えている。各防護層は、

それぞれが安全を確保するための何らかの防護機能を備えており、ハード面又はソフ

ト面のいずれかで構築されている。ハード面の例としては、物理的バリア、警報、か

ぎ管理、構造強度を考慮した設計などがある。また、ソフトウェア面の例としては、

法律、規則、手順書、管理業務、資格認定、監督、 前線のオペレータなどがある。 
各防護層の機能が完璧であれば、欠陥、つまり穴はないことになる。しかしながら、

完全無欠な防護機能を求めること自体が技術的にもコスト的にも困難であることから、

何らかの要因による穴の発生、顕在化、拡大化は避けられない。多層防衛とは、これ

らの防護機能を多層的に配置し、ある層での機能上の不備・欠落を次の層でカバーす

ることにより、安全を確保しようするのである。これにより、費用対効果の高い防護

層を構築することができる。しかしながら、それでも事故は発生する。それは、図 2.4-3
に示すように、あたかも階層化されたチーズ片の穴が次から次へと光で貫かれた状態

を意味することになる。つまり、ある防護機能の欠陥を補うべく別の防護機能がある

が、それでも対応できず、これら機能上の欠陥(穴)が、たまたま一直線上に並んで、事

故が発生してしまった、というわけである。しかも、この穴は固定的なものでなく流

動的、つまり移動したり拡大したりするのである。それは、穴を発生、拡大、顕在化

させる何らかの潜在的要因が、組織及び職場にあるからである。これらの要因を「病

原体」とリーズンは呼んでいる。病原体であるから、発病するまでは分からないこと
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になる。この病原体は組織内に潜み、あるとき個人の不安全行為が引き金となって、

又は組織要因や職場要因が直接に作用し、チーズ片の穴を拡大又は顕在化することに

より、結果としてそれらが一列に並んでしまうと、発症という事故をもたらすのであ

る(図 2.4-2 及び図 2.4-3 参照)。ところで、多層防衛には、この病原体を隠ぺいしてし

まうという特徴もある。ある防護機能が作用してリスクの顕在化を阻止してしまうか

らだ。組織は、事故がなければこの病原体を突き止めることはしない。したがって、

病原体について組織も個人もこのような隠ぺい的特徴からは明らかにすることが困難

となる。このようなことから、システムの設計者や組織の管理者は、事故の原因を従

業員個人の不安全行為によるものであると考えてしまい、システムの本質的な弱さを

見過ごすことになる、とリーズンは述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-3：防護層が貫かれたことによる事故の発生 

 
 
したがって、事故調査を行う場合は、この多層防衛がなぜ突破されたかを明らかに

しなければならない。各防衛層を直接的に破壊するのは、エラーや違反などの人の不

安全行為である。この不安全行為を誘引するのが職場要因であり、職場要因を誘引す

るのが組織要因である。これら両要因を潜在的要因と呼んでいる。職場要因は、職場

における訓練不足、マンアワー不足、貧弱なツール、不適切な手順書などであり、こ

れらが従業員の不安全行為と結びついて、それぞれの防衛層の穴となるのである。そ

して、組織要因は、訓練、人員配置、工具や装備の整備と品質、手順書などであり、

これらが職場要因を引き出すのである。また、図 2.4-2 に示したように、職場要因又

は組織要因が直接に防護機能を破壊する場合もある。例えば、組織が決定した誤った

操作手順書を順守してしまった結果などである。 
 

危険危険

損害損害損害

危険危険
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このように、情報セキュリティと SCM のインシデント発生防止を目的とした多層

防衛の考え方及び構築・運用要領が極めて類似していることから、本項では SCM を

利用したハンセン事例の分析を行うものである。その焦点が、ハンセン事件を引き起

こした、又は引き起こさせる要因を作り出した FBI の組織にあることは言うまでもな

い。 
 

2.4.3 スイスチーズ・モデルによる分析 

スイスチーズ・モデル(SCM)による事故分析の大前提は、前述のとおり、事故の発

生源を組織要因としていることである。つまり、すべての事故の原因が組織要因に由

来し、個人だけの責任とするものではないとしている。したがって、このような考え

方に立脚すれば、同一の組織要因に起因する事故の再発を防ぐことができることにな

る。これこそが、SCM による分析のねらいとするところなのである。 
 
事故分析のアプローチは、次のとおりである。 
① 事故内容の明確化：どのような事故が、何時、何処で、誰によって発生した

か。どの防護層がどのように突破されたのか。 
② 不安全行為の明確化：その防護層を突破した従業員の不安全行為(エラー、違

反行為)を明らかにする。 
③ 職場要因の明確化：その従業員の不安全行為に関連する職場要因を明らかに

する。職場要因とは、従業員によるエラーや違反行為などの不安全行為の発生

を助長させる潜在的要因をいう。職場要因は、従業員とシステムの接点におい

て、従業員の極自然な人間の性行と結びついて不安全行為を発生させる。この

職場要因の発生要因となるのが前述の組織要因である。つまり、個々の具体的

な組織要因の不適切、不十分さや不備・欠落などから引き出される時間的圧力、

資源不足、スキル不足、経験不足、士気の低下、悪環境、安全文化の未熟、コ

ミュニケーション不足、監督・管理・指導の怠慢などが、職場要因となるので

ある。 
④ 組織要因の明確化：前記の職場要因をもたらした組織要因を明らかにする。

組織要因とは、組織としての決定事項にその根源を置き、その結果として職場

要因を引き出すか、又は直接に防護層を突破することになる潜在的要因をいう。

具体例としては、経営方針、組織構造、人事、監督、教育訓練、安全文化、設

備、保守管理、緊急対応態勢などがある。 
 
ハンセン事例にこの SCM を適用する場合、ハンセンの情報収集活動を容易にした

職場要因は、その潜在的発生誘引要因としての組織要因の欠陥にあると判断される。

そして、その組織要因の欠陥がその上位に位置するセキュリティ文化と管理者のセキ
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ュリティ意識に大きな影響を受けていたことは、「2.3.2 問題点」に述べた関連する記

述内容から明らである。 
どのような職場要因が、どのような組織要因、セキュリティ文化及び管理者意識に

よって影響を及ぼされたか、その根本原因を突き止め、その是正対策を講ずることに

よってだけ、組織はスパイによる情報収集活動の再発防止を図ることが可能になる。 
スパイを摘発し、退職処分にしただけでは、再発防止にはなり得ない。情報収集活

動が容易な職場要因が存在する限り、そしてそのような職場要因に至らしめた組織要

因、セキュリティ文化及び管理者の意識がはびこる限り、事件の再発を防ぐことはで

きない。リスク発現の根絶を期すには、リスク発芽の芽を摘むだけでなく、そのよう

な発芽を許す土壌の改善が必要不可欠なのである。 
 

2.4.3.1 大まかな分析 
下流から上流へと遡って事故分析を実施するのが SCM の手法であることから、ハンセ

ンの「極めてセンシティブな情報を容易に収集することができた」とした自白内容に基づ

き、下流から上流へと大まかに分析することとする。 
 
(1) 職場要因：まず、ハンセンの情報収集について、同僚の誰もが何らの疑問も抱かな

かったという職場要因が考えられる。実際、それがハンセンのスパイ行為を極めて容

易なものとしたことは明らかとなっている。 
 監視されることのない立入自由の保全区域、オープン状態の事例データ検索システ

ム(ACS)、机の上に放置された秘密区分指定文書、訓練を受けていない警備員、秘密

区分指定文書の持ち出し自由など、職場要因のスイスチーズ片は穴だらけであったこ

とが想像できる。 
 
(2) 組織要因：セキュリティ上極めてずさんともいえる上述の職場要因をもたらしたの

は、インシデント管理、教育、監視、監査などに欠陥がある組織要因である。セキュ

リティ監査は、他の分野の監査が主体であり、セキュリティ監査は付け足し程度で、

かつ、セキュリティ専門家が不在の中で行われた。ACS のアクセス制御設定機能に係

わる訓練が極めて不十分であったことから、結果としてオープンな ACS となってし

まった。インシデント管理に不可欠な報告要領、処置要領などは、組織の規定内容と

しては極めて曖昧なものであった。 
 したがって、組織要因のチーズ片も穴だらけであったことが考えられる。 

 
(3) セキュリティ文化：そして、このような組織要因をもたらしたのが FBI のセキュリ

ティ文化である。捜査業務がすべてに優先し、かつ、キャリアパスとして組織内に定

着している中で、セキュリティは出世コースから外れた業務として誰もが嫌う職務で
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あった。このような環境の中では、セキュリティは捜査業務の円滑な遂行の妨げ以外

の何物でもなく、セキュリティをまじめに考えることすらはばかられる状態であった。

このようなセキュリティに対する意識、及びセキュリティに何らの価値観も見出せな

い環境が、FBI のセキュリティ文化であったと言わざるを得ない。 
 このようなことから、FBI のセキュリティ文化のチーズ片には、極めて大きな穴が

存在していたことになる。 
 
(4) 管理者のセキュリティ意識：このようなセキュリティ文化を創ったのは、疑いもな

く上級管理者のセキュリティ意識の欠落である。上級管理者は、捜査業務が FBI の
優先事項であると宣言し、セキュリティへの資源配分を低優先順位に置き、セキュリ

ティのキャリアパスを考慮しなかった。その たる出来事は、9.11 テロ攻撃後にあっ

た。上級管理者は、捜査活動に全力を注がせるため、その業務の円滑な遂行の足手ま

といとなる ACS のアクセス制御の撤廃を決定したのである。この決定を行う際、FBI
のセキュリティ責任者は蚊帳の外に置かれていたのであった。FBI のセキュリティ環

境は、このような上級管理者のセキュリティ意識に基づくセキュリティ文化、組織要

因、そして職場要因へと、その国家の安全保障に係る情報の保護を目的とするセキュ

リティ維持活動を阻害する方向へと歩ませたのである。 
 したがって、FBI の管理者のセキュリティ意識のチーズ片には、とてつもなく大き

な穴がぽっかりと開いていたことになる。 
 
これらの事実に基づいて FBI の大まかなスイスチーズ・モデルを描くと、図 2.4－4 の

ようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4－4：ハンセン事件の大まかなスイスチーズ・モデル 
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2.4.3.2 詳細な分析 
SCM を用いて事故分析を実施する際、本来的には組織要因と職場要因とを切り分けて

行うことが望ましい。そのような切り分けが可能であれば、事故対策としての組織の対応

も、職場要因及び組織要因のそれぞれに指向した何らかの管理策が求められることとなる。

しかしながら、組織要因としての FBI の情報セキュリティ・プログラム(セキュリティに

係る方針事項、規定、手順など)は、当然のことながら不明である。したがって、ここでは

職場要因と組織要因が組み合わさった形で以下の分析を行うこととする。 
 
分析の方法は、SCM の事故分析アプローチに従って行うものであり、ソ連/ロシアのイ

ンテリジェンス機関に情報が提供された事実から出発する。そして、なぜそのような行為

が可能であったかのかを、事実に基づいて、川下から川上へと遡って分析することとする。 
 
表 2.4-1 は、なぜそのような行為が可能であったかを、川下から川上に沿って示すもの

である。具体的には「ハンセンが収集した情報を外に容易に持ち出すことができたのはな

ぜか？⇒持ち出すためのコピーは容易だった理由は？⇒情報に容易にアクセスすることが

できた理由は？⇒・・・・」というふうに、チーズ片(防衛層)ごとに、理由を確認しなが

ら、その要因を川下から川上に向かって事故分析を行ったものである。 
 
表中の各欄の記述要領は次のとおりである。 

 職場/組織要因等：職場要因、組織要因又は上位のセキュリティ文化や管理者の意

識として考えられる事項を示すものである。これらは、本来的には、その適切な規

定及び履行により情報セキュリティを維持するとした、多層防衛構成における一防

衛層(チーズ片)としての役割が課せられている。しかしながら、何らかの原因により

適切な管理・履行ができないとすれば、当該防衛層に欠陥事項としての穴が存在す

ることとなる。つまり、スイスチーズ片に新たな穴が生じたり、小さな穴が拡大し

たりすることになるわけである。この穴が大きければ大きいほど、情報収集をねら

ったリスクから発せられた光線の通過が容易となることは、十分に理解できると思

われる。 
 内容：上記事項(穴)の内容を示す。内容は、「2.3 ハンセン事件の問題点」に示す

「表 2.3-1～表 2.3-15」に基づいて、関連する問題点を要約記述したものである。 
 根拠データ：上記内容欄に示した要約記述と直接的に関連する細部根拠データの

所在を英数字の略号で示す。この略号は、「表 2.3-1～表 2.3-15」の各項目欄の略号

を示すものである。この欄には、間接的に関連する根拠データの記述は省略してい

る。また、根拠データが複数の職場/組織要因等の内容に係って記載されている場合
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もある。 
 

表 2.4-1：スイスチーズ片(防衛層)の欠陥(穴) 

 
職場/組織要因等 内 容 根拠データ

ハンセンが FBI 内部で収集した情報を容易に外に持ち出すことができた理由は何か？ 

1 物理的セキ

ュリティが

不適切 

 FBI 本部及び支部内におけるシークレット資料は

オープン保管が常識であり、それら区域内でのシーク

レット資料の持ち運びは自由に行うことができた。た

とえ、持ち運びが建物外であったとしても、誰も怪し

む同僚はいなかった。 
 FBI の警備員は、秘密区分指定資料の不適切な移

動に対する検知能力を備えていなかった。 

D1  
D3 

ハンセンがセンシティブな資料を容易にコピーできた理由は何か？ 

2 コピーが可

能 
 ハンセンは、ソ連/ロシアのインテリジェンス機関

に対して、FBI の様々なセンシティブ資料をコピーし

て提供した。コピーは密かに行われたわけではない。

業務上の必要性からコピーを行うのは、FBI において

は自然な行為であって、センシティブ情報であっても

例外ではない。したがって、同僚の誰もが、ハンセン

のコピー行為を怪しむことはなかった。 
 事件データベース検索システム(ACS)出力をフロ

ッピー・ディスクにダウンロードすることについて

も、前記のハード・コピーと同様であり、何らの規制

もなかった。 
 ハンセンが、職場での秘密区分指定情報に係る文書

の写真撮影が危ういと思う場合、当該文書を駐車場に

持ち出し、ハンセンの私有車内で写真撮影をすること

もできた。 

D1 
D3 

ハンセンがセンシティブ資料に容易にアクセスできた理由は何か？ 

3 アクセス制

御の不徹底 
 情報セキュリティの大原則とも言うべき知る必要

性に基づくアクセス制御が行われていなかった。 
 秘密区分指定情報の保管及び閲覧を行う保全室へ

の立入に制限はなく、監視もされなかった。 
 FBI 施設内部では、秘密区分指定資料がオープン

保管されていた。 

D2 
D3 
SD1 
CS1 
CA1 
B5 
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職場/組織要因等 内 容 根拠データ

 トップシークレットのクリアランス保有者には事

件データベース検索システム(ACS)のアクセス権が与

えられ、かつ、知る必要性に基づくアクセス制限が機

能していなかったので、ACS 内のすべての事件データ

ベースにアクセスすることができた。 
 セキュリティの要といえるアクセス制御を含め、ほ

とんどの情報システムに対して、セキュリティ上のリ

スクが許容レベル以下であることを確認の上で、情報

システムの運用を承認するという評価・運用承認プロ

セスが行われていなかった。 
事件データベース検索システム(ACS)のアクセス制御機能は、なぜ機能していなかったの

か？ 

4 教育訓練の

怠慢 
 ACS のアクセス制御機能は知る必要性に基づくア

クセス制御を可能にするが、この機能を利用するため

の教育訓練を怠った。 
 FBI 本部は包括的な中央集権的訓練プログラムの

計画・履行を怠り、支部は断片的な ACS 訓練の実施

に止まっていた。この結果、ユーザーは捜査事件ファ

イルに対して適切なアクセス制限を付与することを、

結果的に怠ることになった。 

E1 

ACS においてもある程度のアクセスを制限が行われていたが、ハンセンがそれを破ること

ができた理由は何か？ 

また、アクセス権のない情報に対しては、ハンセンはどのようなテクニックを用いてア

クセスに成功することができたのか？ 

5 ユーザーの

コンピュー

タ知識への

対応の不適

切 

 ハンセンは、事件データベース検索システム(ACS)
の開発に参加したことから、一般ユーザーに比べ、

ACS の機能に精通していた。 
 ACS の検索エンジンをマスターし、これを悪用す

ることで、一般にはアクセスできないデータにアクセ

スすることができた。 
 ソーシャル・エンジニアリングを用いた。 
 同僚のコンピュータにハッキングを行った。 

C1 
C2 
C3 
C6 
C7 
B6 
 
 

不正行為が検知されれば罰則が適用されることを知っていながら、ハンセンが不正行為

を恐れなかったのはなぜか？ 

6 罰則適用の  ハンセンは、FBI が不正行為の検知に積極的でな C4 
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職場/組織要因等 内 容 根拠データ

不徹底 かったことを十分に承知していた。 
 ACS を利用して、ハンセンが捜査対象外であるこ

とを確認できた。 
 ハンセンの義弟によるハンセンのスパイ行為疑惑

に係る進言を FBI 本部は無視した。 
 スパイ事件で逮捕された Earl Pitts が司法取引に

おいて警告したハンセンのスパイ行為疑惑に対して、

FBI 本部は何らの処置もとらなかった。 
 同僚のコンピュータへのハッキング行為やパスワ

ード・クラッキングに関して、FBI セキュリティ担当

者を言いくるめることができた。 
 ハンセンは、幾度となく知る必要性のない者に対し

てセンシティブ情報の不正開示を行ったが、何ら処罰

されることはなかった。 

C5 
C8 
C9 
R1 
R2 
B1 
B2 
B4 

FBI 本部は、どうして罰則適用を徹底して行わなかったのか？ 

さらに、ハンセン自身がスパイ狩りの捜査対象となっていないことを、どのようにして

確認することができたのか？ 
7 インシデン

ト管理の怠

慢 (監視を含

む) 

 FBI には、セキュリティ順守及び懲罰プログラム

の調整及び追跡のための中央集権的な権限が存在し

なかった。異なる分野の不正行為であれば、それらが

累計されることがなく、懲罰につながらないこととな

る。 
 ACS の検索機能を利用した結果、ハンセンに係る

事件データベースがないことから、彼が捜査対象外で

あることが確認できた。 
 ハンセンの不正開示が FBI の管理者に報告された

が、何らの措置も下されることはなかった。 
 ハンセンのハッキング及びパスワード・クラッキン

グ行為に対しては、何らの措置も下されることはなか

った。 
 ACS のログ収集及び分析機能が利用されることは

なかった。FBI は、何か問題が起こった後でないと、

この機能を利用することはなかった。 

C8 
C9 
B7 
B2 
B4 
B6 

上記 1項～7項までの不徹底を是正できなかった理由はなぜか？ 

8 評価・承認プ  評価・承認プロセスは、情報システムのライフサイ CA1 
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職場/組織要因等 内 容 根拠データ

ロセスの怠

慢 (監査を含

む) 

クルを通じて、セキュリティ上の問題を検知し是正の

上、その運用承認を行うプロセスである（我が国にお

ける PDCA プロセスに酷似しており、監査も含まれ

る)。しかしながら、FBI の情報システムのほとんど

に対して、この評価・承認プロセスが行われていなか

った。 
 情報セキュリティに係わる監査は、専門家抜き、か

つ、その重要性の認識が欠落状態で行われ、実際、上

辺だけの短時間で終了していた。 

A1 

(これから先の川上は、インサイダー自身に係るものである。つまり、組織が不正行為に

及んでいる又は及ぼうとする潜在的可能性のあるインサイダーをなぜ排除(解雇、異動、職

務変更など)できなかったとするものである) 
金銭的な側面から、不正行為疑惑を検知することができなかったのはなぜか？ 

9 金銭開示の

不徹底 
 金銭取得は、スパイ行為の動機付けとなる主要な要

素である。したがって、インテリジェンス・コミュニ

ティ内のほとんどの機関は、大統領令に基づき、説明

のつかない金銭取得、過度の負債及び金銭上のぜい弱

性について検知するシステムを設けている。しかしな

がら、FBI はこの金銭開示に係る大統領令を無視し、

上級管理者の一部だけにしか適用していなかった。 

FD1 

経歴調査において、ハンセンの不正行為疑惑を検知することができなかったのはなぜ

か？ 

10 経歴調査の

不徹底、不適

切 

 ハンセン自身が、経歴再調査の内容に関して不適切

であったと供述している。 
 ハンセンは、5 年後との経歴再調査プロセスをパス

していた。 
 経歴再調査プロセスは、インテリジェンス・コミュ

ニティ標準を満足していなかった。 
 ポリグラフ・テストは、行われていなかった。 
 経歴調査サービスに所属する経歴調査員のスキル

は、当該個人の能力に委ねられていた。 
 ハンセンの疑惑に係る指摘事項については、経歴再

調査対象から漏れていた。 
 経歴調査の一項目として性格に係る事項があるが、

この事項に関しては何ら調査されなかった。 

BI1 
BI2 
BI4 
BI5 
BI6 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
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職場/組織要因等 内 容 根拠データ

(これから先は、個々のセキュリティ管理策や脅威リスクの高いインサイダーのフィルタ

リング以前のセキュリティの根本に係る事項である。これらがしっかりしていなければ、

当該組織のセキュリティは、例えどのように立派なセキュリティ・プログラムが構築され

ていようが、その履行は穴だらけとなる) 
FBI 内において、セキュリティに係わる事項がおろそかにされていたのはなぜか？ 

11 貧弱なセキ

ュリティ文

化 

 セキュリティの職務は、FBI のキャリアパスから

除外されていた。したがって、誰もがセキュリティに

価値観も重要性も見出せなかった。 
 犯罪捜査部門の業務遂行が 優先であり、セキュリ

ティはこれを阻害するものとして見られていた。 
 インテリジェンス・コミュニティにおけるベストプ

ラクティスは、FBI に馴染まないとして不採用となっ

た。 
 文書セキュリティを犠牲にしても運用上の効率性

が強調され、秘密区分指定情報へのアクセスはオープ

ン状態であった。 

CL1 
CL2 
CL3 
CL4 
 

FBI の貧弱なセキュリティ文化を作り出したそもそもの原因は何か？ 

12 管理者のセ

キュリティ

意識の欠如 

 セキュリティの優先順位を 下位に置き、資源配分

上の適切な考慮はされなかった。 
 捜査活動が常に 優先事項に掲げられ、セキュリテ

ィに対してはこれを妨げないことが求められていた。 
 管理者は、セキュリティを価値あるものとして認

め、セキュリティ・プログラムを支援すること、及び

履行を確約することはなかった。 
 管理者は 9.11 のテロ攻撃の直後、捜査活動の効率

性の観点から、事例データベース検索システム（ACS）
のアクセス制限撤廃の決定を下した。この決定の際、

セキュリティ部門は蚊帳の外に置かれていた。 
 FBI のセキュリティ維持体制は、中央集権的なも

のでなく、本部内 8 部署と各支部に分散されていた。 
 セキュリティを FBI の任務達成の中核機能として

扱っていなかった。 
 セキュリティ専門家のキャリアパスを考慮しなか

った。 

M1 
M2 
M3 
M4 
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2.4.3.3 分析の結果 

表 2.4-1 の記載内容は、FBI のセキュリティ上の欠陥を明らかにしている。この結果に

基づくスイスチーズ・モデル(SCM)は、図 2.4-5 に示すとおりとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-5：ハンセン事件詳細スイスチーズ・モデル 

 
 
図 2.4-5 の各チーズ片は同じ厚さとなっている。しかしながら、各チーズ片を防護層と

考えた場合、その防護能力が一律であるとは一般的に考えられず、その程度に応じたチー

ズ片の厚みを考慮する必要がある。例えば、「8 評価・承認」のプロセスは、情報システム

に対するリスク管理の枠組みの中で技術的、運用的及び管理的管理策を評価(監査)し、そ

の結果をしかるべき管理者に報告の上、欠陥事項を是正する活動であり、情報セキュリテ

ィ維持の要的存在となり得るものであることから、極めて重要視すべき防衛層として、そ

のチーズ片の厚みは比較的大きなものとなるであろうことが、一般的には想像できる。こ

のようなチーズ片の厚みの違いは組織、不具合事象原因などにより様々であり、分析に際

しては十分な考慮が必要である。 
FBI の場合、「12 管理者の意識」及び「8 評価・承認」のチーズ片(防護層)は、他のチー

ズ片に比べ厚いことは確かである。 

11 セキュリティ文化

9 金銭開示10 経歴調査 8 評価・承認
7 インシデント管理

6 罰則
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3 ｱｸｾｽ制御 2 コピー 1 物理的セキュリティ

12 管理者の意識

11 セキュリティ文化

9 金銭開示10 経歴調査 8 評価・承認
7 インシデント管理

6 罰則

5 コンピュータ知識

4 教育訓練

3 ｱｸｾｽ制御 2 コピー 1 物理的セキュリティ

12 管理者の意識
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FBI のセキュリティ上の欠陥の川上、上流、源泉は、FBI の上級管理者のセキュリティ

に対する意識の欠陥、つまりセキュリティの重要性認識の欠如であることが明らかにされ

た。 
上級管理者によるセキュリティの重要性認識の欠如が、FBI のセキュリティ上の欠陥と

いう流れを川下へと押し流した。上級管理者のセキュリティ意識の欠陥という汚染源は、

その汚染を川下へと押し流し、貧弱なセキュリティ文化の創出、セキュリティ予算の貧困、

セキュリティ維持体制の未確立、コンプライアンス管理の欠如、そして教育・訓練、評価・

承認プロセス、インシデント管理、アクセス制御などの個々のセキュリティ管理策にまで、

その汚染範囲を拡大してしまった。 
 
FBI 内部の捜査員は国家に忠誠を誓った者であり、それを保証するため、その職務経歴

の過程で何回かの誓約書への署名が求められている。ハンセン自身も、FBI に入局した

1976 年の法の執行官としての誓約書への署名に始まり、1976 年のトップシークレット・

セキュリティ・クリアランス、1980 年のシークレット・コンパートメンテッド情報非開示

及び 1984 年の秘密区分指定情報非開示合意への署名を行っている。署名した者が不正を

犯すはずはないとした穿った FBI の認識が、汚泥のように川底に沈殿していたのではなか

ろうか？ 
このことは、金銭開示大統領令の無視、通り一遍の経歴再調査、インシデント管理や罰

則適用の怠慢からも明らかである。しかし、これらのすべての根本的原因は、川上から流

された汚染された水(管理者のセキュリティ意識の欠如)によるものであることが分析の結

果から明らかにされた。 
 
以上のスイスチーズ・モデル(SCM)分析結果から言える FBI のセキュリティ改善策は、

大きく次の 9 点に集約することができる。 
 
1. 上級管理者のセキュリティ意識の根本的改善 
2. 上記によるセキュリティへの確約と資源配分の考慮 
3. あらゆる機会を捉えたセキュリティ文化の醸成 
4. セキュリティ・キャリアパスの採用 
5. FBI 本部における中央集権的セキュリティ維持体制の確立及び包括的セキュリテ

ィ・プログラムの確立 
6. 評価・承認プロセスの確実な実施 
7. インテリジェンス・コミュニティ・ベストプラクティスの採用 
8. コンプライアンス管理の確実な実施 
9. セキュリティ・リテラシー教育の徹底 
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個々の管理策に係わる規定や手順は、これら上流の改善が行われない限り、単に文書上

の、かつ、実効性のないものとして組織要因及び職場要因におけるスイスチーズ片の穴を

発生させ、拡大させ、そしてセキュリティ違反の再発を繰り返させることとなる。 
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2.5 ハンセン事件のシステム・ダイナミクス・モデルによる分析 

 
2.5.1 全般 

カーネギー・メロン大学の MERIT35プロジェクトとして行われているインサイダー脅威

研究において、スパイ行為についての分析結果が発表されている。この分析結果は、９件

のスパイ行為事例について、セキュリティ専門家、犯罪心理学者、精神分析家、法律家な

どの様々な専門家がシステム・ダイナミクス・モデリング(System Dynamics Modeling: 
SDM)の手法を用いて得られたものである。この分析結果によると、スパイ活動を行った

者すべてから、次に示す 6 件の共通の観察事項が得られたとしている。つまり、スパイ行

為を働く人物には必ずこれら 6 件が観察されることから、組織内に見られるこれら事項に

注目して適切な対応を講ずれば、組織は組織に内在する潜在的スパイの検知やスパイ行為

者による有害行為を抑止、阻止又は 小限に止めることができることになる。 
 
CERT の分析結果は、スパイ共通の観察事項として次の 6 件を明らかにしている。 
 

(1) ほとんどのスパイは共通の性癖を持っている。この性癖は、彼らに悪意のある行

動を起こさせるリスクとなる。 
(2) ほとんどのスパイ事例では、組織による罰則の適用を含むストレス発生要因がス

パイ行為に至る公算を高めている。 
(3) 多くの場合、懸念される行動がスパイ行為に至る前又はその行為中に観察される。 
(4) 組織は、スパイ行為が計画されたか又は実行中であることを、スパイの技術的活

動を監視することで警告を受けとることができる。 
(5) 多くの場合、組織はルール違反の検知を無視するか又は怠っている。 
(6) 物理的及び電子的アクセス制御の欠落が、スパイ行為を容易なものとしている。 

 
本項は、これらスパイ共通の観察事項がハンセンの事例に当てはまるか否かを、2.3.2

項に示すハンセン事件の問題点に基づき検証したものである。 
検証の結果、すべての観察事項がハンセン事例に当てはまることが明らかとなった。 
 
6 件の観察事項に対する検証結果を表 2.5-1～表 2.5-6 に示す。表中の各欄の意味は次の

とおりである。 
 観察結果：CERT の観察事項を示す。 
 CERT 報告：観察事項の内容を示す。 
 検証：CERT の観察事項がハンセン事件に当てはまるか否か、その検証内容を示す。 

                                                  
35 MERIT: Management and Education of the Risk of Insider Threat の略号。組織の管理者やセキュ

リティ責任者に対し、インサイダー脅威の管理と教育を行うツールを開発するプロジェクトの名称である。 
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 検証資料：検証結果の裏付けとなる基礎資料を略号で示す。この略号は「2.3 ハン

セン事件の問題点」の表 2.3-1～表 2.3-15 の略号欄に示した英数字記号である。 
 
なお、文中において「スパイ」と表現しているが、実際にスパイ行為を働いている人物

だけではなく、外国の情報セキュリティ機関により標的とされたスパイ候補者又は実際の

スパイ行為にまで及んでいない潜在的スパイ行為者も示している。また、図中の実線と点

線の違いは次のとおりである。 
 実線：出口側の要素が大(小)であれば入り口側の要素も大(小)となり、比例関係にあ

る。(例：欲求が大きければ大きいほど、ルール違反が多くなる) 
 点線：出口側の要素が大(小)であれば入り口側の要素が小(大)となり、反比例関係に

ある。(例：リスクを感知すればするほど、ルール違反が少なくなる) 
 

2.5.2 観察結果#1：性癖 

観察結果#1 の検証結果は、表 2.5-1 のとおりである。 
 

表 2.5-1：観察結果#1：性癖 

 
項 目 内 容 

観察結果#1 ほとんどのスパイは共通の性癖*を持っている。この性癖は、彼らに悪意

のある行動を起こさせるリスクとなる。 
CERT 報告 ほとんどのスパイは何らかの性癖を示している。この性癖が個人的及び対

人的欲求**を発生させ、それがスパイの職場における適応性のない行動に直

接関係している。これらの欲求は、悪意のある行為への傾向又は信頼を裏切

りがちな傾向へとスパイを仕向ける。 
実際、性癖はストレスによる非順応性行動、口論やルール違反に至る金銭

的及び対人的欲求、慢性的な不満、組織の罰則適用に対する強い反応、ルー

ル違反の隠ぺい、並びに職場における衝突の拡大傾向に関係している。 
 
図 2.5-1 はスパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルであるが、

性癖による影響を明確に示している。 
同図のループ B1 は、性癖が個人の欲求を生み出し、それがスパイ行為へ

とつながっていることを示している。このようなスパイ行為による欲求表現

の影響は、一時的ではあるが欲求が満足され、スパイ行為を生み出す欲求を

減少させることになる。 
しかしながら一般的には、ループ R1 が示すように、スパイ行為によって

欲求が減ずることはなく、逆にさらなる欲求を生み出し、スパイ行為の計画、
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項 目 内 容 
実行及び隠ぺいが何度も繰り返されることが事例から明らかとなっている。

検 証 ハンセンの性格については様々な参考資料に述べられており、それらを列

挙すると次のとおりである。 
 社交的スキルが低く対人関係を阻害 
 気難しく、かつ、きれやすい 
 人を困らせる無口な個人主義 
 同僚に疎外感を感じさせる優越意識の持ち主 
 得意がっているが、いつかは壊れる自尊心の持ち主 
 自信のなさ 
 一般的な道徳的抑制力の欠如 
 わが身に法が及ぶことはないとする感覚／抑制力の欠如－絶対つか

まらないとする確信 
 高精神的ストレス／心理的苦痛／精神衛生上の問題が存在 
 性に対する異常（妻との性交渉場面をビデオで開示、ストリッパー嬢

への改宗を勧めるも性交渉なし） 
MERIT 報告は、性癖が職場において個人の性癖を顕示する欲求を生み出

し、その欲求を満足させるためスパイ行為に及ぶとしている。ハンセンの場

合、批判に敏感、社交性のなさ、権利意識などの性癖に起因した職場での怒

りが、同僚に注意を向けさせることや自尊心を満たす個人の欲求として現

れ、それが職場での同僚との衝突や、女子職員に対する暴行事件への罰則の

適用などに不満をますます増加させている。ハンセンはこれらと相前後し、

性癖が原因となっている欲求を満足させるためスパイ行為に及んだ、と結論

付けることができる。ハンセンの場合、彼自身が供述したように、この欲求

が金銭的欲求に結びついていたことは確かである。スパイ行為事例の場合、

個人の性癖が金銭的欲求につながることがよくある、と MERIT 報告は述べ

ている。 
ハンセンは当初、彼の相当な負債の解消をスパイ行為による報酬に期待し

たのである。スパイ行為の代償として得た報酬金額が、当面の生計に必要な

出費額及び彼の財力をかなり超えたことでスパイ行為をさらに助長させた

と考えれば、図 2.5-1 の R1 ループがピタリと当てはまる。 
この点に関し MERIT 報告は、観察結果#3、#4 及び#5 に示しているよう

に、組織によるスパイ行為の検知や職員の人的管理が不適切か又は怠ってい

る場合、性癖による影響は当該人物の金銭的欲求を(満足させて)減ずる方向

に進むよりも(増長させて)強化させるというのが一般的であると述べている

が、正しくハンセンの行動を如実に示したものとなっている。 
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項 目 内 容 
金銭的欲求がスパイ行為に走らせたとはよく聞く話であるが、たいていの

人は誰だってお金が欲しい。だからといって、スパイ行為に至ることはない。

金銭的欲求でスパイ行為に至るためには、その前提としての性格上の問題が

なければならない。MERIT はそれを指摘し、ハンセンもその例に漏れなか

ったということである。 
検 証 資 料 P5～P10 
備 考 ＊：性癖とは、個人の特徴であり、一般には性質上の欠陥をもった偏りをい

う。この性癖がスパイ行為、スパイ行為の継続及びスパイ行為の拡大要因と

なるのは無論のこと、スパイ行為に導く行動のリスク発生要因ともなってい

る。 
＊＊：欲求とは、職場において個人の性癖の顕示を意味するものであり、ス

パイ行為に至る影響を及ぼすものである。それらの例は次のとおりである。

 借金に至る性癖のいくつか(アル中、衝動的抑制不能、非順応性)は、

収入をはるかに超える金銭の欲求となる。そして、それがスパイ行為に

至るぜい弱性を創り出す。 
 怒り、これは注意を向けさせる、復讐、又は自尊心強化のための個人

の欲求の表れであるが、批判に敏感、社交性のなさ、権利意識などの性

癖に起因するものであり、職場での衝突、罰則の適用及び不満をますま

す増加させることとなる。 
 自己満足又は他者支配に対する過大欲求は、ルール違反の制約に打ち

勝つことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5-1：性癖がスパイ行為に至るリスクを発生 
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2.5.3 観察結果#2：ストレス 

観察結果#2 の検証結果は、表 2.5-2 のとおりである。 
 

表 2.5-2：観察結果#2：ストレス 

 
項 目 内 容 

観察結果#2 ほとんどのスパイ事例では、組織による罰則の適用を含むストレス発生要

因がスパイ行為に至る公算を高めている。 
CERT 報告 スパイ行為において、その行為に先立つ強度のストレス発生要因がスパイ

に存在しているのが一般的である。それらのストレス発生要因は、職場や個

人的な何らかの事象に関係している。ストレス発生要因とは、個人の行動に

関して影響をもたらす事象であり、それがスパイ行為に陥りやすくさせるの

である。特に注目すべきは、スパイ行為に先立つ職場での口論や処罰の高い

発生頻度である。これらがストレスの発生要因となり、ストレスに反応した

結果が個人の欲求、そしてスパイ行為へとつながるのである。 
多くの事例から、一般的にストレスがスパイ行為に至る影響を与えたこと

が明らかとなっている。特徴的なそれらストレス要因には次がある。 
 対人関係における対立又は衝突 
 犠牲感覚 
 負債の増加 
 降格人事又は転勤の不満 

 
図 2.5-２はスパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルであるが、

ストレスによる影響を明確に示している。個人の性癖が、図中の「行動上及

び技術的な懸念事項や違反事項」のように、職場に順応性のない行動、感情

的緊張、そして一般的には職場における口論を生み出している。これらの行

動上の指標は、それだけでストレスを生み出している。例えば、個人の性癖

は対人関係上の争いの要因となるのが一般的であり、その争いがさらに不公

平な犠牲感を自覚させ、復讐願望へとなるのである。また、個人の性癖は行

動上及び技術的なルール違反を生み出し、それがまた、同僚や上司との口論

を生み出し、スパイ行為者に対しさらなるストレスの発生要因となるのであ

る。このようなループは、非順応性行為、口論及びストレスを含め、組織の

認知や処罰とは独立に発生するのが一般的である。しかしながら図 2.5-2 が

示すように、組織が個人のこのような行動を検知し、それに対する処罰を下

すと、それがさらなるストレス要因の発生となり、個人の欲求をさらに増加

させることになるのである。また、処罰を含め、スパイ行為者と上司との間
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項 目 内 容 
の争いがエスカレートすると、これがスパイ行為に至る 大の原因であるこ

とも明らかにされている。 
検 証 ハンセンの場合、子供 6 人の私立学校教育費及び自宅のリフォームなどに

よる負債の増加が、ストレス発生要因となったことは顕著である。つまり、

債務上の金銭的ストレスが直接にスパイ行為に走らせたことになる。事実彼

は、供述書においても金銭が動機であるとしている。 
ハンセンの第Ⅲ期*スパイ行為に及ぶ以前に、ハンセンは FBI 女子職員に

対する暴言や暴行により 5 日間の停職処分を受けた。そして、このことがき

っかけとなり FBI の人事管理者は、それまでのハンセンのコンピュータ技術

専門知識による処遇上、大目に見てきた対人関係上の問題に目を瞑ることを

改め、FBI の本流からかけ離れた国務省の FBI 連絡室へ出向させたのであ

る。この処罰は、彼の数々のルール違反に対する 初で 後のものであった

だけに、ハンセンのストレス増大に大きく作用したに違いないと思われる。

また、この当時のハンセンは、その管理能力の欠如から、部下からも疎まれ

る存在にあったのである。このことも、国務省への派遣につながったはずで

ある。それまでの、どちらかといえば、まあまあ人並みの出世をしてきたハ

ンセンにとって、自尊心を打ち砕かれ、犠牲的感覚はさらに強められたこと

は想像に難くない。 
ハンセンの場合、性癖を源とする個人的欲求の発生に加え、負債や犠牲的

感覚の増加、さらには降格人事などに伴う彼の身に及んだストレス発生要因

がさらなる個人的欲求を増加させたことは否めない。図の R5 フィードバッ

ク・ループは、このような悪循環を示すものであるが、ハンセンの「行動上

及び技術的な懸念事項や違反行為」として明らかにされている事項には次が

ある。ただし、実際に処罰を受けたのは「女性職員に対する暴言」だけであ

る。 
 1981 年～1985 年のセンシティブ情報の不正開示 
 1987 年のセンシティブ情報の不正開示 
 1993 年のセンシティブ FBI 捜査情報の不正開示 
 1993 年の女性職員に対する暴言 
 1993 年のコンピュータ・システムへのハッキング 
 1995 年～1999 年の秘密区分指定情報への不正アクセス 
 1997 年のパスワード・クラッキング 

検 証 資 料 B1～B7 
備 考 ＊：第Ⅲ期スパイ行為とは、国務省に出向一向を命じられた後の、1999 年

～逮捕までの間を示す。 
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図 2.5-2：ストレス発生要因がスパイ行為に走る公算を高めている 

 
 

2.5.4 観察結果#3：懸念行動 

観察結果#3 の検証結果は、表 2.5-3 のとおりである。 
 

表 2.5-3：スパイ行為前に懸念行動あり 

 
項 目 内 容 

観察結果#3 多くの場合、懸念される行動がスパイ行為に至る前又はその行為中に観察

される。 
CERT 報告 スパイ事例研究における も重大な発見は、人的違反及びセキュリティ違

反を含む懸念行動がスパイ行為に先立って現れていたことである。つまり、

スパイの誰もが懸念行動を示していた。かつ、観察結果#2 に見られるように、

この懸念事項がストレス発生要因の出現とあいまってスパイ行為に至るス

パイラル要因をエスカレートさせていたのである。 
Keeney36によれば、インサイダー脅威研究において調査した IT 妨害行為

                                                  
36 「インサイダー脅威研究：Computer System Sabotage in Critical Infrastructure Sectors、カーネギ

ー・メロン大学システム・エンジニアリング研究所と合衆国シークレット・サービスとの共同研究、2005
年 5 月」 

欲求欲求 罰則罰則

ストレスストレス
性癖性癖

ｽﾄﾚｽ発生要因ｽﾄﾚｽ発生要因

行動上及び技術的な
懸念事項や違反事項

R5欲求欲求 罰則罰則

ストレスストレス
性癖性癖

ｽﾄﾚｽ発生要因ｽﾄﾚｽ発生要因

行動上及び技術的な
懸念事項や違反事項

R5
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の 80％が、妨害行為に先立って懸念行動による注目を引いたとされている。

これらの行動に含まれるものには、次がある。 
 遅刻、無断欠席 
 同僚との口論 
 業績の低下 
 セキュリティ違反 
 攻撃準備 

これらの行動が観察された事例中、97％のインサイダー行動が職場における

監督者、同僚又は部下の注目を引いている。さらに、これらインサイダーの

31％は、所属組織において過去に懲戒処分を受けたことがあるとされてい

る。これらの事例の 31％については、他の者が、インサイダーが計画した攻

撃に関連する計画、意図、活動の何れか又はすべての情報を持っていた。こ

の点について、58％のインサイダーは他の者に害をもたらす非妥協的感情、

不平、利害関係の何れか又はすべてを伝えており、20％の事例においては攻

撃に先立って組織又は個人に対する害を及ぼすという直接的な脅威を与え

ていた。 
 
図 2.5-３はスパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルであるが、

スパイ行為に至る前の懸念事項の出現を明確に示している。同図は、個人の

欲求が懸念事項の発生に影響を及ぼし、それがやがて生起するスパイ行為の

指標となっていることを示している。観察結果#1 から明らかなように、欲求

には不満を態度で示すこと、わがままを満足させること、及び人的不安全行

為に及ぶことが含まれている。 
要約すると、すべてのスパイがスパイ行為に至る前に懸念事項を現してい

る。 
検 証 スパイ行為に至る前の懸念事項の出現については、観察結果#2 の箇所で述

べたとおりであり、ハンセンの場合も数々の行動上及び技術的懸念事項が示

されている。 
組織がこれら懸念事項の検知を怠ったのが FBI であり、結果としてハンセ

ンのスパイ行為を許すこととなったのである。 
検 証 資 料 B1～B7(B3 の女性職員に対する暴言を除く) 
備 考  
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図 2.5-3：スパイ行為前の懸念行動の出現 

 
 

2.5.5 観察結果#4：警告 

観察結果#4 の検証結果は、表 2.5-4 のとおりである。 
 

表 2.5-4：スパイの技術的活動が組織に警告を発したはず 

 
項 目 内 容 

観察結果#4 組織は、スパイ行為が計画されたか又は実行中であることを、スパイの技

術的活動を監視することで警告を受けとることができる。 
CERT 報告 技術的指標とは、技術的な事象、状態又は活動であって、組織にとっては

リスクが高まっていることを示すものである。例えば、サボタージュ行為者

は、それを作成した者でしか分からない認可されていないアカウント、つま

りバックドア・アカウントを作成し、解雇後においてもシステムへのアクセ

スを容易にしている。スパイの場合は、技術的アクセスを利用して秘密区分

指定情報の収集を行うのが一般的である。両者の例とも、その技術的活動が

早期に検知されていれば、そのような悪意のある活動について組織に警告を

発することができ、結果として損害の局限化が図られたはずである。スパイ

事例における「有害行為」とは、文書の印字や情報のディスクへのコピーな

どの情報の窃盗が主である。これらの行為は、検知されなければ繰り返し継

続されるのが一般的である。スパイがこれらのアクセスを行う場合は、既知

のアクセス、つまり当該情報に対する正当なアクセス権を利用して犯罪行為

に及ぶのが一般的である。当然のことながら、組織がそのような活動に対す

る適切な監査と監視機能により注意を払っていたなら、技術的指標を観察で

きた時点でスパイによる有害行為を防止することができたか、又は早期に検

知できたはずである。 

欲求

行動上及び技術的な
懸念事項や違反事項

スパイ行為欲求

行動上及び技術的な
懸念事項や違反事項

スパイ行為  
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項 目 内 容 
 
図 2.5-４はスパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルであるが、

極めて重要な要素としての「信頼の罠」を示している。この信頼の罠（フィ

ードバック・ループ R2）は、強化ループとして捉えることができる。すな

わち、組織が示す従業員への信頼は、従業員によるスパイ行為をますますエ

スカレートさせる方に働くことを意味する。その理由は、組織が従業員のリ

スクに起因するガードを緩めることから、技術的指標を含む有害行為の発見

をますます低下させ、結果として安全であるという誤ったセキュリティ感覚

を組織が持ってしまうからである。信頼の罠フィードバック・ループ R2 は、

組織が感知するリスクが低下するにつれ、組織のスパイに対する信頼が増加

する傾向にあることを示している。組織がこれらの人物をより信頼するにつ

れ、組織は監査と監視への投入資源を少なくする傾向にある。結果として、

監査と監視のレベルが低下するにつれ、組織による有害行為の発見は低下す

る傾向にある。そして、組織が発見する有害行為が少なくなるにつれ、組織

が感知するリスクが低下するのである。この悪循環は組織の検知能力の確か

な低下を伴い、組織全体が巻き込まれるような重大な危殆化が明確となるま

で継続する。 
すべてのスパイ事例において、スパイ行為に先立って又はスパイ行為の間

に、秘密区分指定情報に対する不適切なアクセスの証拠が明らかとなってい

る。これらはすべて、スパイのアクセスを監査することによって発見できた

はずのものばかりである。 
検 証 FBIの事件データベース検索システム(Automated Case File: ACS)のログ

分析を実施していれば、FBI はハンセンの秘密区分指定情報に対する一連の

不正アクセスやダウンロードなどの行為を確認できたはずである。ハンセン

は供述の中で「ところで、彼ら(FBI)がコンピュータの利用状況を常に監視

していれば、おそらく、私がしたこと(情報の不正開示)について質問される

ことはなかったのだが・・・・・。だから、それ(監視されていないこと)が
私にマシンを利用させたのさ。監視されていれば、(FBI は)重要な情報の開

示を防ぐことができたかもしれないね｣と述べた。 
ハンセンは、FBI での経歴のほとんどをソ連・ロシアを対象としたカウン

ターインテリジェンス部門に就いていた。FBI の ACS は、捜査員が職務の

遂行上必要な情報にアクセスし、その円滑な活動を促進させる目的で 1995
年から運用開始となったものであるが、ハンセンに対しても当然のことなが

らこの ACS へのアクセス権が付与されていた。しかしながら、彼に対して

は 小限の技術的アクセス制御と監視が行われていただけであり、実際に
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は、彼はすべてのデータベースにアクセスすることができたのである。そし

て、ハンセンは様々な秘密区分指定情報にアクセスし、それをロシアに提供

したのである。 
実は、ハンセンはこの間を通じて ACS を頻繁にアクセスし、彼の氏名や

彼が利用したドロップサイトの住所の有無を ACS に問い合わせ、FBI が彼

の行動に不審を抱き捜査を行っているかどうかを確認したのである。このこ

とは、彼の逮捕の直前に行われた FBI のログ分析結果から明らかにされてい

る。ハンセンは FBI 内でスパイ狩りのための捜査が開始される都度、彼に関

する新たな情報を求めるため、繰り返し ACS に自身の関係を問い合わせ、

自身が捜査対象となっていないかどうかを確認したのである。実際にはハン

センに係る何らの捜査情報も ACS 上になく、それどころか FBI が CIA の人

物を不審に思い、捜査を開始した事実を知ることで、彼のスパイ行為をより

大胆にさせたのである。 
ACS は、個々のユーザーによる検索条件を含め、すべてのシステム・アク

セスのログを収集していた。しかしながら、ハンセンにスパイ事件に係る疑

いがかけられるまで、それらのログをレビューした者は FBI 内に誰もいなか

ったのである。また、ACS は極めて重大な事件に係るデータの秘匿を保つ先

進のセキュリティ機能を備えており、事件担当者は必要に応じこの機能を利

用することができた。しかしながら、このセキュリティ機能は複雑かつ理解

しがたいものであることから、この機能を利用した諜報員はごくわずかであ

ったとされている。組織が職員の情報アクセスについて監視していれば、組

織はハンセンのアクセスに気付き、捜査を行い、アクセスが彼の知る必要性

を超えたものであると知ることができたはずである。そして組織は、この情

報に基づいてハンセンに対するさらなる監視を行うことにより、スパイ活動

をより早期に発見することができたかもしれないのである。 
ハンセンの事例から得られる教訓は、信頼された職員に対する高度の秘密

区分指定情報へのアクセス権付与の度合いは、監査と監視のバランスがない

と、高いリスクをもたらすことになる、ということである。 
スパイによる も共通的な技術的前兆は、知る必要性外のデータへのアク

セスである。しかしながら、一般的に「アクセス・レベル違反が観察された」

というデータはない。なぜなら、秘密区分指定情報を管理する多くのシステ

ムは、承認レベルの区分を備えていないか、又は役割別アクセス制御を行っ

ていないからである。的確なアクセス承認レベルが実装されていれば、シス

テムは複雑となり、知る必要性外データへのアクセスは時間がかかるのでユ

ーザーをくじけさせることとなる。また、誰がどの情報にアクセスしたかを
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追跡し、管理者に知る必要性外のアクセスがあったことを警告することがで

きる。 
検 証 資 料 B4～B7、C2、C4、C5、C8、C9、表 4a 
備 考 ハンセンの無謀ともいえる ACS 検索データ・ログを見て、「ハンセンは

ACS のログ収集機能をうかつにも知らなかった」とする報道記事もあった

が、ハンセンはそのことについて無知であったのではなく、FBI がログ分析

など実施しないことを熟知していたのである。したがって、ハンセンは大胆

にも ACS を検索し、彼自身がスパイ狩りの対象者となっていないことを確

認できたのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5-4：信頼の罠 

 
 

2.5.6 観察結果#5：ルール違反の検知 

観察結果#5 の検証結果は、表 2.5-5 のとおりである。 
 

表 2.5-5：ルール違反の検知 
 
項 目 内 容 

観察結果#5 多くの場合、組織はルール違反の検知を無視するか又は怠っている。 
CERT 報告 組織がスパイ行為を結果として許してしまった 大の原因は、スパイのル

信頼信頼
有害行為
の発見

有害行為
の発見

リスクの感知リスクの感知 有害行為有害行為

技術的指標技術的指標

監査と監視

R2信頼信頼
有害行為
の発見

有害行為
の発見

リスクの感知リスクの感知 有害行為有害行為

技術的指標技術的指標

監査と監視

R2
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ール違反の検知を無視したか、又は検知を怠ったことにある。 

 
図 2.5-5 は、スパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルである

が、このルール違反の検知がスパイ行為の正否に大きな影響を与えているこ

とを明確に示している。同図は、スパイ行為におけるルール違反の検知に係

るいくつかの関係を示したものであるが、すべてのスパイ事例に当てはまっ

たことが明らかとなっている。 
ルール違反は、図 2.5-5 の右下に示されるように、行動的又は技術的なも

ののどちらであってもよい。これらのルール違反は、スパイによる有害活動

を容易にしている。例えば、悪意のある行為に利用するためのパスワード・

クラッカーのようなツールのダウンロードは技術的ルール違反であり、その

パスワード・クラッカーを実際に利用して他者のアカウントを入手する行為

は有害活動となる。図 2.5-5 には、3 つのフィードバック・ループ（B3、R3
及び B4）が示されており、以下にそれらについて説明する。 

 B3：時計方向回りのフィードバック・ループ B3 は、組織が十分な監

査と監視を講じている場合、検知された行動上及び技術的なルール違反

が処罰につながることを示している。B3 はこれら処罰の意図的な影響を

反映したもの、言い換えれば、従業員による将来の行動上及び技術的な

ルール違反の削減を意図したものである。ルール違反は削減されること

となる。なぜなら、スパイ行為者は、組織が彼の行動に注意を払い、そ

の行動に対して処罰を下す意図があると気付くからである。図中の「違

反行為者への罰則適用」は、組織がスパイ行為者の誤った行動に対して

どの程度の注意を払っているかをスパイ行為者が気付く程度による。そ

して、誤った行動に対してスパイ行為者が感知するリスクは高められ、

スパイ行為者は将来の処罰を回避すべくルール違反を犯さないようにな

る。 
 R3：スパイ事例では、組織が非技術的なルール違反の検知を無視し

たか、又はその検知結果に対する重大性の正当な評価を怠った、という

のが一般的であった。一方の技術的なルール違反に対しては、その検知

を怠ったというのがほとんどであった。フィードバック・ループ R3 は、

組織がルール違反を無視又は検知しなかった場合にどうなるかを示して

いる。組織が誤った行為に対して処罰しなかったか又は行為そのものを

検知しなかった場合、スパイ行為者が感知するリスクは低下し、スパイ

行為者によるさらなるルール違反を大胆にする。そしてこの大胆さが、

組織が防止しようとしている有害活動に結びつくおそれとなる。 
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 B4：R3 では、スパイ行為者が処罰を恐れ、さらなる違反行為を減ず

る望ましい方向へと働いている。しかしながら、スパイ行為者が違反行

為を隠ぺいすることで処罰に対向する場合もある。このようなスパイ行

為者の隠ぺいは、処罰の効果が意図するものではないが、スパイ行為者

がスパイ行為に十分深くはまり込んでいる場合にはごく自然なこととい

える。フィードバック・ループ B4 は、スパイ行為者によるこの得意な

対応を示している。スパイ行為者は感知するリスクが大きくなるにつれ、

ルール違反をよりうまく隠ぺいするようになり、結果として組織による

処罰は少なくなる。かくして、スパイ行為者はルール違反を止めること

なく、組織の監査と監視活動による「レーダー捜査範囲の下側を飛行」

することになる。 
検 証 ハンセンの事件は、管理者が規則違反を無視するか又は検知を怠ると何が

起こるかを示す好例といえる。 
FBI は検知したのであるが、ハンセンの秘密区分指定情報の頻繁な誤った

取り扱い(例：秘密区分指定文書を職場から自宅に持ち出そうと企てた)及び

女性職員に対する物理的攻撃に対しては 5 日間の定職処分に止め、事実上は

厳正に対処しなかったのである。 
行動上の違反事項というよりもその確認には 大の注目を払うべき行動

「ハンセンのスパイ行為」の疑いに係る通報が、次に示すように 2 件あった。

しかしながら、FBI は通報されたいずれの情報に対しても何らの処置もしな

かったのである。 
 1990 年：ハンセンの義弟(妻の弟)から、「ハンセンをスパイ行為で捜

査すべき」との FBI 本部への進言 
 1997 年：FBI 特別捜査員 Earl Pitts はスパイ行為の罪で逮捕された

際に、FBI による情報聴取の司法取引を持ちかけ、その情報聴取の中で

「ロバート・フィリップ・ハンセンにはセキュリティ上の懸念事項があ

る」と警告 
無視された技術的指標には、システム管理者のパスワードを入手するため

のパスワード・クラッカーの利用及び彼の監督者のコンピュータに対するプ

ロービングが含まれている。ハンセンは国務省に派遣されているとき、彼の

コンピュータにパスワード・クラッカーをインストールしたのである。彼は、

その件について発見されると、カラー・プリンターをインストールするため

に管理者のパスワードが必要であると主張したのである。この説明が受け入

れられ、ハンセンは何の咎めも受けなかったのである。また、ハンセンは、

彼の上司のコンピュータにプロービングを行っているのを発見されたとき
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項 目 内 容 
も「FBI システムのセキュリティの欠陥を立証するために行った」と弁解し

たが、この行為に対してもハンセンは何ら咎められることはなかったのであ

る。その後の彼の技術的活動に対する監視の強化も行われなかったのであ

る。ハンセンはこれらの不正行為の他にも、知る必要性がない情報に対して

何度もアクセスを試み失敗しているが、FBI はハンセンのこのような不正行

為のほとんどについて検知することはなかったのである。 
しかしながらハンセンは、パスワード・クラッキング事件及びハッキング

事件について、FBI のその後の警戒をリスクとして捉え、以降はソーシャ

ル・エンジニアリングによる情報の収集を試みている。これはあくまでも自

身の不正行為を隠ぺいするためであり、図のフィードバック・ループ B4 に

該当するものである。 
検 証 資 料 B1～B7、C4～C9、表 4a、R1、R2 
備 考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5-5：組織のルール違反検知の無視又は怠慢がもたらす有害行為 
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2.5.7 観察結果#6：アクセス制御 

観察結果#6 の検証結果は、表 2.5-6 のとおりである。 
 

表 2.5-6：物理的及び電子的アクセス制御の欠落 

 
項 目 内 容 

観察結果#6 物理的及び電子的アクセス制御の欠落が、スパイ行為を容易なものとして

いる。 
CERT 報告 すべてのスパイ事例において、物理的又は電子的アクセス制御のいずれか

又は両者が欠落しており、このことが不法な活動を容易なものとしている。

物理的アクセス制御とは、建物、建物内の部屋又は室内の設備を含め、組

織の施設へのアクセスを制限することである。また、電子的アクセス制御と

は、コンピューティング及びネットワーク資源へのアクセスを制御すること

であり、これにはそれら資源への物理的アクセス又は遠隔アクセスのいずれ

かが前提条件となっている。 
ほとんどの場合、インサイダーにはある程度のアクセス権が監督や管理下

におかれることなく付与されており、このことが犯罪行為に及ぶことを可能

にするとともに、組織はそのガードを下げることになる。そしてスパイ行為

者は、悪意のある活動を実行するため、与えられた物理的又は電子的アクセ

ス権の利用をエスカレートさせるのである。 
 
図 2.5-６はスパイ事例に基づくシステム・ダイナミクス・モデルであるが、

スパイ行為におけるこのようなアクセス制御の係りを明確に示している。以

下に、同図に示す 4 つのフィードバック・ループについて説明する。 
 R2：フィードバック・ループ R2 は、観察結果#4 の信頼の罠を幾分

簡略化したものとなっている。この強化ループ R2 は、組織がインサイ

ダー脅威から感知するリスクが低下するにつれ、組織が監査と監視に費

やす資源を少なくする傾向にあることを示している。この結果として、

組織による有害活動の検知能力は低下することとなる。有害活動の検知

が低下するにつれ、組織は「このような事象は決して起こらない」とし

た誤った印象を発現させ、そこで組織の感知リスクをさらに低下させる

こととなる。 
 R3：R2 で述べたダイナミクスがフィードバック・ループ R3 に見ら

れることに注意していただきたい。ただし、一つの具体的な有害活動で

ある不正アクセスを除くものとする。この R3 の悪循環は、組織の検知

能力が確実に減退する限り継続することとなる。 
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項 目 内 容 
 B5：フィードバック・ループ B5 は、組織がユーザーの認可レベルを

強化するため、組織が感知したリスクに基づいてアクセス制御レベルを

変更した場合にどうなるかを描いたものである。このフィードバック・

ループの特徴は、組織が感知したリスクとつりあったレベルでのアクセ

ス制御の設定を示していることである。仮に、信頼の罠が組織の感知リ

スクを低下させたとすると、アクセス制御も低下することとなり、イン

サイダーは行動上及び技術的なルール違反の両者とも以前にも増して容

易に実行することができるようになる。このことが、組織が避けようと

願っている有害活動に結びつくこととなる。感知リスク・レベルが低下

すると、信頼の罠にはまって、再び監査と監視のレベルが低下すること

となる。そして、このことが有害活動の発見を遅らせ、組織の損害をさ

らに拡大する結果となり得るのである。 
 B2：フィードバック・ループ B2 は、前記のフィードバック・ループ

B5 と同様である。ただし、アクセス制御により認可レベルを強化するの

ではなく、認可レベルそのものを強化するものである。組織が感知する

リスクが低ければインサイダーによるアクセスは増加し、インサイダー

に悪意があれば組織はより大きな損害を被ることとなる。B2 及び B5 ル

ープの両者とも、正確なリスクの感知が維持されていれば、組織は適切

なレベルでの認可及びアクセス制御を維持することができる。 
検 証 FBI の ACS のアクセス制御に係わるスパイ事件として、Aragoncillo 事件

がある。彼に対しては、ACS 内のフィリピンに係る情報についてのアクセス、

ダウンロード又は印字が許可されていなかった。しかしながら、この許可に

係る制限がアクセス制御に反映されていなかったのである。彼は、7 ヶ月間

にわたり FBI の ACS にフィリピンのキーワードで検索を行い、101 件のフ

ィリピンに係る秘密区分指定情報を入手し、フィリピンの高官に伝送してい

たのである。当然のことながら、彼の ACS アクセスに係るログ収集は行わ

れていたが、彼の不正行為の間に一度もレビューされたことはなかったので

ある。 
このことは、ハンセン事件についても全く同じことがいえる。ACS には厳

正なアクセス制御に対応する機能が備えられていた。しかしながら、情報を

アップロードする際のアクセス制限の付与方法についての教育がほとんど

行われていなかったこと、また、例え方法を知っていたとしても知る必要性

に基づく厳正なアクセス制限を行っていなかったことから、ACS へのアクセ

ス権を持つ FBI 職員に対しては、実質的にオープンな状態に置かれていたの

である。 
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項 目 内 容 
ハンセン及び Aragoncillo の両事件とも、認可レベルの厳正を期すための

アクセス制御が実施されていないと、スパイ行為が如何に簡単に行えるかを

例証している。さらに、不十分な監視と監査によって、スパイが長期間に及

び情報の不正入手を行い得るかを示している。ログを一目見ることにより、

許可されていないこと及び不審と思われることが判別できたのであるが、

FBI はこれを怠ったのである。 
 
FBI の物理的アクセス制御は、情報セキュリティの原則である「知る必要

性」を誤って解釈したとしか思えないほどずさんなものであった。ハンセン

事件においては、次のような実態が明らかにされている。 
 2001 年のテロ攻撃の直後、FBI は捜査業務の優先性及び効率性を掲

げ、ACS のアクセス制御を撤廃した時期があった。 
 FBI 本部内はオープン保管用のセキュア区域として定められ、シーク

レットの秘密区分指定資料は本部内を自由に持ち運びすることができ、

かつ、勤務時間中は机などの上に放置されていても問題とされなかった。

 ハンセンが FBI ニューヨーク支部の犯罪部特別捜査班に勤務時、同

支部の秘密区分指定情報が保管されている保全室への立入制限はなく、

誰でも自由に、かつ、監視されることがなかった。 
 
FBI の物理的アクセス制御のずさんさについてハンセンは「セキュリティ

は手ぬるかった。だから、FBI 本部から文書を持ち出すことができた。しか

も、注意深く組織立てて調べられたり、じっと見られたり、又は関心をもた

れたれる、というようなリスクを持つこともなくね」と供述している。 
検 証 資 料 B3、B5、B7、C4、CS1、D1～D3、E1、M1、M2、SD1 
備 考  
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図 2.5-6：アクセス制御の欠如が有害行為を促進 
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2.6 ハンセン事件の教訓 

ここでは、「2.4 ハンセン事件のスイスチーズ・モデルによる分析」及び「2.5 ハンセン

事件のシステム・ダイナミクス・モデルによる分析」の両分析結果に基づき、ハンセン事

件から得られるセキュリティ上の教訓について述べる。 
 

2.6.1 教訓の項目について 

教訓の項目選定と独立性、及びスイスチーズ・モデル(SCM)とシステム・ダイナミクス・

モデル(SDM)による分析結果の統合については、次のように考える。 
 

(1) 教訓の項目選定と独立性 

穴の開いた個々のスイスチーズ片を教訓の項目とする。 
チーズ片は情報セキュリティの多層防衛戦略における個々の防衛層を示すものであり、

それら防衛層を強化することはセキュリティを強化すること、すなわち教訓とすることが

できる。 
2.4 項及び 2.5 項から、それぞれ 12 件及び 6 件の分析結果が明らかにされている。SDM

分析による観察結果#1～#6 は、相互に関連付けられた一つのダイナミクス・モデルとして

表すことができるものであり、個々に独立したものではない。この件に関しては SCM によ

る分析項目も同様であり、ある項目は前後の項目に関連付けられている。 
とはいえ、これら SCM 及び SDM 両者は、それぞれその分析項目間に因果関係が存在す

るものの、いずれも多層防衛を構成する個々の防衛層(チーズ片)の役割を担うものであるこ

とから、教訓の導出に関しての独立性に影響を及ぼすものではないと判断できる。 
 

(2) SCM 及び SDM 分析結果の統合 

表 2.6-1 は、SCM と SDM の分析結果について、SCM 分析項目を主体に SCM と SDM
との対応付けを行ったものである。同表から明らかなように、関連付け結果は 1 対 1 の対

応とはなっていない。かつ、同じ行に位置する項目同士であっても、実際には両項目間の

分析範囲は必ずしも同じではない。しかしながら、教訓の導出に際しては、SCM 分析項目

に対応付けられた SDM 分析項目の内容を含めることは可能である。また、「SDM 分析項目」

の欄に示す「－」の記号は観察結果にない事項を示すが、これは SDM の対象が IT 関連に

限定されたことによるものである。 
以上から、教訓の導出に当たっては、全項目を網羅する「SCM 分析項目」欄の 12 の項

目について行うものとし、その中に関連する「SDM 分析項目」欄の観察結果の内容含める

こととする。 
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表 2.6-1：SCM 及び SDM 分析項目の対比 

 
SCM 分析項目 SDM 分析項目 

1 物理的セキュリティ － 
2 コピー － 
3 アクセス制御 観察結果#6：アクセス制御 
4 教育訓練 － 
5 コンピュータ知識 観察結果#4：信頼の罠 
6 罰則 観察結果#3：懸念行動 

観察結果#5：ルール違反の検知 
7 インシデント管理 観察結果#3：懸念行動 

観察結果#4：信頼の罠 
観察結果#5：ルール違反の検知 

8 評価・承認 － 
9 金銭開示 － 
10 経歴調査 観察結果#1：性癖 

観察結果#2：ストレス 
観察結果#4：信頼の罠 

11 セキュリティ文化 － 
12 管理者の意識 － 

 
 

2.6.2 教訓の導出 

以下の 12 件のサブ項目の各々について、教訓を求めることとする。結果を次の項目から

なる表形式で示す。 
 

 内 容：教訓の内容を示す。 
 理 由：上記教訓の導出に至った理由を要約して示す。細部の理由については、

表 2.6-1 の SCM 及び SDM 分析項目の各々に係わる 2.4 項及び 2.5 項のサブ項目に示

す記述内容を参照されたい。 
 
なお、表中に「センシティブ情報」又は「センシティブ文書」の用語があるが、これは

秘密区分指定情報/文書(トップシークレット、シークレット及びコンフィデンシャル指定情

報/文書)並びに秘密区分の指定がないが秘密区分指定情報/文書と同様に取り扱う情報又は

文書の両者を示す場合に利用している。 
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内 容  
理 由  

 
 

2.6.2.1 物理的セキュリティの確立 
物理的セキュリティの確立に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-2 のとおりである。 
 

表 2.6-2：物理的セキュリティの確立 

 
内 容 (1) 秘密区分指定情報などのセンシティブ情報の保管及び閲覧は定められた

保全区域に限定するとともに、知る必要性のある者だけが当該情報にアクセ

スし利用できるようにすること。 
(2) 同区域に出入りする者に対してアクセス許可バッジなどの装着を徹底さ

せるとともに、警備員による行動の監視、手荷物検査などによるセンシティ

ブ情報の持ち出し監視を強化すること。 
理 由 (1) ハンセンは、事実上、何らの監視も行われていなかったことから、知る必

要性範囲外の情報を含め、秘密区分指定情報等に容易にアクセスし、誰にも

不審がられることなく外部へ持ち出すことができた。 
(2) 警備員は監視に係る特別の訓練を受けていず、検知スキル上の欠陥があっ

た。 
 
 

2.6.2.2 不正コピーの防止 
不正コピーの防止に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-3 のとおりである。 
 

表 2.6-3：不正コピーの防止 
 

内 容 (1) 情報システムからセンシティブ情報ダウンロード後の可搬磁気媒体への

コピーについて制限すること。 
(2) センシティブ文書のハード・コピーについては、許可制とすること。 
(3) センシティブ文書のハード・コピーは 小限に止めるとともに、その管理

は原本と同様にすること。 
理 由 (1) ハンセンは、事件データベース検索システム(ACS)内のセンシティブ情報

にアクセス、ダウンロードし、フロッピー・ディスクなどにコピーして持ち
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出した。また、センシティブ文書についても自由にコピーすることができた。

(2) ハンセンは、同僚からの不審の目が予想される場合、センシティブ文書を

屋外に持ち出し、駐車場の私有車内で写真撮影を行った。 
 
 

2.6.2.3 アクセス制御の徹底 
アクセス制御の徹底に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-4 のとおりである。 
 

表 2.6-4：アクセス制御の徹底 
 

内 容 (1) アクセス制御は、クリアランス・レベルではなく、知る必要性に基づくも

のとすること。 
(2) センシティブ情報の作成及び管理を行う者は、知る必要性が誰なのかを明

らかにした上、アクセス権を付与すること。 
(3) アクセス権を付与した者が人事異動となる場合は、異動前にそのアクセス

権を確実に無効化すること。 
(4) センシティブ文書についても、知る必要性に基づくアクセス制御を行うこ

と。 
理 由 (1) ほとんどの場合、インサイダーにはある程度のアクセス権が監督や管理下

におかれることなく付与されており、このことが犯罪行為に及ぶことを可能

にしている。 
(2) FBI のアクセス制御の実態は、知る必要性ではなくクリアランス・レベル

によるものであった。結果として、トップシークレット・クリアランスを持

つハンセンは、事件データベース検索システム（ACS）内ファイルのほとん

どにアクセスすることができた。 
(3) ACS はアクセス制限機能を備えていたが、ファイル作成者がファイルを

アップロードする際のアクセス制限機能の利用に係わる十分な教育を受け

ていなかったことから、ACS にセンシティブ情報がアクセス制限なしでフ

ァイルされていた。ハンセンが不正アクセスを行った約 500 件のファイル

は、この種のアクセス無制限ファイルであったが、本来的には制限すべきセ

ンシティブ・ファイルであった。 
(4) センシティブ文書の保管区域への立入についても、知る必要性に基づく文

書へのアクセス制限が行われていなかった。 
 
 



 2-93

2.6.2.4 意識向上及び訓練内容の充実 
意識向上及び訓練内容の充実に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-5 のとおりである。 
 

表 2.6-5：意識向上及び訓練の充実 
 

内 容 (1) 意識向上及び訓練教育プログラムを確立し、維持すること。 
(2) 意識向上プログラムのセキュリティ・リテラシーでは、情報システムのセ

キュリティ機能の利用について熟知させ、適切な利用を行わせること。 
(3) 訓練プログラムでは、情報セキュリティに係わる役割に応じた訓練を受け

させ、その任務達成のためのスキルを身に付けさせること。役割には、セキ

ュリティの維持に直接係わる者だけでなく、調達、開発なども含めること。

(4) 可能ならば、セキュリティの維持に直接かかわる者に対しては認定資格制

度を導入すること。 
(5) 認定資格を保有する者及びセキュリティ専門家に対するキャリアパスを

考慮すること。 
(6) 警備要員及び経歴調査要員に対しても、任務を遂行し得るスキルを身に付

けさせるための訓練を実施すること。 
理 由 (1) 技術的セキュリティが日々進展する昨今にあっても、意識向上及び訓練は

も費用対効果のある情報セキュリティ対策であり、管理策であり、そして

強固な防衛層を組織に提供するチーズ片となり得る。 
(2) ACS のアクセス制御機能も、セキュリティ・リテラシーに係わる意識向

上を怠ったため、実質的に何の制御機能も発揮することができず、ACS は

オープンな状態に置かれ、ハンセンのセンシティブ情報へのアクセスを容易

なものとした。 
(3) 情報セキュリティ監査は、セキュリティ専門家の不在もあり、監査スキル

欠如のまま実施され、情報セキュリティ上の何らの欠陥も発見できず、結果

として FBI の情報セキュリティ維持の放棄につながった。 
(4) ハンセンのハッキング行為及びパスワード・クラッキング行為に対し、セ

キュリティ担当者のスキル不足により IT 技術面でハンセンに打ち勝てず、

違反行為として罰則を科すことができなかった。 
(5) 警備要員は、センシティブ情報の不正な持ち出しを検知できるスキルを身

に付けていなかった。 
(6) 経歴調査を実施する調査要員のスキルは不十分であり、形式的な調査に終

わったため、ハンセンのスパイ行為の嫌疑に至らなかった。 
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2.6.2.5 IT 専門家に注意 
IT 専門家に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-6 のとおりである。 
 

表 2.6-6：IT 専門家に注意 
 

内 容 (1) IT 専門家(セキュリティ技術に長じている者、IT システム開発者、システ

ム管理者など)に対しては、セキュリティ上の監視を強化すること。 
(2) セキュリティ専門家に対するキャリアパスなどを設け、しかるべき処遇を

行うこと。 
理 由 (1) ハンセンは、ACS 開発の支援、パスワード・クラッキングやハッキング

など、コンピュータ知識に長けていたばかりではなく、ソーシャル・エンジ

ニアリングの技法も身に付けていた。このような IT 技術に長じている者に

対しては、モニタリングを怠らず、不審な行動の早期検知により組織として

の対応を万全にする必要がある。 
(2) IT 技術者がセキュリティ違反行為に及ぶ主な要因の一つに、処遇面での

不満があると CERT のインサイダー研究報告37は述べている。組織における

企業機密防衛のため、今後ますますのセキュリティの重要性を考慮するので

あれば、セキュリティ専門家に対するキャリアパスの設置は喫緊の 重要課

題である。 
 
 

2.6.2.6 適時適切な罰則の適用 
適時適切な罰則の適用に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-7 のとおりである。 
なお、罰則の適用に当たってのインシデントの発見は、次項の「実効性のあるインシデ

ント管理」によるものとする。 
 

表 2.6-7：適時適切な罰則の適用 
 

内 容 (1) セキュリティ違反行為又はその前兆行為を早期に検知し、罰則を適用する

ことにより、さらなる違反行為拡大を抑止すること。 
(2) IT の利用に係る違反行為、職場における勤務態度や同僚・上司との人的

関係問題など、組織の行動規範に反する行為を集中的に管理し、適時適切な

罰則を適用すること。 
(3) 単に罰則を適用するだけでは、再発防止を期待できない。軽微の違反行為

                                                  
37 Common Sense Guide to Prevention and Detection of Insider Threats, Version 3.1, January 2009, 
CERT 
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が度重なるなどに対しては、カウンセリングなどの精神衛生管理面を考慮す

ることにより、違反行為に至った根本原因の排除に努めること。 
(4) 上司は、部下の勤務態度や行動をモニタし、違反行為の未然防止策を講ず

ること。 
理 由 (1) 違反行為の早期検知と罰則を伴う早期対応は、再発防止のための応急的対

応であり、一時的ではあるが、即効性を期待できる。しかしながら、その根

本原因の治癒に至るものでないことから、違反行為の再発防止策としては不

十分である。 
(2) 潜在的スパイ行為者は、いきなり情報の不正アクセス・収集に及ぶことは

ない。スパイ行為に及ぶ以前に、その前兆行動として、何らかの技術的又は

行動的な違反行為が観察される。したがって、そのような前兆行動を集約し、

軽微であればカウンセリングなどを受けさせることで、さらなるスパイ行為

への発展を阻止すること又は思いとどまらせることが可能となる。 
(3) このため、組織及び職場の管理者は、従業員の日ごろの行動をモニタでき

る機能、能力を備え、早期対応に留意しなければならない。 
 
 

2.6.2.7 実効性のあるインシデント管理 
実効性のあるインシデント管理に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-8 のとおりである。 
なお、ここでのインシデント管理は、情報システムに係るインシデントに限定するもの

ではなく、従業員の日々の勤務態度や行動などに係るインシデントも対象とする。また、

インシデント検知及び分析結果に伴う罰則の適用については、前項の「2.6.2.6 適時適切な

罰則の適用」によるものとする。 
 

表 2.6-8：実効性のあるインシデント管理 
 

内 容 (1) 情報システムに対するインシデント検知のためのモニタリング及び分析

機能を備え、これを積極的に活用し、早期検知に努めること。 
(2) 上記分析に当たる要員を確保するとともに、同要員に対する分析スキル確

保の訓練を受けさせること。 
(3) 上司は、部下の行動に係るインシデント検知スキルを身に付けること。 
(4) 組織は、その軽重を問わず、組織が定めた行動規範に従業員が何らかの違

反行為に及んだ場合に対処するため、それらについての具体的要領を定めた

通報制度を確立するとともに、個々の従業員に係る違反行為について集中管

理し、予め定めたしきいちを超えた場合は、カウンセリングや罰則の適用に

移行すること。 
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理 由 (1) ハンセンが情報収集する際に不正アクセスを行った FBI の事件データベ

ース検索システム(ACS)にはログ収集機能があったが、FBI はこれを活用し

なかった。ハンセンにスパイ行為の嫌疑が及んだ段階でログ分析を行った結

果、スパイ行為を臭わすデータが明らかにされた。 
(2) ハンセンのスパイ行為疑惑に関して 2 件の通報があったにもかかわらず、

FBI はこれを結果的に無視した。通報制度の確立とその順守が履行されてい

れば、ハンセンのスパイ行為が約 20 年間にも及ぶことはなかったはずであ

る。 
(3) FBI は、ハンセンのパスワード・クラッキング、同僚の PC へのハッキン

グ及びソーシャル・エンジニアリング行為を検知したにもかかわらず、通報

制度とその細部手順が未確立であったため、ハンセンのセンシティブ情報へ

の不正アクセス行為を阻止することができなかった。 
(4) FBI では情報システムに係る不正行為や人的行動に係わる違反行為など

を異なる組織が別個に管理していたため、これら行為を総合的に管理し、そ

の結果に基づく適時適切な対応ができなかった。 
 
 

2.6.2.8 厳正な評価・承認の実施 
厳正な評価・承認の実施に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-9 のとおりである。 
なお、この評価・承認には、その構成要素としての情報セキュリティ維持のための技術

的、運用的及び管理的管理策の評価、すなわち一般的なセキュリティ監査も含まれる。 
 

表 2.6-9：厳正な評価・承認の実施 
 

内 容 (1) 組織は、情報システムのリスク管理枠組みに従った評価・承認プロセスを

確立の上履行し、セキュリティの維持に万全を期すこと。 
(2) 評価の結果明らかにされたリスクの処置については、組織のエンタープラ

イズ・リスク管理との整合を図った是正処置対策計画を立案の上、確実な処

置を行うこと。 
(3) 評価・承認プロセスの確立に当たっては、 新のセキュリティ慣行を採用

すること。 
(4) 承認後のセキュリティ維持を確保するため、継続的な監視を行い、セキュ

リティの維持に努めること。この継続監視には、構成管理の実施、構成管理

結果に基づくセキュリティ・インパクト分析の実施及び管理策の有効性の評

価を含めること。 
(5) 継続監視の結果、再評価・承認プロセスが必要になった場合は、速やかに
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実施すること。 
理 由 (1) 情報システムのセキュリティを維持するためには、セキュリティに係わる

継続した監視を行い、脅威や技術の進展及びシステム・コンポーネントの変

更・改訂を含む情報システムの運用環境及びセキュリティ環境に対応しなけ

ればならない。 
(2) とりわけ、評価・承認プロセスにおける評価には、組織の技術的管理策は

無論のこと、運用的及び技術的管理策の評価が含まれることから、組織のセ

キュリティに係わるすべての管理策について、その改善の要否が明らかにさ

れることとなる。 
(3) FBI は、50 以上もの情報システムを運用しておきながら、この評価・承

認プロセスが適用されたのはごく一部のシステムだけであった。このような

ことから、セキュリティ監査の実効性の欠如に始まり、教育の怠慢、事件デ

ータベース検索システム(ACS)ログ分析の怠慢など、すべての管理策に穴が

開いた状態のままで放置されたか又は穴を押し広げる結果となった。 
 
 

2.6.2.9 資産状況の確認 
資産状況の確認に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-10 のとおりである。 
なお、資産状況の確認は経歴調査の一項目として実施されるべきものであるが、組織に

おける資産状況の問題重要視程度によっては、経歴調査とは分離して行うのが妥当である

と思われる。ちなみに、FBI の経歴調査には「金銭的責任事項(Financial Responsibility)」
の項目が含まれている。 

 
表 2.6-10：資産状況の確認 

 
内 容 (1) 国家の安全保障に係る秘密区分指定情報を取り扱う組織は、クリアランス

を保有する従業員に対して資産状況開示を求め、説明のつかない資産の取

得、収入とつり合わない過度の債務などの金銭上のぜい弱性について把握す

ること。 
(2) 金銭上のぜい弱性が高い場合は、監視を強化するとともに、異動やクリア

ランスの失効処置などを講じてリスクの発現を抑止すること。 
理 由 (1) スパイ行為への発展及び継続の動機付けの主たるものは、金銭的欲求であ

る。したがって、クリアランスを保有する従業員の資産状況を確認すること

により、過度の債務を負う者及び給与に見合わない住宅の取得者に対する監

視の強化並びにスパイ行為の早期検知が可能となり、情報漏えいのリスクを

低減することができる。 
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(2) ハンセンの場合、過度の負債、住宅のリフォーム、ストリッパー嬢への貢

物など、給与に見合わない資産状況にもかかわらずその確認を怠ったこと

が、スパイ行為の早期検知を果たせなかった主要要因の一つとなっている。

 
 

2.6.2.10 信頼度の高い経歴調査 
信頼度の高い経歴調査に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-110 のとおりである。 
 

表 2.6-11：信頼度の高い経歴調査 
 

内 容 (1) 国家の安全保障に係わる秘密区分指定情報を取り扱う者に対するクリア

ランスの付与は、信頼度の高い経歴調査に基づいて行うこと。 
(2) 経歴調査を行う者は、調査に係るスキル確保のための訓練を受けること。

(3) 経歴調査を行う者に対しては、必要な情報を漏れなく提供すること。 
(4) 経歴調査には、思想や誠実性などだけでなく、性格、職場での行動、偏見、

飲酒、賭け事、資産状況など、潜在的スパイ行為者の素地となる事項を含め

るとともに、詳細かつ信頼度の高い調査内容とすること。 
(5) 定期的経歴再調査の受査を怠った者に対しては、クリアランスの失効処置

を講ずること。 
理 由 (1) ハンセンは「自分に対する FBI の経歴調査内容は適切であった」と、皮

肉を込めて供述している。 
(2) ハンセンの性格は、スパイ行為に走る十分な動機付けとなり得るものであ

った。しかしながら、性格に係る調査は行われなかった。また、関連する資

料も調査者に提供されることはなかった。 
(3) ハンセンの資産状況は給与とつり合うものでなかったが、この件に関して

も調査されなかった。 
(4) ハンセンの不審な行動、暴言、セクハラ問題についても経歴調査及び経歴

調査に基づくクリアラン裁定時において考慮されなかった。 
(5) FBI における経歴調査は十分なスキルを備えていない FBI 退職者が実施

しており、その調査の実施は形式的なものにすぎなかった。 
(6) ハンセンは職務遂行上の多忙を理由に再調査を拒否したことがあったが、

FBI の再調査プログラムはこれを受け入れてしまったことがあった。 
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2.6.2.11 セキュリティ文化の醸成 
セキュリティ文化の醸成に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-12 のとおりである。 
なお、セキュリティ文化の確実な醸成を左右するのは、次項に述べる「管理者のセキュ

リティ意識の確立」である。 
 

表 2.6-12：セキュリティ文化の醸成 
 

内 容 (1) 組織内の管理者を含む全従業員がセキュリティの重要性を認識し、セキュ

リティの維持に積極的に取り組む企業文化、すなわちセキュリティ文化の醸

成を推進し、組織としての堅固なセキュリティ・チェーンを構築すること。

(2) セキュリティ専門家に対するキャリアパスの設置、セキュリティ強化月間

の開催、セキュリティ改善表彰制度など、セキュリティ文化の醸成促進策を

講ずること。 
理 由 (1) リスクアセスメントの結果、そのリスクを低減する目的で規定された管理

策が如何に綿密かつ詳細で優れていても、ユーザーがその履行を怠れば、す

べては水泡に帰すことになる。 
(2) ユーザーがセキュリティの重要性を認識し、業務遂行上多少の不便さを感

じるものの、積極的に管理策を順守する気構えを持たない限り、組織のセキ

ュリティを維持することは困難である。 
(3) 組織のセキュリティを維持するため、上記のような組織の雰囲気を一掃

し、従業員にセキュリティに積極的に取り組ませるためには、セキュリティ

文化の醸成が不可欠である。 
(4) 2002 年に改訂された OECD のセキュリティ 9 原則は、セキュリティ文化

の重要性を訴えている。 
(5) 捜査業務を何事につけても 重要視する姿勢のFBIセキュリティ文化は、

無いに等しいものであった。その結果として、FBI は、約 20 年にも及ぶハ

ンセンのスパイ行為を、容疑の確定に至る 後まで、自らの努力で検知する

ことはできなかった。 
 
 

2.6.2.12 管理者のセキュリティ意識の確立 
管理者のセキュリティ意識の確立に係る教訓の内容及び理由は、表 2.6-13 のとおりであ

る。 
なお、ここで述べる「管理者」は経営陣を意味するものである。 
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表 2.6-13：管理者のセキュリティ意識の確立 
 

内 容 (1) 管理者は、組織の情報及び情報システムが極めて重要な組織資産であるこ

と、並びに情報漏えい等のセキュリティ被害が組織の存亡にも係る昨今の IT
社会を再認識し、それらの保護及び被害極限にセキュリティが不可欠である

意識を確固たるものとすること。 
(2) 管理者は、上記の確固たるセキュリティ意識に基づく組織の人的及び金銭

的資源配分は無論のこと、セキュリティ専門家のキャリアパス設置などの人

事管理的処遇、並びにセキュリティ意識向上及び訓練プログラムを重視する

こと。 
(3) 管理者は、上記の重要性を認識し、組織のセキュリティ維持に積極的な参

画すること。 
(4) 組織は、セキュリティ上の重要課題について管理者に直言できる道筋を確

立すること。 
理 由 (1) FBI のセキュリティ維持体制の 大の欠陥は、管理者のセキュリティ意識

の欠如にあった。 
(2) このセキュリティ意識の欠如は、捜査業務の 優先、組織のセキュリテ

ィ・プログラムに対する貧弱な資源配分、セキュリティ文化醸成の阻止など

を源流として、セキュリティ欠陥だらけの汚染された水を下流のユーザーに

流し、極めてぜい弱な組織としてのセキュリティ・チェーンの形成を余儀な

しとし、ハンセンの約 20 年にも及ぶスパイ行為を野放しにする結果となっ

た。 
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2.7 我が国の事例 

ここでは、我が国のカウンターインテリジェンス(CI)に係る事例について、その概要、問

題点及び改善点、動機、並びに筆者の事例分析結果を所見として述べる。 
 
CI に係る国内事例として次の 6 事件を選定し、分析を行った。 
このうち、三菱 UFJ 証券顧客情報流出事件については、CI と直接の関わりはない。しか

しながら、昨今の個人情報漏えい事件の動機が金銭目的であり、かつ、その引き金となっ

た性格やストレスは、CI 問題を論ずる場合にも関係すると思われ、あえて分析の対象とし

た。また、イージス艦情報漏えい事件についても CI と直接の係わりがないが、この事件の

発覚経緯が中国人を妻とする海上自衛隊員 2 等海曹宅からの、特別防衛秘密が記憶された

ハードディスクの発見であることを考慮すると、CI を論ずる上での貴重なデータとなり得

ることから分析に加えた。 
デンソー事件は、中国の情報収集活動に係る事件として分析対象としたものであるが、

中国の情報収集手段の典型的な手口を代表している。 
残りの 3 つの事件は、ソ連及びロシアのインテリジェンス機関が関与していると思われ

る事件であり、我が国のインテリジェンス脅威に対する無知・無防備な国民性を典型的に

現す事件と考えられることから分析の対象としたものである。 
 
(1) 三菱 UFJ 証券顧客情報流出事件(2009 年 4 月) 
(2) デンソー事件(2007 年 3 月) 
(3) サベリエフ事件(2005 年 10 月) 
(4) ボガチョンコフ事件(2000 年 9 月) 
(5) 内閣情報調査室情報漏えい事件(2008 年 1 月) 
(6) イージス艦情報漏えい事件(2007 年 12 月) 
 
なお、各事件について表形式でまとめたが、各欄の記述要領は次のとおりである。 

 概要：事件の概要を示す。 
 問題点及び改善点：報道や当該組織が示した問題点及び改善点を示す。 
 動機：事件に至った違反者の動機を示す。 
 所見：防衛的 CI の観点から、筆者の分析結果を示す。 
 出典：上記の概要、問題点及び改善点並びに動機欄記述内容の出典を示す。 

 
2.7.1 三菱 UFJ 証券顧客情報流出事件 

三菱 UFJ 証券顧客情報流出事件の概要、問題点及び改善点、動機並びに所見は、表 2.7-1
のとおりである。 
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表 2.7-1：三菱 UFJ 証券顧客情報流出事件 

 
事件名 三菱 UFJ 証券顧客情報流出（不正アクセス禁止法違反） 
年 月 2009 年 4 月 
概 要 三菱 UFJ 証券の元部長代理（44）は 2009 年 2 月、同社が管理している個人口

座 1,486,651 人分の顧客情報を CD に記録して持ち帰った。このうち、49,159 人

分の個人情報を名簿業者 3 社にメールで送り、その代償として 328,000 円を受け

取った。 
個人情報収集の手口：元部長代理は 1 月 26 日の午後、3 回にわたり個人情報デ

ータベースにアクセス権を持つ派遣社員 A（子会社の女性嘱託社員）の ID を利用

して、同データベースに不正アクセスを行った。その時点において、派遣社員 A
は既に他の部署に異動となっていたが、ID 管理の怠慢から未だ抹消登録が行われ

ていなかった。セキュリティ上の要求から、CD などの媒体を利用したデータの持

ち出しはできないような仕組みとなっていたようである。そこで、元部長代理は、

不正アクセスにより入手した顧客情報を暗号化の上、社内の共有サーバー上に一

時的に保管した。そして、オペレータに口頭で指示し、別件データである定期的

なマーケティング情報に紛れ込ませる形で CD に記録させ、自宅に持ち帰った。

オペレータには、「通常の業務に加え、一つ余分に処理するファイルがある」と言

葉巧みに信用させたとされている。オペレータに対するこのような作業指示は、

指示書に基づくのが通常とされていたが、当日は口頭により処理されたのである。

問題点 
及び 
改善点 

明らかなセキュリティ・ルール上の違反としては、次の 2 点がある。 
(1) 識別・認証管理の怠慢 
(2) 作業指示書の無視 

三菱 UFJ 証券は 2009 年 7 月 2 日、業務改善報告書を金融庁に提出した。情報

セキュリティに係る改善概要は次のとおりである。 
(1) 部門間の牽制機能の確保：システム部門内における監視体制の明確化 
(2) 外部委託先を含めた各種手続きの運用実態の検証と、その実効性の確保 
(3) 不正行為を可能とする一連の権限等の特定職員への集中状況の検証と、当該

権限等の分断又は幅広い権限等を有する職員への管理･牽制の強化 
(4) 不正行為の隠ぺいの防止：ID 管理及びログデータ監視の強化 
なお、経営管理態勢の改善については、システム･リスク評価への対応強化、情

報セキュリティ･ガバナンスの強化及びシステム部署への監査機能の強化の3件を

報告している。 
動 機 警察の取調べにおいて元部長代理は「仕事のストレスをスカッとさせるために

キャバクラ通いし、借金が膨らみ、返済のために顧客情報を売った」と供述した。

借金の総額は約 560 万円とされており、その内訳はキャバクラ代が約 200 万円、
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その他の飲食代が 100 万円、残り 260 万円が消費者金融への利息だったとされて

いる。 
供述内容から明らかなように、直接の動機は金であるが、その原因は仕事のス

トレスである。元部長代理の人柄について元同僚は「彼は、物腰が柔らかく、こ

つこつと業務をこなすタイプだった」と語った。しかしながら、元部長代理は仕

事について「調整がうまくいかない上、断りきれず、裁けなくなるほどの仕事を

抱えていた」と取調官に語ったとされている。また、彼は「部長代理であったが

直属の部下を持たず、システム開発の納期や下請けとの調整などの仕事が重なり、

ストレスを抱えるようになった」及び「仕事がうまくいかず、プレッシャーが大

きかった」とも供述したとされている。 
彼は、このストレスの解消をキャバクラの女性に求めた、ということになる。 

所 見 三菱 UFJ 証券内のセキュリティ・プログラムの内容については、当然のことな

らが公表されていない。しかしながら、金融機関に対しては FISC38など、一般企

業に比べるとより厳格なセキュリティ要求事項が課せられているはずであり、FBI
のようなセキュリティ･プログラム上の問題点はなかったはずである。 
ハンセン事件の事例分析を参考にすると、顧客及び会社にとって極めて重要な

個人口座情報を取り扱う業務に従事する人物、とりわけアクセス権を持ち、かつ、

部下に業務を指示する管理者となる人物に対しては、次の 2 点を改善案として述

べることができる。これらの改善提案は、情報セキュリティの範囲を超えるもの

であり、会社の人事や総務部門などを巻き込んだ全社的対応を求めるものである。

(1) 精神衛生管理：同じ業務であっても、その負荷の受け取り方は人によって様々

である。元部長代理の場合は、彼の性格上、与えられた業務を断りきれず、処

理しきれない負荷であると受け止め、大きなストレスを抱える結果になったの

である。大きなストレスを抱えた人物が、その解消のために不正行為を働かな

いようにするため、会社としては管理者の精神衛生管理に十分留意すべきであ

る。会社は、ストレスを少しでも和らげるよう、そしてそのストレスが引き金

となって不祥事に至らないよう、カウンセリングや従業員支援プログラムなど

の対策を講ずることによって、不正行為の未然防止に努めるべきである。 
(2) 資産状況確認：会社は、アクセス権を付与し、個人の口座など顧客の重要情

報を取り扱う業務に従事し、かつ、管理者等の配置に就かせる従業員に対して、

資産状況の提示を求め、その内容をレビューするとともに、同従業員の勤務状

況の内容を考慮し、業務遂行への潜在的な影響の有無を判断すること。 
出 典 (1) 「フジサンケイ ビジネスアイ：三菱 UFJ 証券 改善報告書提出」 

(2) 「MSN 産経ニュース：三菱 UFJ 証券顧客情報売却」 
(3) 「西本逸郎のセキュリティ―表ウラ：三菱 UFJ 証券の顧客情報持ち出し問題

                                                  
38 FISC：金融機関等コンピュータ・システムの安全対策基準 
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その疑問と教訓」 
 
 
2.7.2 デンソー事件 

デンソー事件の概要、問題点及び改善点、動機並びに所見は、表 2.7-2 のとおりである。 
 

表 2.7-2：デンソー事件 

 
事件名 デンソー事件 
年 月 2007 年 3 月 
概 要 愛知県警は 2007 年 3 月 16 日、デンソー社内データベースから会社貸与のパソ

コンに約 13 万件のデータをダウンロードし、無断で自宅に持ち帰ったとして、同

社技術部係長の中国人・楊魯川（41）をパソコンの横領の疑いで逮捕した。 
彼は 2006 年 10 月から 12 月にかけて、同社のデータベースからセンサーや産

業ロボットなど、製品の電子図面約 13 万件のデータを会社貸与のノートパソコン

にダウンロードした上で、2007 年 2 月 5 日ごろ、自分のパソコンにコピーする目

的で自宅に無断で持ち帰ったとして逮捕されたのである。 
逮捕に至ったのは、社内で 2007 年１月、システムエラーが多発したことから調

査を行った結果、楊容疑者がデータを大量にダウンロードしていたことが判明し

たからである。楊容疑者は 2006 年 9 月まで、１ヶ月に数件程度のデータしかダウ

ンロードしていなかったのに、同年 10 月には約 10,800 件、11 月には約 120,000
件、そして 12 月には約 4,000 件ものデータをダウンロードしていたのである。 
会社は 2007 年 2 月、楊容疑者にこの件に関して事情を聴いたが「データは持ち

帰っていない」と否定したため、社員が楊容疑者の自宅に同行し、約１時間も待

たされた後で部屋に入ったところ、私有パソコンのハードディスクが破壊され、

放置されているのを見つけたという。 
会社は、楊容疑者が 1980 年代後半に中国の軍事関連企業に勤務していたとこ

と、及びダウンロードが増えた 2006 年 10 月以降に 2 回帰国したこと、かつ、デ

ンソーが事情を聞いた直後の 2007 年 2 月 16 日にも一時帰国していたことから、

データが中国に持ち出されたおそれがあるとして訴えたのである。 
警察が押収した楊容疑者のパソコンのハードディスクや外付けの記憶媒体は、

解析できないほど徹底して破壊されており、データのコピーの有無などは分から

なかったという。ディスクは千枚通しで傷つけられ、記憶媒体も折られていたと

いう。したがって、記憶情報の再生は困難で、コピーした内容の確認や通信先の

特定はできなかったという。ただし、会社貸与のパソコンで大量のメールを送受

信していたことが判明しており、楊容疑者の記憶媒体に会社から収集した情報を



 2-105

保存するとともに、同情報を外部に送るため頻繁にメールの送受信を行ったので

は、との疑いも浮上した。 
しかしながら、楊社員は「データを持ち出したのは仕事や研究のため」などと

供述したとされている。 
名古屋地方検察庁は 2007 年 4 月 6 日、デンソーの技術部係長の中国人・楊魯川

（41）を処分保留で釈放した。そして同月 24 日、同検察庁は嫌疑不十分として不

起訴処分に決定した。 
デンソーは 4 月 17 日付けで、楊魯川を懲戒解雇処分とした。 

問題点 
及び 
改善点 

デンソー社は 2003 年、「デンソーグループ情報セキュリティ基本方針」を策定

し、情報の保護・管理強化に取り組んでいる。2005 年には ISMS を参考に 142 の

管理策による「デンソーセキュリティ基準」を確立し、国内外のデンソーグルー

プに適用しているとしている。 
しかしながら、デンソー社はこの事件の発覚後、情報セキュリティに係る次の

管理策を強化したとされており、これらの点に問題があったことは確かである。 
(1) 暗号化ツール「秘文」の導入 
(2) 社外持ち出しパソコンの専用機化 
(3) 共有サーバーへのアクセス権の見直し 
(4) 記憶媒体の使用制限 
(5) 全社員対象にした機密保持に関する誓約書の提出 
(6) 各部の機密管理責任者を対象とした特別対策の再徹底及び定着度の確認 
(7) e ラーニングによる教育・研修の強化による再発防止の徹底 

動 機 動機については、楊魯川氏の供述が「パソコンは持ち帰ったが、それ以外のこ

とはしていない」、「データは持ち帰っていない」、また「コピーの目的は、デー

タ処理の勉強のため」に終始し、一切不明のまま帰国したので不明である。 
「日本の 先端技術を狙う中国のスパイ」(備考欄の出典 1)には、デンソー事件

に関して次のような記述がある。「この事件の犯人である林玉正（仮名）は、1986
年に北京の大学を卒業後、ミサイルやロケットなどを開発する中国国営の軍事関

連企業に勤務、1990 年に企業派遣の留学生として来日し、都内の工学系の大学を

卒業後、2001 年にデンソーに入社した。さらに在日中国人の自動車技術者が集ま

る「在日華人汽車行程師協会」の副会長も務めていたほどで、在日中国人技術者

のリーダー的存在だった。公安幹部によると絵に描いたような工作員の経歴であ

るという。デンソーは、単なる部品を製造するばかりでなく、部品製造の産業ロ

ボットやセンサー、制御装置など世界で も高度な技術をいくつも持ち、それら

を 高機密に指定している。それらが漏れることは、トヨタの自動車技術が知ら

れてしまうことにも通じるのだ。逆に産業スパイにとって、デンソーのホストコ

ンピューターに内蔵しているデータは垂涎の的といってもよい。デンソーの人事
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担当者は林の中国での経歴を全く知らなかったようだ。履歴書には中国での職歴

は全く記載されておらず、工作員であることを隠すために、わざと書かなかった

のではないか。林はデンソーのデータを盗み出すために入社したとしか考えられ

ず、そのような人物をろくに身辺調査もせずに入社させたデンソーの脳天気ぶり

はあまりにもお粗末としかいいようがない」 
所 見 一般的にどこの組織も同じであるが、セキュリティ・プログラムを定め、形だ

けでも PDCA サイクルが回り、特に目立ったインシデントが組織内に発生しない

限り、自組織のセキュリティ態勢の大幅な見直しを行うことはほとんどない。大

幅な見直しが行われるのは、同業他社又はコミュニティ内の他組織において世間

を騒がせるようなインシデントが発生した場合に、他山の石として新たな脅威を

意識してリスクの見直しを行う場合である。ハンセン事件の場合、インテリジェ

ンス・コミュニティにおける教訓を FBI が全く考慮しなかったことが、あのよう

な国家的な大損害へと導いてしまったのである。 
(1) 経歴調査：楊魯川氏は、1986 年に北京の大学を卒業後、ミサイルやロケット

などを開発する中国国営の軍事関連企業に勤務、1990 年に企業派遣の留学生と

して来日し、都内の工学系の大学を卒業後、2001 年にデンソーに入社した。ま

た、在日中には、在日中国人の自動車技術者が集まる「在日華人汽車行程師協

会」の副会長も務めていたとされている。 
 昨今の中国人による技術流出に係る様々な事件を思い出すまでもなく、中国

人の雇用に関しては、経歴調査の重要性が特に叫ばれる。警察庁が毎年発行し

ている「焦点」は、中国人が我が国の先端技術情報を窃取する対日有害活動に

及ぶ手段として「先端技術保有企業、防衛関連企業、研究機関等に技術者、研

究者、留学生を派遣するなどして、長期間にわたって、巧妙かつ多様な手段で

情報収集活動を行っていると見られる」と明言しており、中国人の雇用や研究

機関等の受け入れには十分な考慮が行われる必要がある。具体的には、経歴調

査であり、国内における各種中国人グループへの参加状況の把握である。 
 もちろん、すべての中国人が、そのような有害活動に及ぶとは限らない。し

かしながら、先端技術情報などの企業機密情報を取り扱う会社は、中国人の雇

用に関して、それなりの経歴調査を行うことは無論のこと、知る必要性に基づ

く厳正なアクセス制御を行う必要がある。 
 また、「デンソーの人事担当者は楊魯川の中国での経歴を全く知らなかったよ

うだ」との報道もあるが、デンソーが県警に訴えた理由の一つが「中国の軍事

関連企業に勤務していた」ことを考えると、ある程度は承知していたのではな

かろうか。いずれにせよ、中国人を雇用する場合は、その前歴を詳細に把握す

る必要がある。 
 出典(1)によれば、このような中国人技術者に係る事件は、東北の国立大学で
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研究していた超合金開発プロジェクトの内容が 2005 年、当時大学院博士課程に

在籍していた中国人国費留学生によって窃取されていたこと、また同年 7 月、

東京の大手情報通信メーカー・海外ビジネス推進チームに所属していた若手中

国人社員が、社外秘の資料を密かにコピーしていたことが発覚している。警察

庁の焦点は、このような事件を背景にして「中国人による我が国の先端技術情

報の窃取」の警鐘を鳴らしたものである。 
 企業にとっての中国ビジネス展開の重要性は十分に理解できるものの、氷山

の一角とも思えるような中国人による情報の収集活動を考慮するならば、その

人選及びその後の勤務中における社外活動を十分に考慮した経歴調査(初度、そ

れ以降の定期的実施)が必要と判断される。 
(2) コピー/セキュリティ文化/アクセス制御/物理的セキュリティ：報道によれば

「楊魯川は、デンソー社員、子会社の社員、孫請け会社の社員が 30 数名も混在

した部屋で業務を実施していた」とされている。それら全員が、同一の知る必

要性を持った社員とは考えられない。また、役職に応じたアクセス・レベルの

違いもあったに違いない。いずれにせよ、このような職場の作業環境を考慮す

るなら、厳正なアクセス制御の実施、及び必要な場合は、パーティションによ

る物理的アクセス制限も必要となろう。 
 他の社員は、同じ作業現場で、楊魯川が 13 万件ものデータをアクセスしダウ

ンロードしている現場を見て、何ら不思議に思わなかったのであろうか？ そ

のような事象について、社員が各部の機密管理責任者に知らせる仕組みはなか

ったのであろうか？ 
(3) 監査/評価承認/監視/インシデント管理/教育訓練/罰則：報道によれば「社内で

2007 年１月、システムエラーが多発したことから調査を行った結果、楊容疑者

がデータを大量にダウンロードしていたことが判明した」とある。この調査に

至るまでの彼の大量のダウンロードに気付く仕組みがなかったのであろうか？

あったにせよ、ログデータなどの分析は行わなかったことは事実である。昨今

ではオンラインモニタリングが主流であり、予め設定したフィルタリング条件

に合致すれば、リアルタイムでセキュリティ管理者当に通報を行わせ、しかる

べき対応処置を講ずることができる。結果として、大量データのダウロードを

発見し、その後の活動を阻止することができたはずである。 
 従業員に対しては、このようなモニタリング機能について教育するとともに、

悪意のある行動に対しては厳正に処罰することを周知徹底させる必要がある。

 昨今の情報化時代、とりわけセキュリティの重要性が認識されている環境に

あっては、会社の情報システムのセキュリティについては、開発の過程では無

論のこと、運用中にあっても世の中の脅威状況の変化を考慮したリスクアセス

メントに基づく情報システム・セキュリティの見直しは不可欠であると判断さ
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れる。 
 会社の監査においても「セキュリティ基準どおり従業員が実行しているから

安心である」というような通り一遍の監査ではなく、リスクに焦点を当て、現

状の情報セキュリティ態勢が、昨今の脅威に対して真に対応できるか否かとい

うことを監査の主対象とすべきである。 
出 典 (1) 「Never Say Die! 特務ファイル No.7：日本の 先端技術を狙う中国の産業

スパイ」、http://never-say-die.net/2009/07/vol7.html 
(2) 「DENSO CSR REPORT 2008」 
(3) 産経新聞：デンソー事件・異動前に駆け込み犯行・私有パソコン HD 破壊・

証拠隠滅、http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070318-00000017-san-soci 
(4) 中日新聞：デンソー事件の中国人・処分保留で釈放(2007 年 4 月 6 日夕刊) 

 
 
2.7.3 サベリエフ事件 

サベリエフ事件の概要、問題点及び改善点、動機並びに所見は、表 2.7-3 のとおりである。 
 

表 2.7-3：サベリエフ事件 

 
事件名 サベリエフ事件 
年 月 2005 年 10 月 
概 要 警視庁公安部は 2005 年 10 月 20 日、東芝子会社(東芝ディスクリートテクノロ

ジー)の元社員(30)が軍事転用可能な半導体に関する情報を在日ロシア通商代表部

員のサベリエフ(35)に漏らしていたとして、2 人を背任の疑いで書類送検した。 
東京地検は 2006 年 2 月 9 日、背任容疑で書類送検されていた東芝元社員とサベ

リエフを起訴猶予処分とした。同地検は、東芝元社員について「2005 年 1 月から

同年 5 月に計 5 回にわたって、戦闘機のレーダー用などに転用可能な半導体関連

の社内機密情報をサベリエフ容疑者に手渡すなどして会社に損害を与えたが、会

社から既に懲戒解雇処分を受けているほか、同社に与えた損害が小さいこと」を

考慮し、起訴猶予処分にしたとされている。 
在日ロシア通商代表部員サベリエフが、2004 年 9 月ころから 2005 年 5 月ころ

にかけて、東芝子会社の会社員から、その勤務先会社の先端科学技術に関する機

密情報を不正に入手し、対価として日本人に多額の報酬を支払った。サベリエフ

部員は 2004 年、通信機器販売会社の商品展示会(幕張メッセ)で従業員と知り合っ

た後、都内の飲食店などで複数回接触し、通信機器についての営業用プレゼン資

料などを受け取り、その対価として現金を渡していた。サベリエフ部員は、東芝

子会社の元社員(30)に対して、イタリア人コンサルタントで名前がバッハであると
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装っていた。そしてサベリエフは「コンサルタントをしているので協力して」な

どと言葉巧みに元社員に接近したのである。 
元社員が手渡した情報：公安部によると、漏えいされたのは IGBT と呼称され

る電流制御半導体素子に係る情報なでであり、民生品に広く使用されているが、

潜水艦や戦闘機のレーダー、ミサイルなどの誘導システムなどへの転用が可能な

部品であるとされている。とはいえ東芝子会社は「漏れた情報は軍事転用できる

レベルではなく、顧客にプレゼンテーションするための資料と認識している」と

説明した。 
元社員による情報の不正持ち出し・手渡し要領：2004 年 9 月から 2005 年 5 月

の間に計 9 回、都内の居酒屋などで、半導体関係の資料やメモリーカードに入力

した情報データを提供した。元社員は、会社の情報を社内で携帯メモリーに記録

したとされている。 
情報提供による見返り：サベリエフから現金計約 100 万円を受け取った。「もら

った金はすべて飲食に使った」と供述した。 
元社員の反省：「コンサルタントとして要求する情報にしては、あまりにも具体

的でおかしいと思いながらも、飲み代欲しさに断れなかった」と供述した。 
なお、公安部は、サベリエフが SVR(ロシア諜報機関・対外情報局)の一員であ

るとみており、外務省を通じて今後の入国拒否手続きをとったとされている。 
問題点 
及び 
改善点 

東芝子会社の対応処置についての新聞等報道はなく、何を問題として認識し、

どのように対応したかは不明である。 
 
警察庁は、毎年発行する機関誌「焦点」において、ロシア、中国及び北朝鮮に

よる対日有害工作について警告を発している。海外ビジネスを展開する企業、先

端技術を生業とする企業は、このような脅威を十分に受け止め、それなりの対策

を講ずることが不可欠である。次は、焦点第 273 号からの抜粋である。 
 「ロシアの情報機関員は、旧ソ連崩壊後も各国において外交官等を装って諜報

活動を活発に展開していることが明らかになっています。我が国においても、過

去、旧ソ連及びロシアの情報機関員によると認められる諜報事件を十数件検挙し

ており、このうち旧ソ連が崩壊した 1991 年（3 年）以降は 8 件を検挙しています。

こうした諜報活動は、冷戦期のイデオロギー対立に根ざした特有の動向ではなく、

ロシアが、日米間の軍事動向や我が国の内外政策のみならず、先端科学技術にも

依然として強い関心を示し、我が国に諜報活動の重点を置いていることを示すも

のといえます。ロシアの諜報活動の対象は、先端科学技術製品から、当該製品の

製造工程が分かる資料、研究中の新技術の将来性等にまで及び、その製品等の種

類も汎用性の高いものから、用途の限られたものまで多岐にわたっています」 
動 機 元社員は公安部の調べに対し、｢コンサルタントとして要求する情報にしてはお
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かしいと思ったが、飲み代が欲しかった｣などと供述したとされている。 
所 見 事件の状況からは、次が問題点として考えられる。 

(1) 元会社員が誰にも不審がられず会社の情報を私有メモリーにダウンロードで

きたこと。 
(2) 外国人との接触について、何ら留意しなかったこと。おそらく、この点に関

する社内教育もなかったと思われる。 
 
カウンターインテリジェンスに焦点を当てた筆者の所見は次のとおりである。 

(1) 組織風土/セキュリティ文化/意識向上：外国の対日有害工作に係る脅威認識が

欠如していると思われる。この結果が、外国人との接触において無防備状態を

さらけ出し、インテリジェンス機関員の巧みな罠に陥り、社員が情報提供者に

されてしまったと判断される。 
(2) インシデント対応/罰則：そもそも外国人との接触について、社内に報告手順

があったのであろうか？ また、その報告を受けて処理する責任者が割り当て

られていたのであろうか？ 社員に対して報告を義務付けていたのであろう

か？ 
出 典 (1) 「平成 19 年の警備情勢を顧みて～回顧と展望～」、焦点第 273 号、警察庁、

平成 20 年 2 月 
(2) 「書類送検のロ通商代表部員 ほかの会社従業員にも接触」、共同通信、

2005/10/20 
(3) 「東芝子会社元社員が機密情報をロシアに漏えい(20：10 更新)ページ」、新聞

記事・ニュース批評＠ブログ 
(4) 「「東芝」子会社の機密漏洩、元社員ら 2 人は起訴猶予」、読売新聞、2006 年

2 月 10 日 
 
 
2.7.4 ボガチョンコフ事件 

ボガチョンコフ事件の概要、問題点及び改善点、動機並びに所見は、表 2.7-4 のとおりで

ある。 
 

表 2.7-4：ボガチョンコフ事件 

 
事件名 ボガチョンコフ事件 
年 月 2000 年 9 月 
概 要 2000 年 9 月 8 日付けの毎日新聞は、この事件に関して次のように報道している。

「防衛庁防衛研究所（東京都目黒区）勤務の海上自衛隊幹部が、在日ロシア大使
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館の海軍武官に機密情報を流していたとして、警視庁と神奈川県警の合同捜査本

部は 8 日午前 4 時 15 分、東京都世田谷区池尻１、同自衛隊 3 等海佐、G 容疑者(38)
を自衛隊法（秘密を守る義務）違反の疑いで逮捕した。また、7 日夜から 8 日未明

にかけ、同研究所など 4 カ所を同容疑で家宅捜索し、資料など約 100 点を押収し

た。捜査本部は、ロシア側に流れた情報の特定を急ぐとともに、金銭のやり取り

があったとみて追及する。G 容疑者は容疑を大筋で認めている。海軍武官はビク

トル・ボガチョンコフ大佐で、任意の聴取に応じていない。調べでは、G 容疑者

は昨年 9 月から今年 8 月まで 10 回以上にわたり、東京都港区や渋谷区などの飲食

店で、ボガチョンコフ大佐に自衛隊の内部資料を手渡すなどして、職務上知り得

た秘密を漏らした疑い。部外秘扱いの防衛庁や自衛隊の書類のコピーなどを渡し

ていたとみられる。また、G 容疑者が大佐から現金を受け取るところを捜査員が

確認したという。捜査本部は 7 日午後 7 時 15 分ごろ、港区の飲食店で大佐と密会

中だった G 容疑者に任意同行を求め、取り調べていた。大佐は外交官特権を理由

に同行を拒否した。捜査本部は外務省を通じ、改めて聴取に応じるよう要請する。

大佐は、ロシア軍参謀本部情報総局（GRU）情報官とみられる。G 容疑者は 1986
年、防衛大学校を卒業して任官。護衛艦などで勤務。1998 年、再び同大学校総合

安全保障研究科に入学し、今年 3 月に卒業した。今年 3 月からは、防衛政策や戦

史研究などを行う防衛庁のシンクタンク防衛研究所に勤務していた。武官との接

触は防衛大で学んでいた時期に始まったとみられる」 
 

弁護側の主張 
G 元 3 等海佐に対する公判が 2001 年 2 月 1 日、東京地裁で行われた。この中

で、弁護側は 終弁論を行い「子供や親の病気、修士論文の提出期限が重なり、

精神的に動揺している中での犯行だった」として、執行猶予付きの判決を求めた。

 
インテリジェンス・サイクルにおける情報要求事項 

2000 年 9 月 9 日付けのロシア「独立新聞」は、GRU の日本での主な収集情報

について、①海上自衛隊の組織と戦闘任務の実態、②海自の動員・部隊展開計画、

③米第七艦隊との共同作戦体制、④重要ポストの海自幹部のデータ、⑤日本の軍

艦建造計画と達成度、⑥通信や戦闘指揮システムなどを列挙している。 
 
これは正しく、ロシアのインテリジェンス機関(GRU)のインテリジェンス・サ

イクルの出発点ともいえる情報要求事項に他ならない。ボガチョンコフの G3 佐に

対する情報収集活動は、この情報要求事項に基づくものであると断言できよう(筆
者)。 

問題点 ボガチョンコフ事件以後も、ウィニーによる情報漏えい、イージス・システム
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及び 
改善点 

関連の情報漏えい、1 等空佐による情報漏えいなど様々な事件が防衛省内で発生し

た。防衛省はこのような情報漏えいの防止のため 2008 年 10 月 2 日、「情報漏え

い事案等の未然防止に向けた諸対策の徹底について」の通達を出した。その概要

は次のとおりであり、知る必要性の重要性と意識向上に焦点を当てている。 
(1) 情報漏えい等の未然防止に向けた諸対策の徹底：秘密を取り扱う者について、

真にふさわしいと認められる者を、「need to know」の原則に基づき、必要 小

限の範囲で指定するとともに、秘密保全に係る重い責任を自覚させるため「誓

約書」の提出の徹底、全隊員に対する個別指導の徹底等、現在実施することと

されている各種の対策を確実かつ継続的に推進すること。 
(2) 幹部職員の保全意識の高揚：各機関の長においては、管理者等及び保全責任

者等に対しても改めて指導を徹底し、幹部職員の保全意識の高揚に務められた

い。 
動 機 2001 年３月７日の東京地裁の判決の中で裁判長は「国益を犠牲にしても将来の

昇進の道を確保しようとした動機は利己的で、刑事責任は重い」と述べた。 
G 元 3 佐は、センシティブな防衛情報をボガチョンコフに提供し、その見返り

として現金計 58 万円を受け取ったとされている。しかしながら、彼の動機は金で

はなく、ロシア専門家としての地位を確固たるものとするための修士論文作成に

必要な資料をロシアから入手することであり、そのことは次に示す様々な報道内

容から推察される。 
G 元 3 佐は、1986 年の防衛大学校卒で、1993 年に陸上自衛隊調査学校・ロシ

ア語専攻、1998 年に防衛大学校修士課程総合安全保障研究科に入校、1999 年 9
月にロシア艦隊が横須賀に入港した際のセレモニーで日本側通訳を担当するな

ど、ロシアに関心があったことは確かである。G 元 3 佐とボガチョンコフは、こ

のセレモニーで知り合ったとされている。また、G 元 3 佐は、彼の研究科におけ

る修士論文のテーマが「ゴルシコフとソ連海軍」であり、ソ連海軍の父とまで呼

ばれた伝説の人物ゴルシコフの戦術分析を行う目的で、論文の参考となる文献を

ロシアから取り寄せてもらえないかとボガチョンコフに依頼していたとされてい

る。 
当時、G 元 3 佐は、息子の闘病そして死亡、実家の両親の自己破産問題など精

神的な悲しみと修士論文の提出期限の狭間にあった。ボガチョンコフは、ケース・

オフィサーとしてこのようなG元 3佐の私的環境(修士論文作成の焦りという自尊

心問題と金銭問題)を巧みに利用し、エージェントであるG元 3佐に指示して、様々

な防衛関連情報の収集活動を継続していたのである。 
なお、G 元 3 佐の性格を示すものとして、「物静かで印象が薄い」、「口数が少な

く、部内の同僚とはほとんどの交流がない」、「不器用だが、まじめで、純粋、そ

して繊細」などがある。 
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所 見 当時の防衛庁における情報セキュリティ態勢が不適切であったことは事実であ

り、かつ、防衛庁職員の情報セキュリティ、とりわけカウンターインテリジェン

スに対する認識にも甘さがあったことは否めない。 
この事件で一番の問題となるのは、カウンターインテリジェンスの視点からの

情報の保護である。情報の保護を情報セキュリティという狭い世界で捉えている

と、敵対性インテリジェンス機関に対する防御が甘くなる。つまり、リスクアセ

スメントにおいて、敵対性インテリジェンス機関の諜報員又はその代理者を脅威

の対象としないからである。したがって、情報を保護する管理策の中には、ボガ

チョンコフのようなケース・オフィサーに対するカウンターインテリジェンス対

策事項が欠落することになる。職員に対する意識向上においても、その焦点はウ

ィニーの利用禁止や業務情報の持ち出し厳禁などに焦点が当てられ、海外のイン

テリジェンス機関の脅威への注意喚起に係る意識向上訓練は行われていないか、

行われていたとしても触れる程度であろうと推察される。 
ボガチョンコフは、情報提供者を獲得するリクルートの技巧に優れ、G 元 3 佐

の自尊心、家庭の事情及び両親の自己破産による金銭的困窮状況を巧みに利用し、

わずか 58 万円と居酒屋での接待で、我が国のセンシティブな防衛情報の入手に成

功したのである。 
リクルート技法については「第 1 章 インテリジェンスの概要」で詳細に記述し

ている。敵対性インテリジェンス機関の諜報員は、この技法に熟知し、かつ、経

験も積んでいるに違いない。そのような者から、職員又は従業員を保護するには、

カウンターインテリジェンスに特化した意識向上が必要である。 
出 典 (1) 「<機密漏えい＞露に情報流した海自 3 佐を逮捕 警視庁など」、 

http://www.asyura.com/sora/bd9/msg/820.html 
(2) 「機密漏洩：レストランでの密会現場を急襲 警視庁公安部」、 

http://www.geocities.jp/p_tokorozawa/intel/int05c.htm 
(3) 「自衛艦建造計画も標的/機密漏えい/駐日武官、露に帰国 大統領ら協議」、 

http://www2.cc22.ne.jp/hiro_ko/2-68-2spay.html 
(4) 「情報漏えい事案等の未然防止に向けた諸対策の徹底について、防防調第

11466 号、20.10.2」、http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_web/ 
(5) 「ドキュメント 秘匿捜査、警視庁公安部のスパイハンターの 344 日」、竹内

明、株式会社講談社 
 

 
 
 



 2-114

2.7.5 内閣情報調査室情報漏えい事件 

 
事件名 内閣情報調査室情報漏えい事件 
年 月 2008 年 1 月 
概 要 警視庁は 2008 年 1 月、内閣情報調査室(内調)に勤務する内閣事務官 S が、ロシ

アの情報機関員とみられる在日ロシア連邦大使館二等書記官のそそのかしによ

り、職務上しり得た秘密を同人に漏らしたほか、現金 10 万円の賄賂を受け取って

いたとして、元内閣事務官を国家公務員法(秘密を守る義務)違反及び収賄罪で、元

二等書記官を国家公務員法(秘密を守る義務違反のそそのかし)違反及び贈賄罪で

それぞれ書類送検した。 
元事務官が 初にロシアの大使館員と知り合ったのは 1996 年夏で、民間の研究

団体アジア太平洋フォーラムに出席した際に、知人の通信記者から紹介されたと

されている。当初は飲食代を支払ってもらうだけであったが、次第に酒類などの

贈答品を受け取るようになり、逮捕の約 5 年前になると現金を受け取るようにな

ったとされている。元事務官はこの頃から、負い目を感じてか、飲食の席などで

10 万円程度の現金を受け取る見返りとして自ら資料を大使館員に手渡すようにな

ったとされている。このようにして受け取った現金総額は約 400 万円とされ、元

事務官はこの金を競馬や飲食費に当てたとされている。 
書類送検されていた元事務官は 2008 年 3 月 26 日、起訴猶予となった。これは

事実上の不起訴であった。 
これより先の 1 月 17 日に、元事務官は懲戒免職処分、管理監督者は懲戒処分と

なった。 
問題点

及び改

善点 

当時の内調責任者であった町村信孝官房長官はこの事件を受けて、「再発防止策

を取りまとめ、実行していきたい」と述べた。どのような情報漏えい事件であれ、

トップが言うことは同じ、「再発防止」だ。防止策は本来、事件の発生を防止する

ものである。逮捕の一か月前の 2006 年 12 月には、「カウンターインテリジェンス

推進会議」が発足したばかりである。 
動 機 やはり、競馬と飲酒の金が欲しかったと思われる。 

所 見 (1) 元事務官は、内調の職員でありながら諜報員としての教育を受けていなかっ

た。にもかかわらず、調査室のトップから「内調職員は積極的に外部の人間と

食事などをともにして、情報をとれ」と指示されたとされている。元事務官の

前職は当時の総理府の外郭団体の一つである「財団法人世界政経調査会」であ

り、かつ、同財団の主な事業が「内外の政治、経済、社会情勢等の調査研究、

資料収集」であったことから、内調職員としての下地はあったと思われる。そ

のようなわけで 1994 年に内調職員として採用されたのである。元事務官はカウ

ンターインテリジェンスに係る訓練をほとんど受けておらず、結果として「ミ



 2-115

イラ取りがミイラになった」といえる。 
(2) 元事務官は、自身がエージェントとして育成されていることに気がつかなか

った。元事務官は、 初に紹介され、その後何度か食事をともにした大使館員

が帰国する際、彼の後任を紹介されたという。そして、その後も何人かの後任

を紹介され、飲食をともにしたとされている。にもかかわらず、元事務官は自

身がエージェント化されつつあることに気付かなかったらしい。 
(3) 職務への不満。元事務官は、中国情勢の分析が前職からの専門であったとさ

れている。しかしながら、彼は 2001 年、「内閣衛星情報センター」へ異動とな

った。彼のキャリアが無視された屈辱的な人事であったことが想像される。内

調には 170 名ほどの職員が在籍しているが、そのうちプロパーは元事務官を含

む約 70 名ほどであり、幹部の多くは警察庁や公安調査庁からの出向職員が占め

ていたとされている。このような偏重人事に対して、プロパーの多くは不満を

抱いていたとされている。 
(4) 漏れた情報は何か？ 2008 年 3 月 27 日に行われた参議院内閣委員会議事録

によれば、当時の警察庁警備局長の回答では「内閣情報調査室における勤務を

通じまして、そのような職務上知り得た情報を漏えいしたものでございますけ

れど、具体的にどのような情報を漏えいしたかについてはお答えを控えさせて

いただきたいと思います」となっている。また、インターネット情報によれば、

「今回、ロシアに渡っていた情報は、報道資料や有識者の発言語録などで、機

密にあたるようなものではない」というのが内調の態度だったとしている。知

り得た情報が何であれ、渡った情報が何であれ、どのような秘密程度のもので

あれ、情報漏えいの事実は許しがたい。 
出 典 (1) 平成 20 年の警備情勢を顧みて～回顧と展望～、警察庁、焦点第 277 号 

(2) 参議院内閣委員会議事録（3 号 平成 20 年 3 月 27 日）有村治子議員 
(3) 内閣職員が衝撃告発「日本はスパイが支配」、

http://news.ameba.jp/cyzo/2008/02/11513.htm 
(4) 「ドキュメント 秘匿捜査、警視庁公安部のスパイハンターの 344 日」、竹内

明、株式会社講談社 
 
 

2.7.6 イージス艦情報漏えい事件 

 
事件名 イージス艦情報漏えい事件 
年 月 2007 年 12 月 
概 要 神奈川県警は 2007 年 12 月、米国から提供されたイージス艦情報漏えいの容疑

で、M３海佐を逮捕した。M 被告は、海上自衛隊の艦艇システム開発・管理を担
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うプログラム業務隊(現艦艇開発隊)に属していた 2002 年 5 月ごろ、特別防衛秘密

を含む隊内教育用パソコン・ファイルを共用パソコンから私有のパソコンにコピ

ーし、同年 8 月ごろ CD に書き込んで、特別防衛秘密の取扱資格のない第一術科

学校元教官の 3 海佐に渡したとされ、特別防衛秘密を含む資料を持ち出したとし

て、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反罪に問われたのである。横浜

地裁は 2008 年 10 月 29 日、「被告が第一術科学校の元教官に資料を送ったのは秘

密の漏えいに当たる」として、懲役 2 年 6 か月・執行猶予 4 年(求刑・懲役 3 年)
を言い渡した。防衛省は同日付で、休職中の M3 海佐を懲戒免職処分にした。そ

して、東京高裁は 2009 年 12 月 3 日、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

違反の罪に問われた M 元 3 海佐の控訴判決で、懲役 2 年 6 か月・執行猶予 4 年と

した一審・横浜地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 
被告は、「当時１尉で、上位の 3 佐からの教育目的での要請を受け、CD の郵送

に際しては上官の許可を得て行った。上位の 3 佐も防衛秘密取扱資格があった」

として無罪を主張した。裁判所側は、「３佐には防衛秘密の取扱資格がなく、秘密

保護法の漏えいに該当する」と判断した。また、自衛隊に対しても「防衛秘密と

して登録・管理されるべき資料について、適切に管理されていなかったり、隊内

における情報の外部流出のチェック体制も十分とは言い難い」と述べた。 
問題点

及び改

善点 

この事件の流れにおける新聞等の報道には、「情報の漏えい・拡散の背景として、

自衛隊の教育熱心がある」とした同情的な面もあったが、ほとんどが「M3 海佐の

秘密保全に関する認識の甘さ」、「機密情報に対する海自隊内の認識の甘さが根底

にあったことを反省すべきだ」、「情報管理で組織的に不備があった」、「防衛省・

自衛隊の保全意識の甘さ」、「抜本的改革が防衛省に求められる」などの厳しいも

のだった。 
動 機 当人が「私の行為が法律に違反するとは考えもしなかった」と法廷で述べたと

されており、CD の郵送目的は「教育上の効果」をねらったもので、金銭的欲求と

か組織に対する不満などによる行為ではなかった。 

所 見 (1) 裁判所は「秘密保全教育が徹底されていたことは自衛隊幹部の証言で裏付け

られ、被告は正当化の余地がない行為と十分認識できた」として、M 元３佐が

違法性を認識していた可能性が高いと判断したのである。しかしながら、「保全

教育の徹底」を何によって評価したのであろうか？また、教育の成果をどのよ

うに評価したのであろうか？確認のためのテストを行ったのであろうか？セキ

ュリティ監査項目の対象となっていたのであろうか？ただ単に、時間をかけて

教育しただけでは、その徹底の度合を計ることは困難である。 
(2) 秘密の情報に対する取り扱い、特に複写に関する取り扱いが、全くずさんで

あったことは否めない。ハンセンの例を見るまでもなく、組織のセキュリティ

文化が複写の現場を何ら咎めないようなものであれば、セキュリティ規定はな
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いに等しい。 
(3) 上記の複写を含め、M 元３佐の上官による、内容を十分に確認もせず、郵送

許可を与えたことも反省すべき事項である。 
(4) 総論的に述べるならば、確かに保全に係わる規定は完備されていたが、組織

内にセキュリティ文化が醸成されていないことや身内に対する保全上の縛りの

甘さが、結果として特別防衛秘密の漏えいへとスイスチーズの穴を拡大してい

ったと思われる。 
出 典 (1) 「国の安全害する恐れ」、産経新聞、2008.10.29 

(2) 「イージス艦情報漏えい事件」、2007.12.19、
http://www.business-i.jp/news/sato-page/rauputin/200712190001o.nwc 

(3) 「イージス艦情報漏えい 3 佐、無罪を主張--横浜地裁初公判」、2008.7.10、
http://headline.yahoo.co.jp/h1?a=20080710-00000006-maip-soci 

(4) ｢イージス艦情報漏えい：海自元 3 佐の控訴棄却 東京高裁｣、2009.12.3、
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091203k0000e040041000c.html 
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2.8 ハンセン事件の教訓の我が国の事例への適用性 

ここでは、「2.6 ハンセン事件の教訓」で導出した 12 件の教訓が、「2.7 我が国の事例」で

述べた 6 つの事例発生組織の情報セキュリティ改善に適用できるかどうかを検討する。 
 

2.8.1 適用性検討に当たっての留意事項 

組織が情報セキュリティの維持を目的として、例えば情報セキュリティ･マネジメント･

システム(ISMS)を構築･運用しているなど、何らかの対策を講じている場合は、ハンセン事

件の教訓として得られた管理策と同じようなものが、その幅や深さはともかく、多少とも

講じられているはずである。無論、組織におけるそれらの管理策は、一般的な脅威を対象

とした情報セキュリティ対策事項であって、スパイや IT サボタージュ行為に及ぶ従業員(イ
ンサイダー脅威)を特に意識して講じられたものではない。 
ハンセン事件から得られた教訓は、組織の従業員によるスパイ、IT サボタージュ、その

他の窃盗行為、すなわちインサイダー脅威に焦点を当てたものである。インサイダー脅威

の発生率は、外部からのハッキングなどによる組織のコンピュータ･ネットワークへの侵入

に比べ、一般的にはだいぶ少ない数値となっている。しかしながら、インサイダー脅威に

よる被害は、外部からのハッキング等に比較できないほど大きなものであり、単に金銭的

損害の大きさばかりでなく、組織の事業継続に影響を及ぼすこともある。 
したがって、組織は、インサイダー脅威を重大視し、リスクアセスメントを実施の上、

確固たるインサイダー脅威対策としての管理策を講ずるべきである。とりわけ、企業がグ

ローバル市場の中でその優位性を保つ源泉としての、例えば先端技術などの企業機密のセ

キュリティを維持する場合、インサイダー脅威対策が重要視されねばならない。さらに、

企業が、防衛省との契約で安全保障に係る秘密の情報を取り扱っている場合は、よりイン

サイダー脅威が重大視されねばならない。 
組織は、これまで、外部からの攻撃を重大視し、そのための管理策を選定し、運用して

きた。外部からの侵入が困難になればなるほど、攻撃者の目は内部の人物に向かい、従業

員を篭絡して利用する、と考えるのは極めて自然な発想である。このような内部の人物を

利用した情報収集手法(HUMINT)は昔から行われているが、インターネットに代表される

昨今の情報化社会や企業の IT 化とともに、インサイダーは簡単に企業の重要情報にアクセ

スできるようになってきていることから、これが外国のインテリジェンス機関の HUMINT
による情報収集活動を容易なものにしている。HUMINT が標的とするのは、国家の安全保

障に係る情報だけでなく、民間企業の企業機密などの先端技術情報にも及んでいることを

銘記していただきたい。 
 
したがって、ハンセン事件の教訓の我が国の事例への適用性を検討する場合、外国の情

報機関による HUMINT 又は企業/産業スパイ活動を十分認識する必要がある。 
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2.8.2 適用性検討結果の要約 

表 2.8-2 は、「2.6 ハンセン事件の教訓」で導出した 12 件の教訓が、「2.7 我が国の事例」

で述べた 6 つの事例の各々に適用できるかどうか(適用性)を要約して表にしたものである。 
同表における略号の意味は、表 2.8-1 のとおりである。 

 
表 2.8-1：略号の意味 

 
略号 意 味 

○ 
適用性がある教訓：当該国内事例内容から、当該組織に適用すべきと思われる

教訓を示す。 

△ 
適用性があると推量できる教訓：当該国内事例内容から明らかではないが、イ

ンサイダー脅威対策上、適用すべきと思われる教訓を示す。ただし、実際の適

用可否判断は、当該組織のリスクアセスメント結果にる。 

× 
適用性がない教訓：当該組織におけるリスクアセスメントの対象外であり、適

用対象外であると判断した教訓を示す。 
 
 

適用性の検討結果は、表 2.8-2 から明らかなように、ハンセン事件の教訓のすべてが、我

が国の事例に適用性あり又は適用性があると推量できるものであった。ハンセン事件の教

訓は、スパイ行為に特化したものとはいえ、窃取情報の提供先の違いを除けば、すべてが

インサイダー脅威に焦点を当てたものである。したがって、我が国の事例にすべて適用で

きるとする判断は、インサイダー脅威を重大視する限り当然のことといえる。 
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表 2.8-2：ハンセン事件の教訓の我が国の事例への適用性 

 

ハ ンセン事 件の教訓 

① 
三菱

UFJ
証券

顧客

情報

流出 

② 
デン

ソー 

③ 
サベ

リエ

フ 

④ 
ボガ

チョ

ンコ

フ 

⑤ 
内閣

情報

調査

室情

報漏

えい 

⑥ 
イー

ジス

艦情

報漏

えい 

1 物理的セキュリティの確立 ○ ○ ○ ○ ○ △ 
2 不正コピーの防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
3 アクセス制御の徹底 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
4 意識向上及び訓練内容の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
5 IT 専門家に注意 ○ △ △ △ △ △ 
6 適時適切な罰則の適用 ○ ○ △ △ △ △ 
7 実効性のあるインシデント管理 ○ ○ △ △ △ △ 
8 厳正な評価・承認の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
9 資産状況の確認 ○ △ △ ○ ○ △ 
10 信頼度の高い経歴再調査 ○ ○ △ ○ ○ △ 
11 セキュリティ文化の醸成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
12 管理者のセキュリティ意識の確立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 

2.8.3 適用性の詳細説明 

 
(1) 全般 

ハンセン事件から得られた教訓は、基本的にインサイダー脅威対策のベストプラクティ

ス的なものであることから、前項「2.8.1 適用性検討に当たっての留意事項」に基づけば、

すべての適用性対応欄が「○」となっても不思議ではない。 
 
「△」とした教訓については略号の説明内容のとおりである。とりわけ、「5 IT 専門家に

注意」、「9 資産状況の確認」及び「10 信頼度の高い経歴再調査」の採否については、当該

組織が取り扱う情報の重要性やセキュリティ環境などを十分に考慮したリスクアセスメン

ト結果による。 
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「×」とした教訓はなかった。インサイダー脅威を多少なりともセキュリティ･マネジメ

ント･システムにおいて考慮するのであれば、「×」がないのは極めて当然のことといえる。 
 

(2) 主な事例における検討 

我が国の「①三菱 UFJ」及び「②デンソー」は、情報システムの不正利用に係る事例で

あり、ハンセン事件における情報システムの不正利用から得られた 12 件の教訓がそのまま

適用できる。 
 
「1 物理的セキュリティの確立」、「2 不正コピーの防止」、「3 アクセス制御の徹底」「4 意

識向上及び訓練」、「8 厳正な評価・承認の実施」、「11 セキュリティ文化の醸成」及び「12
管理者のセキュリティ意識の確立」の教訓については、それらすべてが情報セキュリティ

に係る普遍的な慣行であることから、我が国の事例のすべてに適用性があるといえる。 
 
「5 IT 専門家に注意」の教訓が明らかに該当するのは「①三菱 UFJ」であり、適用性あ

りと判断した。他の事例については、十分留意すべき教訓であことから「△」とした。 
 
｢6 適時適切な罰則の適用｣及び「7 実効性のあるインシデント管理」の教訓については、

「①三菱 UFJ」及び「②デンソー」に適用性ありと判断した。他の事例についても、十分

留意すべき教訓であことから「△」とした。 
 
「9 資産状況の確認」については、その業務の重要性から、「①三菱 UFJ」に対して 100％

の適用性があると判断した。また、「④ボガチョンコフ」及び「５内閣情報調査室情報漏え

い」については、安全保障に係ることやエージェントに陥ったの金銭問題も係っているこ

とから適用性があると判断した。他の事例についても、十分留意すべき教訓であことから

「△」とした。 
 
「10 信頼度の高い経歴調査」については、一般的には国家の安全保障に係る秘密区分指

定情報の取扱者を対象とすべきであり、この点からは「④ボガチョンコフ」及び「⑤内閣

情報調査室」の 2 事件が対象となる。しかしながら、「①三菱 UFJ」及び「②デンソー」は

それぞれ重要な顧客情報及び重要技術情報を取り扱うことから、この 2 事件についても適

用対象とした。 
 

2.8.4 カウンターインテリジェンスの観点から考慮すべき事項 

カウンターインテリジェンス(CI)の観点からは、ハンセン事件の教訓が CI 対策のすべて

を網羅するものでないことに留意すべきである。 
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ハンセン事件は、ハンセンがソ連/ロシアの情報機関のスパイとなることを自発的に申し

出たものであり、ソ連/ロシアの情報機関諜報員によるリクルート・プロセスはなかった。

したがって、ハンセン事件からリクルート・プロセス関連の教訓は得られていない。また、

ハンセンは、FBI 訓練所におけるインテリジェンス訓練を終了した後に、FBI における任

務に就いており、CI に係るスキルは身に付けていた上で、むしろこれを利用してスパイ行

為に及んだのである。したがって、CI に係る教育訓練の教訓もハンセン事件からは得られ

ていない。 
 
我が国の「③サベリエフ」、「④ボガチョンコフ」及び「⑤内閣情報調査室」の 3 事件は、

いずれもロシアのインテリジェンス機関諜報員による HUMINT 活動に係るものであるが、

ハンセン事件から HUMINT のリクルート･プロセスに係る教訓はない。「⑤内閣情報調査

室」では、インテリジェンス訓練を受けていないにもかかわらず、ロシアの情報機関諜報

員に接触したとされている。また、「⑥イージス艦情報漏えい」は、事件の発覚に中国人妻

が係るなど、ややもすれば敵対性による情報収集活動に巻き込まれる恐れをもたらした事

件であり、単なる情報漏えいと判断することはできない。 
情報セキュリティの範囲を拡大し、CI 対策も取り込んだ防衛的 CI 活動が求められる理

由がここにある。 
 
リクルート･プロセスや CI に係る教育訓練など、ハンセン事件から得ることができなか

った教訓については、「第 1 章 概説」及び「第 3 章 米国の取り組み」の調査研究成果に基

づき、「第 4 章 提言」で行うこととしている。 
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3 米国の取組み 
 

3.1 全般 

本章においては、カウンターインテリジェンス(CI)に係わる米国の取り組みとして、次

の 3 項目に焦点を当て述べることとする。 
 

(1) CI 関連の規定：CI 活動に関連した大統領指令、国家戦略及び防衛関連企業に対

する要求事項 
(2) CI 活動の概要：連邦捜査局(FBI)、国防保全局(DSS)及び国家 CI 行政室(ONCIX)

における CI 活動の概要 
(3) 技術情報漏えい対策：推奨管理策の概要 

 
3.2 カウンターインテリジェンス関連規定 

ここでは、合衆国のカウンターインテリジェンス(CI)に関連する主な規定として、次の

4 件を紹介する。 
 
(1) 合衆国カウンターインテリジェンス国家戦略 2008(National Counterintelligence 

Strategy of the United States of America 2008, NCIX-2009-002) 
(2) 大統領指令・21 世紀のカウンターインテリジェンス (The PDD ON CI-21: 

Counterintelligence for the 21st Century, January 5. 2001)  
(3) 大統領指令・セキュリティ意識向上及び外国人接触報告 Security Awareness and 

Reporting of Foreign Contacts, 05 August 1995） 
(4) 国家企業セキュリティ・プログラム―運用マニュアル(DoD 5220.22-M, National 

Industrial Security Program-Operating Manual, February 28, 2006) 
 
3.2.1 合衆国カウンターインテリジェンス国家戦略 2008 

「合衆国カウンターインテリジェンス国家戦略 2008(National Counterintelligence 
Strategy of the United States of America 2008, NCIX-2009-002)」は、国家カウンターイ

ンテリジェンス(CI)行政部(NCIX)と国家 CI 政策理事会との連携により策定されたもので

ある。同政策理事会は、省庁(国務省、国防総省・統合参謀本部、司法省・連邦捜査局、エ

ネルギー省、国土安全保障省、中央情報局)の長から指定された主席担当官によって構成さ

れている。 
 
この国家戦略の要点は次のとおりであり、民間セクターを取り込んだ CI 活動を重視し

たものとなっている。 
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 外国のインテリジェンス活動は、従来からのインテリジェンス・コミュニティ及び

他の合衆国安全保障機構を標的とする活動をはるかに超え、民間セクターの重要イン

フラに及んでいる。 
 このため、民間セクターに対する CI 意識向上及び外国のインテリジェンス脅威に

係る情報の共有を促進する。 
 
図 3.2-1 は、国家戦略 2008 の策定に係る関連文書や組織との関係を示したものである。

図中の「大統領指令 PDD ON CI-21」については、次項で述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2-1：合衆国カウンターインテリジェンス国家戦略の策定 

 
 
以下は、国家戦略 2008 の中から、民間セクターとの係りがある部分を抜粋翻訳したも

のである。文中の下線は民間セクターに焦点を当てた戦略を示すものであり、これだけを

見ても、CI に係わる官と民とのパートナーシップが如何に重要であるかが理解できると思

われる。 
 

序 文 

本合衆国カウンターインテリジェンス(CI)国家戦略は、合衆国のインテリジェンス活動に

対する基本的責任を詳細に述べ、米国土に対するテロリスト攻撃の警告及び予防支援、他

の非対称脅威との交戦、並びに従来からの戦略的課題に対し、信頼性のあるインテリジェ

ンスを提供するものである。また、本戦略は、今後の進むべき道を示し、これにより合衆

国政府の CI 組織が公共及び民間セクターのエレメントに対して、外国の勢力及びグループ

合衆国CI国家戦略2008

大統領指令PDD ON CI-21
「21世紀のCI」（制定：2001年）
CI関連の様々な組織の設置、戦

略計画の作成、組織間の調整、
教育訓練などを規定

（その他） 国家CI政策理事会
FBI長官、国防副長官、CIA副
長官、司法省・エネルギー省・
国土安全保障省の主席代表
から構成

国家CI行政部(NCIX)

経済的優勢・企業機密・ノウハウの保護

軍隊を支援し、外国のインテリジェンス活動の無効化

CIコミュニティの効率的調整の達成及び訓練と教育の改善

民間セクターのCIを支援、脅威情報の伝達

合衆国CI国家戦略2008

大統領指令PDD ON CI-21
「21世紀のCI」（制定：2001年）
CI関連の様々な組織の設置、戦

略計画の作成、組織間の調整、
教育訓練などを規定

（その他） 国家CI政策理事会
FBI長官、国防副長官、CIA副
長官、司法省・エネルギー省・
国土安全保障省の主席代表
から構成

国家CI行政部(NCIX)

経済的優勢・企業機密・ノウハウの保護

軍隊を支援し、外国のインテリジェンス活動の無効化

CIコミュニティの効率的調整の達成及び訓練と教育の改善

民間セクターのCIを支援、脅威情報の伝達  
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のインテリジェンス活動によってもたらされる脅威に対抗すること、並びに我が国の秘密

事項と情報獲得手段を保護することを約束するものである。 
 
本戦略は、国家 CI 実行委員会によって策定され、合衆国政府の CI エレメント間の調整

の上、国家 CI 政策理事会によって是認されたものである。 
 
本戦略は、合衆国法典タイトル 50 の第 402a 条項の規定に従い、大統領の承認を得たも

のであり、合衆国政府の CI プログラム及び活動の実施に対するガイダンスを規定するもの

である。本官は、本戦略の履行により、議会が国家 CI 強化法 2002 で意図したとおり、国

家の CI エレメントの統合と効果性を強化するものであることを確約する。 
 
国家インテリジェンス長官 
J.M. McConnell 

 
戦 略 

 
(1) 外国のスパイ行為及び電子的侵入に対し国家をセキュアにする 

我が国は、情報システムに極めて依存したサイバー環境にあることから、敵対性に対し

て、この環境を利用した先例のない活動の機会を与えている。 

外部の敵対性は無論のこと、信頼されたインサイダーも合衆国の情報インフラを標的と

している。 

 

(2) 合衆国インテリジェンス・システムの完全性を保護する 

脅威と脆弱性の評価及びセキュリティ対策により、合衆国のインテリジェンス・システ

ム、重要な国家資産及び重要インフラの完全性を確実なものとする。 

インサイダー脅威にも対処しなければならない。 

 

(3) 国家の方針と決定事項を支援する 

インテリジェンスは国家の意思決定に不可欠であり、このインテリジェンス活動を保護

するのが CI 活動である。 

 

(4) 合衆国の経済的優勢、企業機密及びノウハウを保護する 

CI コミュニティは、政府全体に及ぶ同僚と共同し、我が国の重要な国家資産及び重要イ

ンフラを保護する。これら保護対象に含まれるものとしては、センシティブ技術、主要資

源、ネットワーク及びインテリジェンス関連攻撃からの知識がある。我が国の上下水道シ

ステム、電力網、金融マーケット、給与支払いシステム、空地の輸送管理システムなど、
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も目立つものを挙げただけだが、これらは電子的に制御され、国家支援及びフリーラン

スの両ハッカーによる巧緻な攻撃の対象となっている。また、インテリジェンス・コミュ

ニティのサプライチェーンも、グローバルなマーケットにおいて悪用されるリスクを帯び

ている。外国の会社又は海外のパートナーシップと提携関係にある合衆国の会社は、セン

シティブな合衆国システム及び技術に対する不正又は予想外のアクセスを行おうとする敵

対性の悪用の標的となる恐れがある。これらの標的活動は、我が国の知的財産を盗むため、

又は金融若しくは物流の混乱をもたらすために行われるものである。我が国の物理的イン

フラを防護するのは他の政府エレメントの任務であるが、CI はこの任務達成に重要な役割

を担っており、それら攻撃を回避するため又は撃退するため、誰が計画し実行しているか

理解すること又はそのような理解能力の態勢整備を行っている。 
 
我々は、国家の重要資産及びインフラの明確化及び防護支援を行わねばならない。これ

らの資産やインフラは、合衆国政府、民間セクター及び大学の多くのエレメントに存在し

ており、それらにはそれを所有する者さえも知らぬ重要な資産が含まれている。これらの

組織、CI、法の執行機関及びセキュリティ当局者が共同して対処することは、我が国に対

する敵対性が関心をもつ標的が何かを明らかにするに当たって、必要不可欠である。また、

敵対性に知られた場合、標的となって損失や危殆化を被り、それによって我が国のセキュ

リティに損傷を与えることになるような情報が何であるかを識別することも不可欠であ

る。CI エレメントは、法の執行機関及び安全保障機関と共同し、我が国に対する敵対性の

戦略、収集優先順位、意図及び所望技術に係る知識について策定、維持及びてこ入れを行

い、この知識を所望の収集要求事項へと翻訳する。我々はまた、重要国家資産及び重要イ

ンフラの所有者に脅威情報及び警告を提供する。これには、合衆国政府外に存在するもの

も含まれる。 
 

(5) 合衆国軍隊を支援する 

外国のインテリジェンス活動の無力化を図る。 

 

(6) CI コミュニティを管理し、効率的調整を達成する 

(CI コミュニティは官だけのコミュニティ)  
 

(7) CI コミュニティの訓練と教育を改善する 

 
(8) 公共セクターと同様に民間セクターにおける CI リスクの国家意識向上を拡充する 

我が国に対するインテリジェンス脅威の明確化、評価及び対応任務のよりよき達成のた

め、我々は合衆国政府外の他のエレメント、つまり民間セクター及び一般大衆に対し支援

の手を差し伸べねばならない。我々は、民間セクター及び大学との間で有意義な対話を行
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うことにより、そこに我々が学ぶことができる多くのものが得られる。逆に、我々は、国

家に対するインテリジェンス脅威に係る情報の伝達について、彼らと調整を行うことがで

きる。 
 
外国のインテリジェンス活動は、従来からのインテリジェンス・コミュニティ及び他の

合衆国安全保障機構を標的とした範囲をはるかに超えている。民間セクター及び大学は、

先進技術の発見、先端技術及び先進研究開発の繁殖に必要な肥沃土壌に恵まれていること

から、外国のインテリジェンス収集家にとっては魅力的な「ソフト標的」となっている。

アメリカの国民は、ビジネス、大学及び一般人が日々利用しているサイバー・ネットワー

クが、敵対性のインテリジェンス組織による組織的な敵意のある活動の目標となっている

こと、及びそれらの活動が国家のインフラと電子ネットワークの完全性と安全性を脅かし

ていることを理解しなければならない。CI コミュニティは、民間セクター、学会及び一般

大衆に対し、我々が直面する脅威及びそれら脅威への対応に関して対話を継続する。 
 
CI 組織は、自発的な民間セクターや学会パートナーと共同し、研究開発によるインテリ

ジェンス・コミュニティ能力の改善を行うとともに、新生の技術脅威の予測と識別を行う。

CI コミュニティが自発的なパートナーとの連携が図れる場合、外国インテリジェンス活動

を標的にすること、及び国家の安全保障を護るために不可欠な情報を手に入れることがで

きる。 
 
 

3.2.2 大統領指令(PDD ON CI-21) 

大統領指令 PDD ON CI-21「21 世紀のカウンターインテリジェンス(The PDD ON 
CI-21: Counterintelligence for the 21st Century, January 5. 2001)」は、合衆国カウンタ

ーインテリジェンス(CI)コミュニティに対する指令であり、合衆国が直面するインテリジ

ェンス脅威の識別、理解、優先順位付け及び対処任務を遂行するステップの要点を明示し

たものである。この大統領指令に基づき新たに設置された「国家 CI 行政部(NCIX)」が、

前述の「合衆国 CI 国家戦略 2008」を策定した。 
 
この大統領指令の主な内容は、次の設置を示したものである。 
 

 FBI 長官が委員長となる CI 理事会(Counterintelligence Board of Directors)：FBI
長官、国防副長官、中央情報局副長官、司法省主席代表者から構成 
 国家安全保障会議次席者会議(NCC Deputies Committee) 
 国家 CI 行政部(National Counter Intelligence Executive) 
 国家 CI 政策理事会(The National Counterintelligence Policy Board) 
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 国家 CI 行政室(Office of the National Counterintelligence Executive) 
 国家 CI 戦略計画の立案(National Counterintelligence Strategic Planning) 
 国家 CI 戦略分析(National Counterintelligence Strategic Analysis) 
 国家 CI プログラム予算及び評価(National Counterintelligence Program Budget 
and Evaluation) 
 国家 CI 収集及び標的の調整 (National Counterintelligence Collection and 
Targeting Coordination) 
 国家 CI のアウトリーチ、監視及び警戒機能 (National Counterintelligence 
Outreach, Watch and Warning Capability) 
 CI の訓練及び専門家育成ポリシーの策定 

 
3.2.3 大統領指令(PDD/NSC-12) 

大統領指令 PDD/NSC-12「セキュリティ意識向上及び外国人接触報告(PDD/NSC-12、
Security Awareness and Reporting of Foreign Contacts, 05 August 1995)39」は、政府機

関の職員に対して、その公式活動の範囲内外を問わず、その活動の中で次のいずれかに該

当する場合、いかなる国籍の人物との接触についても報告することを求めたものである。 
PDD/NSC-12 の内容は、次のとおりである。 
 

PDD/NSC-12 

政府機関の職員は、その公式活動の範囲内外を問わず、その活動の中で次のいずれかに

該当する場合、いかなる国籍の人物との接触についても報告するものとする。 
 
(1) 秘密区分指定情報又はセンシティブ情報に対する不法又は不正なアクセスが求めら

れているか、又は 
(2) 職員が、外国の組織が実際に当人を利用するか又は利用するための標的とすること

を懸念している場合、 
 
政府機関の職員は、対話の中で受け取ることが許されていないセンシティブ情報の提供

を誰かが求める場合、その対話のすべてを即座に報告しなければならない。疑わしい場合

は、情報を評価できる当該機関のセキュリティ・オフィスの職員又は知り得る職員が、カ

ウンターインテリジェンス脅威の存在の可能性を決定するものとする。 
 
政府機関契約職員(contractor)は、秘密区分指定情報を不法に取得若しくは不正にアクセ

ス、又は秘密区分指定情報取扱適格者(クリアランス保有者)を危殆化するいかなる人物の活

                                                  
39 http://ftp.fas.org/irp/offdocs/pdd12.htm 
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動についても、その国籍にかかわりなく報告することが求められる。さらに、クリアラン

ス保有者といかなる国の既知若しくは不審な情報員との接触、又は契約職員が他の国のイ

ンテリジェンス機関によるリクルート標的行為の懸念を抱くような接触についても、報告

するものとする。 
 
世界中のほとんどのインテリジェンス機関の頼みの綱は、特定の関心事について識見の

あるインテリジェンスを提供することが可能な、申し分のない配置にある現地人スパイの

リクルートである。一流超大国としての合衆国は現在及び今後も、ほとんどの外国インテ

リジェンス機関の主要な関心の的となり続ける。米国の もセンシティブな職に就く者、

とりわけ事務官、軍関係者及び政府機関契約者は、他の国のインテリジェンス機関の注目

の的である。 
 
外国のインテリジェンス機関は、多くのアメリカ人が職業スパイから出発し、後に自発

的な情報提供者となっているにもかかわらず、合衆国市民を情報提供者とするための評価

と標的行為のアプローチにかなりの時間と資源を投入し続けている。さらに、情報提供者

獲得アプローチは、そのほとんどが思いがけないということは決してなく、実際には標的

とされた人物に対する詳細な計画と完全な評価の結果の上に成り立っているのである。標

的とされた人物は、おそらく、自らがインテリジェンス機関のために活動することを求め

られるようになって、怪しげな関係になりつつあることに初めて気付くのである。 
 
連邦政府各省庁は、この大統領指令に従い外国人不審接触報告実施要領を作成し、職員

及び政府契約職員に示すとともに、CI 意識向上教育を実施している。 
 
3.2.4 国家企業セキュリティ・プログラム―運用マニュアル 

「国家企業セキュリティ・プログラム―運用マニュアル(DoD 5220.22-M, National 
Industrial Security Program-Operating Manual (NISPOM), February 28, 2006)」は、

政府の秘密区分指定情報に係わる契約企業に対し、セキュリティ要求事項を規定したもの

である。NISPOM の「第 1 章 第 3 節 報告に関する要求事項」において、外国からの不

審な情報収集活動に係わる報告要求事項が示されている。また、「第 9 章 第 3 節 インテ

リジェンス情報」においては、契約企業が政府から提供されたインテリジェンス情報の保

護に係わる要求事項が記載されている。 
以下の項において、これらの概要を示す。 

 
3.2.4.1 報告に係る要求事項全般  

NISPOM の報告に関する規定は、「第 1 章 第 3 節：報告に関する要求事項」に記載さ

れている。NISPOM の報告規定は、以下に示すように、何を、どこに、どのように報告す
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べきかを規定している。また、報告の前後に係る契約者の実施すべき事項として、契約者

が報告に係る方針及び手順を作成の上、従業員に報告及び懲戒に係る事項について周知徹

底することを求めている。 
 

(1) 報告すべき出来事 

契約者が報告すべき出来事として、次が規定されている。 
(1) 保全施設の適格性に影響を及ぼす出来事 
(2) 従業員の秘密保護適格性に影響を及ぼす出来事 
(3) 秘密区分指定情報の適切な保護に影響を及ぼす出来事 
(4) 秘密区分指定情報の漏えい若しくは危殆化の徴候を示す出来事 
 

(2) 報告の提出先 

報告の提出先は、報告すべき出来事の内容に応じて、連邦捜査局(FBI)又は国防保全局

(DSS)の保全管轄局(CSA)のいずれかとなる。 
 

(3) FBI に提出すべき報告 

契約者は、当該会社のいずれかの場所において、契約者の注意を引く、実際の、起こり

そうな又は起こる可能性のあるスパイ、サボタージュ、テロリズム又は破壊的な活動に関

して、 も近い FBI 支部に文書で速やかに報告するものとする。 初の報告は電話でも良

いが、FBI による報告の処置にかかわらず、引き続き文書を提出しなければならない。契

約者は、報告文書の写しを CSA に提出するものとする。 
 

(4) CSA に提出すべき報告 

CSA に提出すべき報告としては、後述する具体的な秘密区分指定情報の漏えい、危殆化

又は危殆化の疑いに係るものの他、従業員に係る不利な情報、不審な接触、秘密保護適格

証明書内容の変更、帰化による市民権取得、秘密区分指定情報に係る業務忌避要望の従業

員、秘密区分指定情報非開示合意拒否の従業員、保全施設適格性に影響を及ぼす変更、保

管能力の変更、秘密区分指定情報保護の不能状態、セキュリティ装置のぜい弱性、秘密区

分指定情報の不正受領、情報の危殆化インシデントに係る従業員の情報、説明責任管理終

了後の秘密区分指定情報の処置及び外国との秘密区分指定情報に係る契約がある。 
 

(5) 秘密区分指定情報の漏えい、危殆化又は危殆化の疑いに関する報告 

契約者は、秘密区分指定情報(外国又は米国による指定を問わない)の漏えい、危殆化又

は危殆化の疑いについて、CSA に報告するものと規定されている。また、合理的な期間内

に所在の確認ができない秘密区分指定情報については、捜査機関が否定の決定をしない限

り、漏えいしたものと規定されている。 
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報告要領は、次ぎに述べる予備調査、初回報告及び 終報告の 3 ステップで実施するこ

とが規定されている。 
 

ｱ 予備調査：契約者は、秘密区分指定情報の漏えい、危殆化又は危殆化の疑いがあると

報告を受けた場合、そのような報告内容に関するあらゆる状況確認のための予備調査

を直ちに開始する。 
 

ｲ 初回報告：契約者は、予備調査の結果、いずれかの秘密区分指定情報に関して漏えい、

危殆化又は危殆化の疑いを確認した場合、CSA から特に通知のない限り、当該事故に

係わる初回報告を速やかに CSA に提出する。この初回報告の提出延期は許されない。 
 

ｳ 終報告：事故調査が完了した場合、次を含む 終報告を CSA に提出する。 
 

 初回報告に含まれなかった資料及び関連する情報。 
 事故の主責任者であった人物の氏名及び社会保障番号。 
 過去において当該人物の責任であった秘密区分指定情報の漏えい、危殆化又は危殆

化の疑いの事故履歴。 
 再発防止措置及び当該責任者に対する懲戒処分。 
 秘密区分指定情報の漏えい、危殆化又は危殆化の疑いがあった又はなかったとする

結論に至った具体的理由。 
 
(6) 個人の懲戒 

契約者は、NISPOM の規定に違反した従業員に対し、適切な管理上の処置を下すための

方針を確立の上懲戒処分を行う。契約者は、従業員の違反又は無視に対して、段階的な懲

戒規定を確立の上適用する。セキュリティ違反が個人の責任に帰すことが決定でき、かつ、

次に示す一つ又はそれ以上の要素が明らかな場合は、従業員に対する管理上の処置声明を

CSA への報告に含める。 
 

 違反には、セキュリティ要求事項に対する故意の無視が含まれる。 
 違反には、秘密区分指定情報の取扱に対する重大な過失が含まれる。 
 違反は、故意に基づくものではないが、過失又は不注意による行動様式が含まれる。 

 
 
3.2.4.2 不審な接触 

前 3.2.4.1 項で述べた様々な報告の中で、特にカウンターインテリジェンス(CI)に密接に

係るのが「不審な接触」であり、NISPOM の「1-302-b. Suspicious Contacts」項におい
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て次のように規定している。 
 
契約者は、秘密区分指定情報への不法若しくは不正なアクセスを行う人物、又は秘密保

護適格証明書(クリアランス)保有者を危殆化する人物の活動について、その人物の国籍を問

わず報告するものとする。さらに、契約者は、従業員といかなる国の既知若しくは不審な

情報員との接触、又は関係従業員が他の国のインテリジェンス機関による利用の標的とな

る恐れがあると懸念される接触のすべてについて報告するものとする。 
 
この規定は、「3.2.3 大統領指令 PDD/NSC-12」の項で紹介した外国人不審接触報告の

規定と内容的にほぼ同じである。PDD/NSC-12 の対象は連邦政府職員であり、NISPOM
の対象が防衛関連企業等の従業員であるという違いがあるものの、米国の官民一体となっ

て CI に取り組む姿勢がうかがわれる。 
 

3.2.4.3 インテリジェンス情報 
NISPOM「第 9 章 特別要求事項 第 3 節インテリジェンス情報(Intelligence 

Information)」の規定内容は、「大統領指令 12829 国家企業セキュリティ・プログラム

(Executive Order 12829, National Industrial Security Program, January 6, 1993)」の規

定に従い、中央情報局(CIA)が提供したものであり、防衛関連企業におけるインテリジェ

ンス情報の保護に係わるガイダンスを示している。 
このガイダンスの主な内容は次のとおりである。 

 
 インテリジェンス情報に対する標記：取扱管理を明確にするため、定められた標記

を行わねばならない。 
 秘密のインテリジェンス情報の配布制限：契約者は、（下請負契約者を含め）秘密の

インテリジェンス情報を開示してはならない。開示に当たっては、提示機関からの文

書による許可を得なければならない。 
 秘密のインテリジェンス情報の保護：契約者は、契約者が所有する秘密のインテリ

ジェンス情報のすべてについて、本マニュアルの秘密の情報に対する規定に従って保

護するものとする。追加の要求事項は、政府契約部門(Government Contracting 
Activity: GCA)の指示による。 

 質問事項(9-306. Inquiries)：秘密のインテリジェンス情報に属する情報源、取得、

利用、管理又は制限事項に関する質問事項のすべては、当該情報の提示機関に対して

行うものとする。 
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3.3 カウンターインテリジェンス活動 

米国においてカウンターインテリジェンス(CI)活動を行っている組織は多々ある。しか

しながら、ここでは、防衛関連企業に焦点を当てた関連組織の CI 活動について、その概

要を述べることとする。その中でも特に注目すべきは、CI コミュニティと防衛関連企業等

との情報共有である。企業からの不審接触報告及び CI コミュニティ自らが収集した敵対

性の CI 活動情報に基づき、企業における CI 活動に資するための有用な情報を提供してい

る。中でも連邦捜査局(FBI)は、米国の重要インフラ防護に関してさらに突っ込んだ支援を

民間企業に対して行っている。 
図 3.3-1 は、CI コミュニティと防衛関連企業等との間の情報共有を示すものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3-1：官民間の CI 情報共有の流れ 

 
 
3.3.1 カウンターインテリジェンス・コミュニティ 

合衆国のカウンターインテリジェンス(CI)コミュニティは多くの連邦政府省庁・機関に

及んでおり、それぞれが合衆国のセンシティブ情報及び技術に対する外国の不正取得防止

活動を行っている。CI コミュニティには、インテリジェンスに係る収集家、分析者及び法

の執行官が参加している。彼らは、様々なフォーラムを通じて定期的に会合し、適時の情

報共有及び主要な事件に係る迅速な訴追を確実なものとしている。この CI コミュニティ

の主要メンバーは、図 3.3-1 に示したとおりである。 
以下の項においては、防衛関連企業に焦点を当てた 3 つの CI 組織(国防保全局、連邦捜

査局及び国家 CI 行政室)の活動内容を紹介する。 
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3.3.2 国防保全局 

国防保全局 (DSS)のカウンターインテリジェンス (CI)オフィス (DSS Counter 
Intelligence Office: DSSCIO)は、施設保全適格証明書を持つ防衛関連企業 (Cleared 
Defense Contractor: CDC)及びその従業員に対して、外国からの不正な情報収集活動に対

する警告を怠らないようにと、次のように求めている。 
 
DSS は、CDC の従業員が合衆国 CI の 前線における防衛の役割を果たしていると位置

付けている。合衆国に対する敵対性は、経済分野又は防衛分野を問わず、合衆国の国民が

努力して勝ち得た合衆国の競争優位性を引きおろすよう活動している。 
すべての不審接触が、必ずしも合衆国の安全保障に対する明確な脅威であると断言する

ものではない。しかしながら、たった 1 回の接触又は不審なインシデントであっても、そ

れを他の情報源からの報告と関連付けすることにより、戦闘中の現実の敵又は人をだます

ような隠密裏の敵に対する「転換点(tipping point)」到達に必要な情報を提供することにな

るかもしれない。 
したがって、CI 防衛の 前線に位置する CDC の従業員による不審接触報告は、CI 活動

の戦闘において米国が勝利するための極めて重要な役割を果たすことになる。 
 
以下に、CI 活動における DSS の役割について述べる。 

 
3.3.2.1 国防総省における DSS の役割とカウンターインテリジェンス 

国防総省の国防長官府には、国防長官と 5 つの部門(政策、会計監査、人事・即応、取得・

技術・兵站及びインテリジェンス)担当の国防次官が任命されており、これら各担当次官の

下には、それぞれの所掌に応じたいくつかの部又は局が設置されている。そして、このイ

ンテリジェンス担当国防次官の下に、国防情報局(DIA)、国家安全保障局(NSA)、国家地球

空間情報局(NGIA)、そして国防保全局(DSS)がある。 

このような位置付けにある DSS の役割は、国防総省訓令(DoDD 5105.42)に定められて

おり、その内容は次のとおりである。 

 

ｱ. 人的セキュリティ調査 

ｲ. 企業のセキュリティ管理 

ｳ. 情報システムのセキュリティ 

ｴ. ポリグラフの研究、教育、訓練及びテスト 

ｵ. セキュリティ研究・教育及び訓練 

 

同訓令には、これら任務を遂行する上でのさらなる細部規定があり、その中で、カウン
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ターインテリジェンス(CI)活動に係る事項は次のように規定されている。 

 

 訓練の提供：企業セキュリティ、人的セキュリティ調査及び情報セキュリティ分野

に関し、国防総省その他合衆国政府機関の職員並びに選定された外国政府の職員に

対し訓練を行う。 

 CI 意識向上訓練：CDC の従業員 

 セミナー等の主催：すべてのセキュリティ機能分野に関し、企業、企業や専門家の

グループ、国際組織、外国政府及び国防総省等政府機関と共に、会合、セミナー及

びカンファレンスの主催者、実施者及び参加者となる。 

 セキュリティの教育及び訓練並びに専門家育成：国防総省の各構成組織、CDC、そ

の他政府機関に対してセキュリティ教育・訓練を実施するとともに、セキュリティ

専門家育成支援を行う。 

 人的セキュリティ調査・分析支援：国防総省の各構成組織、インテリジェンス・コ

ミュニティ・メンバー、その他連邦政府機関に対して、人的セキュリティの調査・

分析支援を行う。 

 セキュリティ情報の出版：企業セキュリティ通信、企業セキュリティ掲示板、その

他セキュリティ関連ガイドラインの作成・出版を行う。 

 CI 及び法の執行機関による捜査支援：当該捜査が DSS の任務に関連する場合、権

限を有する CI 及び法の執行機関が実施する国防総省の職員、施設又は契約者に対

する捜査の支援を行う。これらの機関には、各軍省の捜査機関、監察総監、連邦捜

査局(FBI)がある。 
 

DSS における CI 業務は、DSS カウンターインテリジェンス・オフィス(DSS Counter 
Intelligence Office: DSSCIO)が実施する。 
 
3.3.2.2 国防保全局カウンターインテリジェンス・オフィスの役割 

ここでは、国防保全局カウンターインテリジェンス・オフィス(DSSCIO)が実施する主

な役割及び企業からの不審接触報告処理要領について述べる。 
 

(1) DSSCIO の役割 

DSSCIO は、CI に係るアセスメント、分析及び報告を行うことにより、DSS の企業セ

キュリティ・プログラム、人的セキュリティ・クリアランス・オフィス及び防衛関連企業

クリアランス・オフィスを直接支援している。さらに DSSCIO は、55 の CI ワーキング・

グループを支援するとともに、DSSアカデミー及び統合 CI 訓練アカデミー(Joint Counter 
Intelligence Academy: JCIA)において、企業セキュリティ/CI 訓練ミッションに参加して
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いる。 
DSSCIO は、潜在的なスパイ事件の早期検知及び問い合わせに対する責任を有するとも

に、企業からの外国の諜報員や国際的活動家による情報の収集の企てについての認知及び

報告を支援する(この件については次項に記す)。また、DSSCIO は、企業の CI 活動の支援

を行うとともに、その対策の適用に当たっての助言を行う。 
なお、DSSCIO は、現地活動、分析及び提示、インサイダー脅威問題及び収集管理の 4

つの部門に別れ、それぞれが与えられた任務を遂行している。 
 

(2) DSSCIO における不審接触報告処理要領 

CDC は、不審接触報告(Suspicious Contact Report: SCR)を DSS の企業セキュリティ

代表者(Industrial Security Representative: ISR)に提出する。 
 
この ISR には、国家企業保全プログラム(National Industry Security Program: NISP)

に基づくセキュリティに係る担当者として、CDC セキュリティに係る連絡調整担当者の任

務が付与されている。DSS は、NISP で付与された任務を果たすため、米国を 4 地域に分

けて業務を実施しているが、これら地域に約 280 名の ISR が配置されている。ISR の主た

る任務は、CDC の施設管理者及び施設セキュリティ担当者（FSO）との専門的なパート

ナーシップを構築し、国防総省との契約に基づき CDC に提供された秘密区分指定情報の

保護を確実なものとする役割を担っている。ISR は 2008 年度において、米国の 9,100 に

及ぶ CDC のセキュリティ監査を実施したとされている。 
 
ISR は、CDC から提出された SCR を受け付け、DSS の DSSCIO に送達する。この

DSSCIO には、これらの SCR の受理、分析及び問い合わせを行う責任がある。SCR に含

まれるのは、秘密区分指定情報に対する不正な又は許可されていないアクセス、クリアラ

ンスを持つ従業員に対する危殆化活動などに係るすべての不審事項である。さらに、CDC
は、従業員が他の国のインテリジェンス機関の諜報員として知られている人物又は諜報員

と目される人物と接触している場合、その人物の国籍を問わず、その接触のすべてについ

て又は従業員が他の国のインテリジェンス機関による工作の標的になっていると思われる

接触のすべてについて、DSS に報告するものとされている。また、実際の、恐れのある又

は可能性のあるスパイ行為、サボタージュ、テロリズム又は破壊行為については、その場

所を問わず、FBI に報告することになっている(この件に係わる規定については、「3.2.4 国
家企業セキュリティ・プログラム―運用マニュアル」の項で述べたとおりである)。 

 
DSSCIO は、不審接触によってもたらされた潜在的な脅威を無力化するため、SCR 送

達元の ISR と調整の上、当該 CDC に対する訓練、意識向上及び適切な対策に係る情報を

提供する責任がある。このような事態に先見性を持って企業が対処するため、参考資料と
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して DSSCIO が毎年出版しているのが、「2008 標的とされる合衆国技術：防衛関連企業

からの報告に基づく傾向分析(Targeting U.S. Technologies: A Trend Analysis of 
Reporting from Defense Industry, 2008, Counter Intelligence Directorate, Defense 
Security Service, 26 July 2009)」40である。この出版物は、CDC 及びその従業員に対し

て、外国からのインテリジェンス脅威の周知徹底を図らせるとともに、敵対性の意図を象

徴する不審接触事項について、CDC から積極的に報告させることをねらったものである。

この出版物の主な内容は、次のとおりである。 
 

 収集技術情報の動向：外国が関心を集めている合衆国防衛技術について、開発

科学技術リスト(Developing Science and Technology List: DSTL)に掲載され

ている 20 項目を対象に、DSSCIO がその分析を行ったものである。この分析

目的は、収集対象となっている技術情報を明らかにすることである。CDC は、

このようにして得られた収集対象技術情報の優先順位を認識することで、当該

技術や秘密区分指定情報漏えい防止のためのセキュリティ対策に重点を指向す

ることができる。 
 収集手口の傾向：技術情報収集家による利用頻度の高い手口を、分析結果に基

づき示している。これらの手口は、高い順から、情報の提供依頼、買収などに

よる技術の入手、サービスの提供、不審なインターネット活動などであり、

近の特徴としては、第 4 番目のインターネット活動が、他に比べ著しい増加傾

向にあるとしている。 
 収集家の所属：収集家の所属としては、政府、政府関連、商業及び個人に分類

している。 近の特徴としては、企業などの商業に所属すると思われる収集家

が、政府や政府関連機関に比べ、著しい増加傾向を示している。 
 
DSSCIO は、これまでの経験から、この技術収集動向出版物が CI に係る意識向上を図

るものとして価値のあるツールとなっており、同出版物に記載されている収集活動の手口

が米国の安全保障に絶えることのない脅威をもたらしていることに対して、従業員一人一

人がどのように対応すべきかについての効果的かつ即効性のある参考資料であると自負し

ている。 
 
3.3.3 連邦捜査局 

連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation: FBI)は、合衆国に対する外国のインテリ

ジェンス活動の摘発、防止及び調査に係る主要機関としての役割を担っている。FBI は、

カウンターインテリジェンス(CI)活動を同局の第 2 番目の優先事項に位置づけているが、

その理由として、外国によるインテリジェンス活動が国家の安全保障の核心を攻撃し、合

                                                  
40 この文書については、翻訳版が防衛調達基盤整備協会から出版されている。 
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衆国の政治、軍事及び経済力に影響を及ぼすことを掲げている。特に、FBI は「冷戦は終

了していない」と明言し、現在は「単に新たな分野に移動したにすぎない」として、グロ

ーバル市場こそが冷戦の場、すなわち情報獲得の戦場であるとしている。 
以下の項において、FBI の CI 活動戦略及び重要インフラ防護を対象とした活動

(INFRAGARD)を紹介する。 
 

3.3.3.1 連邦捜査局のカウンターインテリジェンス活動戦略 
FBI は、2004-2009 年度の戦略計画41をホームページに掲載しているが、その第Ⅱセク

ション「任務の達成」の第 C 項「カウンターインテリジェンス(CI)」が CI 戦略であり、

以下に示す 3 項を述べている。この戦略計画において注目すべき事項は、「国家の機密情

報の保護だけを目的とした冷戦時代の CI 活動から抜け出し、民間、とりわけ防衛関連企

業における CI 活動の重要性を示唆している」ことである。 
以下は、FBI の CI 戦略を抜粋要約したものである。 
 
(1) 戦略目標：外国のインテリジェンス活動及びスパイ行為から合衆国を守ること。 
(2) 情勢：合衆国内における外国のインテリジェンス脅威は、これまでの歴史上の脅威

に比べられないほど、より複雑なものとなっている。具体的には、脅威の範囲が単に

以前からのインテリジェンス機関だけでなく、様々な組織に属する人物による非在来

型及び国際的レベルの活動家が加わっていることである。インテリジェンス収集も秘

密区分指定の国家防衛情報に限定されず、国家の経済力に係る情報をも対象としてい

る。さらに、外国のインテリジェンス収集活動の手口は、より巧緻化されつつあり、

サイバースペースの利用も増加しつつある。 
(3) 戦略目的：外国による大量破壊兵器(Weapons of Mass Destruction: WMD)技術又

は機材の取得を防止又は無効化すること。合衆国インテリジェンス・コミュニティに

対する侵入を防止すること。合衆国政府及び企業に対する侵入を防止すること。合衆

国の重要資産の危殆化を防止すること。合衆国の戦略目的に対し も重大な脅威をも

たらす国家に焦点を当て、CI 活動を実施すること。外国のインテリジェンス及び CI
に係る情報の収集、作成及び配布を行うこと。 

 
3.3.3.2 INFRAGARD 

以下に、FBI における米国の重要インフラ防護活動プログラムとしての INFRAGARD
について紹介する。 

 
(1) INFRAGARD とは 

FBI における INFRAGARD の役割は、米国の重要インフラ及び主要資産の防衛を強化

                                                  
41 http://www.fbi.gov/publications/strategicplan/stategicplantext.htm#ci 
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するため、FBI と INFRAGARD メンバーとの間に情報及びインテリジェンスの共有を促

進することであるとされている。しかしながら、その主たる焦点は、FBI における捜査活

動の円滑化を図るため、利用可能なインテリジェンス情報を共有することである。 
 
この INFRAGARD は当初、政府セクターと民間セクター間の同盟として、民間セクタ

ーの重要情報システムの防護を促進するため 1996 年、FBI のクリーブランド支部におい

て設立された。そして、同支部のサイバー分野における捜査活動に関連して、情報技術関

連企業及び学会からの支援を受けていた。その後、この INFRAGARD プログラムは次第

に他の支部にも拡大された。FBI は 1998 年及び 2003 年に、それぞれ国家インフラ防護セ

ンター (National Infrastructure Protection Center: NIPC)及びサイバー部局 (Cyber 
Division)に対する国家的プログラムとしての責務を INFRAGARD に付与した。このよう

にして、INFRAGARD メンバーと FBI は、様々なテロリズム、インテリジェンス、犯罪

及びセキュリティ問題に係る情報の交換を実施し、信頼性と真実性の関係を醸成してきた。

このプログラムは現在、FBI 本部が支援するプログラムに成長し、米国内 56 の FBI 支部

すべてが、その管轄地域内に少なくとも 1 つの INFRAGARD 支部を支援するとともに、

一人以上の特別捜査官を INFRAGARD 調整官として割り当てている。 
 
INFRAGARD プログラムは、民間セクターと FBI との情報共有及び民間への分析活動

成果の伝達により、広範多岐にわたる INFRAGARD メンバーの利益に供するとともに、

知識ベースの結合化を図っている。INFRAGARD の基底をなすのは、FBI と民間セクタ

ー間のパートナーシップである。INFRAGARD は、ビジネス、学術研究機関、地方自治

体の法の執行機関、その他の参加者により共通の目的で組織された団体であり、合衆国に

対する敵対性の活動を防止するため、情報とインテリジェンスの共有を重要視している。

86 の INFRAGARD 支部は、各地にある FBI 支部と地域的にリンクされている。各

INFRAGARD 支部に配置された FBI の INFRAGARD 調整官は、ワシントン DC にある

FBI 本部のサイバー部局特別捜査官プログラム・マネージャ監督者と密接な連携調整を行

いつつ業務を遂行している。 
 

(2) 重要インフラ防護センターとの関係 

NIPC の下にあった時期の INFRAGARD の焦点は、サイバー・インフラの防護であっ

た。NIPC は 2001 年 9 月 11 日以降、重要インフラに対する活動の焦点を、サイバー脅威

だけでなく物理的脅威にまで拡大した。これにより、INFRAGARD のミッションも拡大

することとなった。 
しかしながら、この NIPC は 2003 年 3 月、重要インフラ防護(CIP)を所管する国土安全

保障省(DHS)に移管された。そこで FBI は、INFRAGARD を FBI がスポンサーとなるプ

ログラムとして留める一方、DHS の CIP ミッションを支援することとした。これにより、
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CIP 活動における INFRAGARD の継続的役割を促進させるとともに、INFRAGARD の能

力を拡大して FBI の捜査ミッション、特に FBI のカウンターテロリズム及びサイバー犯

罪を支援することとした。 
 

(3) INFRAGARD の目標と目的 

INFRAGARD の目標は、INFRAGARD メンバーと FBI 間の対話を促進させ、適時に意

思疎通を交わすことである。INFRAGARD メンバーは、所有する資産の防護に有用な情

報を FBI の情報システムから入手することができ、その代わりに、政府に対してテロリズ

ムやその他の犯罪の防止及び対処の責任を果たす政府の活動を促進させる情報を提供する

こととされている。 
このような両者の関係は、国家的レベル及び地域レベルにおける情報共有を支援するも

のであり、その目的は次の通りとなっている。 
 

 カウンターテロリズム、サイバー犯罪、その他の主要な犯罪プログラムに係る事項

について、INFRAGARD メンバー及び FBI 間の情報レベル及び報告のレベルを拡大

する。 
 重要インフラの脅威、ぜい弱性及び相互依存性について、INFRAGARD メンバー

及び FBI 間の対話と情報共有を増大させる。 
 FBI は、INFRAGARD メンバーに対し、付加価値のある脅威助言、警報及び警告

を提供する。 
 地方自治体及び国土安全保障省を含む連邦政府機関との連携を促進する。 
 国家及び合衆国利益に対する潜在的可能性のある犯罪及び攻撃に係るカウンター

テロリズム、カウンターインテリジェンス、サイバー犯罪、その他の事件の詳しい情

報に基づく報告について、教育訓練フォーラムを INFRAGARD メンバーに提供する。 
 
(4) INFRAGARD 地方支部の活動 

各 FBI 支部には、FBI の特別捜査官が INFRAGARD 調整官として配置されている。同

調整官は、INFRAGARD メンバーを参集させて総会を開催する。INFRAGARD には、メ

ンバー資格要件を満たすものであれば、誰でも参加することができる。各支部の実行委員

会は、メンバーシップ内の情報の統制と共有を行う。総会は定期的なミーティングを開催

し、メンバー会社に影響を及ぼす問題、脅威その他の事項について討論する。官民及び法

の執行コミュニティからの講演者が招待され、様々な情報が提供される。次に示すのは、

各支部において実施されるその他の活動である。 
 

 訓練及び教育の率先 
 地方ニュースレターの作成・配付 
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 情報インフラに対して大規模攻撃が行われた場合、その代替システムの利用に係る

不測事態対応計画 
 
(5) INFRAGARD のセキュア・ウェッブサイト 

INFRAGARD のセキュア・ウェッブサイトは、INFRAGARD メンバーに対して次の情

報を提供している。 
 近の侵入 
 重要インフラ防護に係る研究 
 他の INFRAGARD メンバーとの間のセキュア通信機能 

 
(6) なぜ、米国は INFRAGARD を必要としているか？ 

INFRAGARD は、次に示すいくつかの理由から必要であるとされている。 
 

 ほとんどのインフラは、民間の所有及び運営である。 
 官民セクターは、重要インフラ及び資産に係る豊富な情報を持っており、これらは

お互いに共有すべきものである。 
 重要インフラ及び主要資産のほとんどは、相互接続の関係にある。 
 重要インフラ及び主要資産のグローバル化は、潜在的損害への危険にますますさら

されている。 
 重要インフラ及び主要資産の所有者及び経営者は、FBI のニーズを把握した上で、

インシデントをどこに報告するか知るべきである。 
 

(7) 合衆国政府は INFRAGARD からどのような利益が得られるか？ 

合衆国政府の利益となるものには、次が含まれる。 
 

 捜査活動が強化及び開始された事件の増加 
 FBI が、我が重要インフラ防護に積極的な役割を果たすとした大統領指令 PDD63
要求事項の遂行 
 FBI、その他の政府機関からのセクターを横断する情報の伝達のための新たなチャ

ネルの構築・維持 
 重要インフラ及び主要資産所有コミュニティにおける情報共有 
 FBI やその他の INFRAGARD メンバーからの、信頼された確信のある重要インフ

ラ及び主要資産情報の確認 
 サイバー及び物理的脅威との闘いに利用可能な FBI や他の法の執行機関の資源に

対する理解の強化 
 サイバー及び物理的セキュリティに係る教育と訓練の実施 
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 法の執行コミュニティ、学会、民間企業、その他の政府機関からの代表者との対話

及び情報共有機会の増加 
 

(8) INFRAGARD に参加することによる利益 

重要インフラの所有者又はその代表者が INFRAGARD メンバーとなって得られる利益

には、次のようなものがある 
 米国のインフラ維持を助ける他の会社とのネットワークへの参加。Fortune500 社

42のうちの 350 社が INFRAGARD に代表者を送っている。 
 FBI のセキュア通信ネットワークにアクセスすることができる。このネットワーク

は、VPN 秘匿ウェッブサイト、ウェッブ・メール、リストサーブ43、メッセージボー

ド、その他を完備している。 
 国土安全保障省及び FBI などの政府機関情報源から、タイム・センシティブなイ

ンフラ関連のセキュリティ情報を知ることができる。 
 重要な訓練セミナーやカンファレンスへの招待及び割引が得られる。 
 中でも 高なのは、INFRAGARD への加入が無料であることである。 

 

(9) INFRAGARD メンバーシップ 

INFRAGARD は、合衆国及びアメリカ市民の防護に専念する組織である。メンバーシ

ップ内における信頼度を維持するため、すべての参加者に対して FBI による経歴調査が実

施される(このような理由から現在は、INFRAGARD のメンバーシップは合衆国市民に限

定されている)。申請書はこの経歴調査実施後、明確な基準に従って審査され、 終的な受

け入れを行う支部に転送される(個々の支部は、より厳格な基準を備えていると思われる)。 
 
INFRAGARD メンバーシップ申請書には、次のような注意書きが記載されている。 
 
貴方が INFRAGARD のメンバーシップとなると、大きな責任が課されます。我々は、メ

ンバーとなる人が、INFRAGARD 組織の構築を助け、アメリカ市民を防護するという我々

の目標達成に、時間的にも能力的にも積極的に参加できるか評価します。貴方は、重要イ

ンフラ防護に貢献する国家の 大自発組織の代表者となるのです。 
 
後に、申請書に記入する前に、INFRAGARD の倫理規定を読むとともに、その他のポ

リシー及び手順をブラウズしてください。貴方は、INFRAGARD の一メンバーとして、こ

れらのガイドラインに従って行動することが期待されています。 

                                                  
42 Fortune 500：アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年 1回編集・発行するリストの 1つである。全

米上位 500 社がその総収入に基づきランキングされている。 
43 リストサーブ：メーリングリストの自動運用ソフトの一つ。一般名はリスト・サーバーである。 
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INFRAGARD のメンバーとなる資格要件は、下記のクリアランスのいずれかを保有して

いなければなりません。 
1. コンフィデンシャル 
2. シークレット 
3. トップシークレット 

 
 
この INFRAGARD メンバーの加入状況は、http://www.INFRAGARDmembers.org/か

ら知ることができ、2009 年 12 月現在の状況は次のとおりである。 

 

 メンバー数：34,000 以上 
 支部の数：86 
 重要インフラセクター数：18(この数は、米国の全重要インフラセクターが加入して

いることを意味する) 
 

3.3.4 国家カウンターインテリジェンス行政室 

ここでは、3.2.2 項で紹介した大統領指令 PDD ON CI-21 基づき設置された「国家カウ

ンターインテリジェンス(CI)行政室(ONCIX)」の任務及び出版物について紹介する。 
 

3.3.4.1 ONCIX の任務 
ONCIX は、国家インテリジェンス局(Office of the Director of National Intelligence: 

ODNI)の一構成組織であり、米国のインテリジェンス及び安全保障コミュニティからの専

門家により構成されている。ONCIX は、次についての策定、調整及び出版を行っている44。 
 

 外国のインテリジェンス脅威評価、その他の分析的 CI の年次出版物 
 合衆国政府に対する年次国家 CI 戦略 
 CI に係る収集、調査及び運用の優先順位 
 CI 戦略を反映した CI プログラムの予算及び評価 
 詳細なスパイ行為被害アセスメント 
 CI の意識向上、支援及び訓練標準に係る方針 

 
次項に述べる ONCIX 報告資料等は、上記の一環としての出版物である。 
 

                                                  
44 http://www.ncix.gov/about/index.html 
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3.3.4.2 ONCIX 報告資料等 
以下は、ONCIX が 2009 年の間に出版した主な報告資料等である。 
 
(1) 外国の経済情報収集及び企業スパイ ONCIX 報告(ONCIX’S Foreign Economic 

Collection and Industrial Espionage Reports)：年次報告として、国防保全局や連邦

捜査局など、CI コミュニティからの外国による収集活動報告を要約し、議会へ報告し

ている45。 
(2) CI の中核的コンピテンス全般－第一巻(The Universal Counterintelligence Core 

Competence – Volume 1) 
(3) CI 訓練及び教育概論(The compendium of Counterintelligence Training and 

Education) 
(4) 合衆国 CI 国家戦略 2008(The National Counterintelligence Strategy of the 

United States, 2008) 
(5) 小冊子 

 注意 
 経済スパイ法 1996 
 ネットワーク化された情報システム 
 安全な海外旅行のためのパスポート 
 情報の保護対策 
 テロ攻撃に対する人的保護対策 
 携帯電話、携帯用パソコン、携帯情報端末(PDA)、その他の電子装置を携帯す

る海外旅行46 
 
ONCIX は、上記の出版物を含む多くの資料を作成しウェッブサイトに掲載している。

また、インテリジェンス及び CI に係る法律のすべて、並びに国土安全保障(DHS)、中央

情報局(CIA)などの他のインテリジェンス・コミュニティで作成された出版物についても

掲載されている。その中に、我が国に関する次の論文が掲載されているのが興味深い。 
「日本で支えられる中国の科学技術(Chinese Science and Technology Supported in 

Japan)」47 
第 2 章において「デンソー事件」について述べたが、この論文を合わせて読むと、極めて

有用な CI 情報を提供していることに気付かされる。特にこの論文の 後には、「日本のメ

ディアはこれらのグループをほとんど無視している」とあり、インテリジェンス音痴の日

本人に対する警鐘とも受け取れる。我が国に存在するこれらグループは、次の 2 つである。 

                                                  
45 この年次報告については、翻訳版が防衛調達整備協会から出版されている。 
46 この資料については「BSK 第 20-10 号」として、防衛調達基盤整備協会が翻訳出版した。 
47 http://www.ncix.gov/archives/docs/CHINESE_SUPPORT_GROUPS_JAPAN.pdf 
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(1) 在日中国科学技術者連盟(The Association of Chinese Scientist and Engineer in 

Japan: ACSEJ) 
(2) 全日本中国人博士協会(The Chinese Association of Scientist and Engineers in 

Japan: CASEJ) 
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3.4 技術情報漏えい対策 

ここでは、外国の収集家による米国のセンシティブ情報収集対策事項としての技術情報

漏えい対策について、国防保全局(DSS)及び CERT が推奨している対策事項を紹介する。 
DSS の対策事項は、カウンターインテリジェンス活動に係る全般を網羅したものである。

これに対して CERT の対策事項は、その焦点を組織のネットワーク・システムに当て、か

つ、その脅威対象をインサイダーに限定している。 
なお、このような資料については、国家カウンターインテリジェンス(CI)行政室(ONCIX)

でも出版しているが、それらについては「3.3.4.2 ONCIX 報告資料等―(5) 小冊子」で述

べたとおりであるので、ここでは省略する。 
 

3.4.1 DSS の推奨対策事項 

DSS は、「カウンターインテリジェンス(CI)訓練マニュアル」として、ホームページ48に

次の CI 関連資料を掲載している。 
 
(1) DSS と CI 防衛 前線 
(2) CI 及びセキュリティ対策事項 
(3) 外国人の訪問：何が不適切か？ 
(4) フロントカンパニー：エンドユーザーは誰か？ 
(5) インターネット： 成長下にある勝手な収集手口 
(6) CDC 科学技術情報収集のための学術的アプローチ 
(7) 情報取得のための入札 
(8) 保護している情報は何か？ 
(9) 元従業員の取り込み：彼らは誰のために働いているか？ 
(10) 合衆国防衛関連企業を標的とした外国の収集活動に係わる不審な指標とセキュリ

ティ対策 
 
なお、これらの和文翻訳版については「セキュリティ・ガイド(Security Guide 2006)」

として防衛調達基盤整備協会が出版済であり、貴組織における CI 意識向上及び訓練資料

として役立て得るものである。 
 
 

3.4.2 CERT の推奨管理策 

「CERT®」は、米国ペンシルバニア州ピッツバーグのカーネギー・メロン大学における

連邦政府資金助成研究開発機関としてのソフトウェア・エンジニアリング研究所の一機関

であり、1988 年に猛威を振るった「モリス・ワーム」を契機に設立された。CERT は現

                                                  
48 https://www.dss.mil/GW/ShowBinary/DSS/isp/count_intell/count_train_mat.html 
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在、ネットワーク・システムに対する攻撃への対処、被害極限及び重要なサービスの継続

を支援するための適切な技術及びシステム管理慣行の開発及び促進を行っている。 
CERT は、このような活動の一環として「インサイダー脅威研究」を行っており、それ

には次が含まれている。 
 

 インサイダー脅威リスクアセスメント 
 事例分析とベストプラクティス 
 モデンリング・アンド・シミュレーション 
 訓練資料 
 インサイダー脅威リスク管理用仮想対話シミュレーション 
 ソフトウェア開発ライフサイクルにおけるインサイダー脅威 
 年次 E 犯罪調査 
 スパイ行為研究 

 
このうち、カウンターインテリジェンスに係わる研究は、インサイダー脅威、中でも外

国のインテリジェンス機関若しくはその代理によりリクルートされた若しくはされつつあ

る組織要員、又は自発的に自組織のセンシティブ情報を外国のインテリジェンス機関又は

その代理に提供する組織要員に係わるものであるが、その係わりの度合こそあれ、すべて

がこれらインサイダー研究に関係している。 
とりわけスパイ行為に焦点を当てたものとしては、次の 4 件がある。 
 
(1) 「技術報告：インサイダーによる IT サボタージュとスパイ行為の比較：モデル・

ベース分析(Technical Report, Comparing Insider IT Sabotage and Espionage: A 
Model-Based Analysis, December 2006, CERT)」 

(2) ｢合衆国全重要インフラにおけるインサイダーIT サボタージュの全体像(The “Big 
Picture” of IT Sabotage Across U.S. Critical Infrastructures, May 2008, Software 
Engineering Institute, Carnegie Melon University)｣ 

(3) 「外国の政府又は組織が係るインサイダーによる企業機密の窃盗に注目(Spotlight 
On: Insider Theft of Intellectual Property inside the U.S. Involving Foreign 
Governments or Organizations, June 2009, CyLab, Carnegie Mellon University)」 

(4) 「インサイダー脅威の防止及び検知のための常識ガイド(Common Sense Guide to 
Prevention and Detection of Insider Threat, Version 3.1, January 2009, CyLab, 
Carnegie Mellon University)」 
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3.4.2.1 モデル・ベース分析(文書(1)及び(2)) 
 

(1) インサイダーによる IT サボタージュとスパイ行為の比較(文書(1)) 

(1)の技術報告書は、「第 2 章 事例研究」の「2.5 ハンセン事件のシステム・ダイナミク

ス・モデルによる分析」の項において、この技術報告結果を利用してハンセン事件の分析

を行う際に利用したものである。(1)は、スパイ活動を行った者すべてから、次に示す 6 件

の共通の観察事項が得られたとしている。つまり、スパイ行為を働く人物には必ずこれら

6 件が観察されることから、組織内に見られるこれら事項に注目して適切な対応を講ずれ

ば、組織は組織内に内在する潜在的スパイの検知やスパイ行為者による有害行為を抑止、

阻止又は 小限に止めることができる、としているのである。残念ながら、具体的な対応

策はその後の研究課題として残されたが、組織の管理者や情報セキュリティ管理者がイン

サイダーに係るこのような行動パターンを把握することは、対応案を模索する上で大いに

参考になると思われる。 
なお、(1)の要点については、本報告書の第 2 章の 2.5 項を参照されたい。 
 
① ほとんどのスパイは共通の性癖を持っている。この性癖は、彼らに悪意のある行動

を起こさせるリスクとなる。 
② ほとんどのスパイ事例では、組織による罰則の適用を含むストレス発生要因がスパ

イ行為に至る公算を高めている。 
③ 多くの場合、懸念される行動がスパイ行為に至る前又はその行為中に観察される。 
④ 組織は、スパイ行為が計画されたか又は実行中であることを、スパイの技術的活動

を監視することで警告を受けとることができる。 
⑤ 多くの場合、組織はルール違反の検知を無視するか又は怠っている。 
⑥ 物理的及び電子的アクセス制御の欠落が、スパイ行為を容易なものとしている。 
 

(2) 合衆国全重要インフラにおけるインサイダーIT サボタージュの全体像(文書(2)) 

文書(2)は、前記(1)の報告書の 2 年後に出版されたものであるが、インサイダー研究の進

捗とあいまって、具体的な対策事項 5 件を推奨した技術報告書となっている。以下は、そ

の推奨事項を紹介するものであるが、残念ながら、(1)の文書の 6 つの観察事項と 1 対 1 に

結びつけることはできない。しかしながら、両文書間には表 3.4-1 に示す対応関係をもた

せることができる(同表は筆者が作成したものであり、CERT によるものでないことを予め

お断りする) 。 
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表 3.4-1：文書(1)及び文書(2)間の対応関係 

 
文 書 ( 1 ) 

文 書 ( 2 ) 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

① 期待設定によるリスクの早期低減 ○ △     
② 積極的介入による不満の処理  ○ ○ △   
③ 対象者を特定した観察   △ ○ ○  
④ 未知のアクセス・パスの除去      ○ 
⑤ 降格人事又は解雇時の処置      ○ 

(凡例：○はほとんど対応、△は一部対応を示す) 
 
以下に、文書(2)による推奨事項 5 件を示す。 
 
① 期待値設定によるリスクの早期低減：第一に、管理者は従業員がもつ性癖を認識し、

それらがインサイダー脅威リスクに及ぼすインパクトについて理解すること。第二

に、組織は従業員の(昇進や転勤などの)期待はずれを極小化するため、従業員が持

つ期待の管理を試みること。これは、管理者と従業員間のコミュニケーション(特に、

定期的な従業員のレビューの形式)を実施し、可能な場合は従業員が抱く不満足につ

いて何らかの処置を講ずるとともに、全従業員に対し首尾一貫したポリシーの履行

を行って、個々の従業員がルールの適用除外又はルールの不公正な適用を感じない

ようにすることである。インサイダーの期待が組織の慣行及びポリシーに一致する

場合は、期待はずれが問題とはならない。しかしながら、何らかの突然発生事象が

従業員の期待満足にインパクトを及ぼした場合、管理者による期待の設定処置が期

待はずれのレベルを低下させることになる。したがって、組織が期待の再設定を怠

ると、期待はずれのレベルが高まり続け、インサイダー側による不満の原因となり、

それが悪意のある行動へと進ませる要因となるのである。 
 例えば、システムの利用及び職務の責任事項に関する期待はずれのレベルを、組

織が積極的な幾つかの対策を講ずることによって低下させようとすることは可能で

あり、次のようなものがある。 
 従業員による組織のコンピュータ及びネットワーク・システムの利用に当た

って、受け入れ可能な利用ポリシーを組織が制度化し、従業員の役割事項及び

責任事項を規定する。このポリシーは、組織におけるオリエンテーションの一

部として各従業員に対して周知させること。そして、ポリシーの変更の都度、

各従業員に対してその変更内容及び従業員に及ぼす影響について気付かせる

必要がある。さらに、ポリシーはすべての従業員に対し首尾一貫して履行され

るべきであり、すべての従業員が「ルール適用対象外」と感じないようにする
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こと。 
 管理者は、人事管理部門と連携し、各従業員の組織における職務責任事項を

明確に定義することができる。業績評価などのプロセスは、期待事項を定期的

にチェック及び設定する際に利用することができる。 
 

② 積極的介入による不満の処理：インサイダーのルール違反など、不満をあらわにし

た( 終的にはスパイ行為に至る)前兆行動を組織が検知した場合、そのインサイダ

ーがもつ不満を低くするため、組織は積極的介入戦略をとることができる。従業員

に対し罰則を科すことで好ましくない前兆行動を削減することができるかもしれな

いが、インサイダーの性格などによっては、このことが裏目に出ることがあり、イ

ンサイダーの不満をさらに高め、さらなるルール違反へと導くことになることもあ

る。積極的介入戦略によって、インサイダーの不満を削減することができれば、さ

らなる前兆行動が除去されることになる。 
 積極的介入戦略の一つに、従業員支援プログラム (Employee Assistance 
Program: EAP)49がある。EAP は、従業員の個人又は業務関連の問題対処を支援す

るため、従業員の利益の観点から組織によって提供される場合もあり、これにより

業績、健康及び福祉に好影響をもたらすかもしれない。EAP には、従業員及びその

家族に対するカウンセリング・サービスを含むこともできる 
 
③ 対象者を特定した観察：組織にとって、すべての従業員を対象に、各従業員に係わ

るすべての行動及びネットワーク上の技術的活動を監視することは、資源の関係上

から一般的に実用的であるとはいえない。しかしながら、組織のネットワーク全般

に及ぶオンライン上の従業員による活動について、妥当なレベルのログ収集を積極

的に行うことはできる。これにより、不審な活動を積極的に監視若しくは監査する

ことができる。すなわち、管理者の不審を募らせた特定の個人若しくは複数の人物

に的を当て、監視若しくは監査するためのデータを取得し、詳細に分析することで

ある。 
 一般的に、インサイダーがスパイ行為に及ぶリスクが増加するにつれ、技術的及

び行動的監視の量もまた増加するとされている。強化された監視は、そのようなリ

スクの検知へと結びつけるはずである。組織は、この強化された監視により、悪意

のある行動をもたらすより高いリスク状態にある個人を明確に識別することができ、

より的を絞って個人の監視を行うことができる。 
 
                                                  
49 我が国では、「従業員支援制度」又は「従業員支援プログラム」として知られており、ストレス症状の

軽減、ハラスメント防止、医療費・傷病手当の軽減、離婚率の低下、労働災害・欠勤日数の減少、災害・

事故などの惨事の心のケアを目的として行われている。早い話が、従業員に対する「メンタルヘルス対策」

である。 
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④ 未知のアクセス・パスの除去：組織が把握していないネットワーク上のアクセス・

パスは、例え解雇後であっても、インサイダーがこれを利用して将来の攻撃を容易

に行うことができるメカニズムを提供するものである。さらに、未知のアクセス・

パスは、組織が攻撃とそれを行ったインサイダーとの関連付けを行うのをより困難

なものとする。インサイダーが攻撃の際に利用することができるパスを組織が気付

かなければ、組織が自身のネットワークを防護するのは非常に複雑なものとなる。

組織は、例えばアカウント管理及び構成管理などのアクセス・パスを追跡するポリ

シー及び手順により、重要インフラへの未知のアクセス・パス数の削減を行うこと

ができる。 
 多くの事例において、密かにインサイダーによって設定されたアカウント又は他

の同僚と共有したアカウントは、たいていは組織の管理者に知られることなくイン

サイダーに利用されている。したがって、未知のアクセス・パスを管理する実践手

段の一つは、徹底的なアカウント管理ということになる。アカウント管理は複雑で

あり、新たなアカウントの確認、アカウント承認レベルの変更、誰が共有アカウン

トにアクセスしたかの追跡及び古いアカウントの廃棄を網羅するものである。残念

ながら、組織が役に立たないアカウント管理の慣習から立ち直るためには、このよ

うな実施に当たって、組織に膨大な時間及び資源を求めることになる。 
 組織のシステム及びネットワークに対するアクセス・パスの追跡がますます行わ

れるにつれ、組織が特定のアクセス・パスの存在を忘れる見込み及びそれらに対す

るアクセスを行う者が減少する。そして、組織は、ネットワーク上の不正な技術的

活動を検知した場合、未知のアクセス・パスを発見して無効化することができ、イ

ンサイダーに利用可能な未知のアクセス・パスの数はさらに減少することになる。

逆に、組織がこのような不正な技術的活動を検知しないと、インサイダーは未知の

アクセス・パスを増やすことができることになる。多くの事例において、退職時の

プロセスにおいて見過ごされたこのようなアクセス・パス追跡の欠如は、未知のイ

ンサイダー・アクセス・パスとして残され、その後インサイダー攻撃に利用される

ことになるのである。 
 
⑤ 降格人事又は解雇時の処置：多くの事例において、従業員の解雇又は降格人事は、 

インサイダーにとって精神的な打撃をもたらす突発性事象となっている。このよう

な突発性事象は、インサイダーによる攻撃準備及び実行のためのネットワーク上の

不正な技術的活動をもたらす恐れがある。したがって、組織がこのことを認識する

ことは極めて重要なことである。組織が、降格人事及び解雇に関して明確に定めら

れた手順に従うことにより、組織の積極的な IT ベストプラクティスとあいまって、

インサイダーによる組織への攻撃能力を削減することができる。 
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 組織は、従業員の降格人事及び解雇に先立って、当該従業員に利用可能とされて

いたアクセス・パスを確実に確認すべきである。従業員を解雇する場合、組織はそ

の処置を従業員に通知する以前に、当該従業員に係るすべてのアクセス・パスを無

効化しなければならない。組織は、アクセス・パスの追跡及び管理が不十分であっ

た場合、報復を恐れることなく自信を持って従業員を降格又は解雇するには余りに

も遅すぎる、ということを認識することが重要である。 
 組織が従業員を降格又は解雇する場合、役割別アクセスを含め、承認レベル及び

アクセス制御の更新は無論のこと、新たな職務の役割事項及び責任事項について分

析すべきである。多くの事例分析の結果、いくつかの組織においては特権の変更を

看過して前職における特権の維持をそのままとし、結果として、組織は新職務の必

要範囲を超えた情報へのアクセス権を付与していたのである。 
 降格人事又は解雇間における期待設定は、将来の攻撃に対する抑止力となり得る

ものである。新たな職務に係わる受け入れ可能な利用ポリシーが何であるか、新た

な職務における役割事項と責任事項が何であるか、(存在する場合)業績改善計画が

何であるか、並びに個人と組織の目標及び目的に対する業績を測定するため、組織

はこれから先、当該従業員に監視及び監査が行われることを明確に説明すべきであ

る。 
 

3.4.2.2 企業機密の漏えい(文書(3)) 
文書(3)は、外国の政府、企業、組織などのため、合衆国企業の企業機密の窃盗を働く企

業内従業員（インサイダー）に対する推奨管理策について、その事例研究成果を述べたも

のである。事例研究は 10 件の技術情報窃盗事件を対象に行い、その共通的性格に基づい

て推奨管理策を求めたものである。 
 
文書(3)は、本調査研究が注目する外国のインテリジェンス機関及びそのエージェントに

対処するためのカウンターインテリジェンス活動に照らし合わせると、格好の対策事項を

提供してくれるものと判断される。 
 

(1) 事例の概要 

 
 事例の対象となったインサイダー：事例研究対象となった 10 人のインサイダーは、外

国の不審な実体の利益に供するため、企業機密を盗み出した従業員である。それらの従

業員は、技術者又はコンピュータ技術者として働いていた。9 人については市民権が明

らかにされており、そのうちの 5 人は帰化合衆国市民及び 4 人は外国籍であった。9 人

のうち 7 人は中国人、2 人は台湾人であった。中国人の 1 人は、帰化カナダ市民であっ

た。5 つの事例では、少なくとも 1 人のインサイダー共犯者がいた。そして、少なくと
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もそれら共犯者の 2 人は、主犯インサイダーと同じ国の出身であった。 
 
 盗まれた技術情報：すべてのインサイダーが、ディジタル・フォーム、物理的フォー

ム又はその両フォームで企業機密を盗んだ。うち 2 つの事例による損害は、数百万ドル

超と見積もられた。4 人のインサイダーは、著作権を有するソースコードを含むソフト

ウェアを盗んだ。6 人のインサイダーは、データ・シート、設計図又は製法などのセン

シティブな製品情報をひそかに持ち出した。3 つの事例では、明らかに当該インサイダ

ーの職務範囲外の技術情報に係る窃盗であった。しかも、当該インサイダーに与えられ

たアクセス権限を越えることなく、それら情報にアクセスすることができたのである。

残り 7 つの事例では、「知る必要性」の中か外かは明らかにされていない。 
 
 窃盗の場所と時期：8 人のインサイダーは、職場で情報を盗んだ。1 人のインサイダー

は、職場及び VPN 接続を利用しリモートから盗んだ。6 人のインサイダーは通常の勤

務時間内、1 人は勤務時間外、そして 1 人は勤務時間内及び勤務時間外において情報を

盗んだ。すべての事例において、10 人とも従業員として勤務している間に窃盗を開始

している。1 人については、辞表を提出した後にも窃盗を継続していたことが明らかと

なっており、 後の窃盗は辞職日の翌日に行われた。 
 
 窃盗の理由：すべてのインサイダーは、ビジネス上の利益目的で企業機密を盗んだ。

その具体的な動機は、次の 2 つに分類される。 
① 新たな競合ビジネス展開のため、企業機密を盗んだ。これは、外国の政府又は

組織と共同でビジネスを展開しようとしたものである。 
② 競合ビジネス企業に新たな職を求めるため、企業機密を盗んだ。これは、合衆

国外の競合ビジネス企業に職を求めたものである。 
 
 窃盗の手口：窃盗行為に及ぶため、悪意のあるコードを利用したり又は技術的ぜい弱

性を悪用したりして情報システムに侵入したインサイダーは 1 人もいない。すべてのイ

ンサイダーは、窃盗対象となった情報に対する何らかのレベルのアクセス権をもってい

た。しかしながら、少なくとも 1 事例については、職務内容とは係りのない情報に、既

知のセキュリティ・メカニズムの回避又は認可レベルを超えることなく首尾よくアクセ

スしていた。 
インサイダーが利用した具体的な手口は次のとおりである。 
 

① 現地で又は VPN を利用して会社の内部サーバーにアクセスし、技術情報をイン

サイダーのマシン又は外部媒体にコピーした。1 人のインサイダーは、会社の

データベースから、製品の技術及び開発に係る膨大なファイルをダウンロード
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した。 
② 勤務時間内及び勤務時間外に、企業機密文書又はハードウェア・コンポーネン

トを物理的に窃取した。1 人のインサイダーについては、インサイダーが辞職

する前の夕方に、大きな鞄、多数の書物及びバインダーをオフィスから持ち出

すのを監視装置が記録していた。他のインサイダーは、「保全区域」環境にある

と思われている場所から、物理的な研究資料が入った箱 20 以上を盗んだ。 
③ 会社コンピュータ上の個人に与えられた E メール・アカウントを利用し、情報

を E メールで組織外へ送った。 
 
以上をまとめたのが表 3.4-2 である。 

 
表 3.4-2：企業機密窃盗事例 10 件のまとめ 

 
事 例 

情 報 収 集 行 為 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

技術者/コンピュータ技術者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

帰化米国市民  ○  ○ ○ ○  ○   
窃

盗

者 外国人   ○    ○  ○ ○

電子媒体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紙媒体・コンポーネント ○  ○ ○ ○    ○ ○

製品情報 ○ ○  ○  ○  ○ ○  
研究資料          ○

窃

盗

情

報 
職務外情報     ○   ○ ○  
職場 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○

リモート・アクセス     ○      
勤務時間内  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

場 
所

と 
時 勤務時間外     ○     ○

 
 

(2) 推奨事項 

この事例研究の成果として、次に示す 4 件の推奨事項が提案されている。 
 
 推奨事項＃１：従業員の退職手順を確立すること。組織は、全従業員の重要ファイル

に対するアクセス・ログ及び物理的アクセス・ログを、少なくとも 1 か月間維持するこ

と。分析結果は、企業機密を盗み出した従業員は辞職の 1 か月内に犯行に及んだことを

示している。従業員が辞職する際は、それが不意であろうとなかろうと、予め指名され
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た人物によるこれらログの監査を行い、不審な活動の有無を明らかにすること。さらに、

組織は、少なくとも次を含む、従業員退職プロセスの明文化を行っておくこと。 
 

 当該従業員が行った組織への企業機密守秘署名を思い出させるとともに、退職

時に再度守秘義務の署名を求めること。 
 当該従業員が利用していた会社資産のすべてを確実に返却させること。資産は、

電子若しくは紙文書、ハードウェア又はソフトウェアを問わない。 
 
組織は、従業員が退職する際、契約上の義務を思い出させること。この行為は、訴追

を容易にするとともに、組織がなすべきことを行ったと証明するものである。組織は、

特に退職時の面談において、利用していた会社資産のすべてを返却することが退職者に

求められていることを思い出させるとともに、退職者がそれを実行するまで退職を許可

しないこと。 
  

 推奨事項＃2：会社ネットワークから外部に伝送される企業機密をモニタすること。

組織は、 初に、重要な情報を明らかにするとともに、その所在を追跡すること。また、

組織は、重要な情報に係る従業員の次に事項について、ログ収集を行うメカニズムを履

行すること。 
 

 会社のサーバーからのダウンロード 
 会社ネットワーク外部への E メール、とりわけ競合他社、国外、及び Gmail50

や Hotmail などの E メール・アカウントへの伝送 
 取り外し可能媒体へのダウンロード 

 
 組織は、不審なトランザクション、とりわけ従業員が退職する際のトランザクション

について調査すること。事例からは、退職直前の時期が、特にモニタを重要視する時期

であることを示している。多くの事例は、従業員が退職前にソースコードや大量のデー

タをダウンロードしたことを明らかにした。ログを調査することにより、企業機密情報

の密かな持ち出しの検知及び企業機密窃盗リスク低減の助けとすることができる。 
 
 推奨事項＃3：適切な物理的セキュリティを維持すること。組織の大部分の企業機密

はディジタル・フォーマットで保管されているが、物理的セキュリティを維持すること

も極めて重要なことである。事例は、インサイダーが印刷された文書、データ・シート、

ハードウェアなどの物理的資産を盗み出していることを示している。可能性あるリスク

低減戦略の一つとして、従業員による企業機密プリントアウトの頻度と量のモニタがあ

                                                  
50 Gmail：Google が提供しいている電子メール。 
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る。仮に、当該従業員によるプリントアウトが会社規定のしきいちを超えるか又は通常

の行動パターンと異なる場合、組織はより綿密な監査を当該従業員に対して実施するこ

とができる。いくつかの事例は、紙文書、研究資料、物理的ハードウェア・コンポーネ

ントを詰め込んだ複数の容器など、大量の物理的資産をインサイダーが盗み出したこと

を示している。 
 

 推奨事項＃4：最小特権の原則を規定化すること。従業員は与えられた任務を遂行す

るため何らかの企業機密に対する正当なアクセス権をもつ必要性があるが、会社のすべ

ての企業機密に何ら拘束のないアクセス権をもたせないこと。いくつかの事例において、

インサイダーは「知る必要性」に基づいてアクセス制限が課されるべき情報にアクセス

することができたことを示している。 小特権の原則を規定化するとともに、従業員に

対する情報のアクセスの削減を行って、従業員の現在の業務に必要な情報だけに限定す

ること。仮に、従業員の業務遂行上のアクセス権が拡張された場合、組織はその業務完

了後にそれら拡張されたアクセス権を無効化すること。また、同僚も、ある従業員の責

任事項外分野に係る情報への関心については、当該従業員がインサイダー脅威となる指

標であることに気付くこと。組織は、このような不審な行動について、全従業員が匿名

による報告が行えるようにすること。 
 
3.4.2.3 ベストプラクティス(文書(4)) 

 
(1) インサイダー脅威防止のベストプラクティス 16 件 

文書(4)は、インサイダー脅威の防止と検知のためのベストプラクティスとして、次の

16 件を掲げている。つまり、これらの慣行を組織が導入し、確実に履行することで、組織

のインサイダー脅威の低減を図ることができるとしている。 
なお、文書(4)は、前述の 3.4.2.1 項及び 3.4.2.3 項で述べた CyLab 等のインサイダー脅

威研究成果を取り入れたものであり、それらが集約されてできたものである。したがって、

読者が下記に示す 16 件のベストプラクティスについてさらなる洞察を深めることを望む

のであれば、文書(1)～文書(3)を紐解くことを推奨する。 
 
① エンタープライズ全般に及ぶリスクアセスメントにおいて、インサイダー及びビジ

ネス・パートナーからの脅威を考慮すること。 
② ポリシー及び管理策を明文化するとともに、着実に履行すること。 
③ 全従業員に対する定期的なセキュリティ意識向上訓練を実施すること。 
④ 雇用プロセスから、不審な又は破壊的行為の監視と対応を行うこと。 
⑤ 好ましくない職場問題について、予測し管理すること。 
⑥ 物理的環境の欠陥を探し出し、セキュアにすること。 
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⑦ 厳正なパスワード及びアカウント管理ポリシーと慣行を実施すること。 
⑧ 職務の分離及び 小特権を厳正に実施すること。 
⑨ ソフトウェア開発サイクルにおいてインサイダー脅威を考慮すること。 
⑩ システム管理者及び技術又は特権ユーザーに対し、特段の注意を払うこと。 
⑪ システム変更統制を実施すること。 
⑫ 従業員のオンライン活動のログ収集、監視及び監査を行うこと。 
⑬ リモート攻撃に対し、階層化防衛を利用すること。 
⑭ 解雇終結に引続き、コンピュータ・アクセスを無効化すること。 
⑮ セキュアなバックアップと復旧プロセスを実施すること。 
⑯ インサイダー・インシデント・プロセス計画を策定すること。 
 
なお、これらの細部については防衛調達基盤整備協会の次の翻訳出版物を参照されたい。 
「BSK 第２１-７号、インサイダー脅威の防止・探知のための共通ガイド第３版 及び 

米国の国家対情報戦略（2008 年）、平成 21 年 10 月、財団法人防衛調達基盤整備協会」 

 

(2) 国際標準との関係 

情報セキュリティに係る国際標準としては ISO 27001「情報セキュリティマネジメント

システム要求事項（ISMS）」があり、我が国にも同標準の翻訳版 JIS Q 27001 がある。 
この ISO 27001 と「インサイダー脅威ベストプラクティス」を比べると、少なくとも管

理策としての基本的な要求事項は同じであるといえる。明確な違いは、そのマネジメント

システム構築の際の脅威評価におけるインサイダーの取扱である。つまり、インサイダー

脅威を重大視し、そこに焦点を当て、リスク低減を目的としたポリシーが「インサイダー

脅威ベストプラクティス」というわけである。したがって、「インサイダー脅威ベストプラ

クティス」は、インサイダー以外の脅威に係る管理策を述べていない。例えば、昨今話題

にされている企業スパイや産業スパイなどにおけるサイバースペース利用の外部からの攻

撃については対象外となっている。 
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4 提言 
 
4.1 全般 

本章においては、第 1 章～第 3 章で得られた結果に基づき、カウンターインテリジェン

ス(CI)の 前線に位置する防衛関連企業が講ずべき具体的な管理策について提言する。 
まず、防衛関連企業に対する推奨 CI 管理策導出に当たってのプロセス及び同プロセス

に基づく基本的事項を明らかにする。次いで、基本的事項に従い、具体的な推奨 CI 管理

策を述べる。さらに、この推奨 CI 管理策の有効性及び効果性を確保するため、我が国及

び防衛省がとるべき対策についても提言する。 
 

4.2 カウンターインテリジェンス管理策導出のプロセス及び基本的事項 

ここでは、防衛関連企業に適用すべきカウンターインテリジェンス(CI)管理策導出の考

え方(プロセス)を明らかにし、防衛関連企業 CI 管理策に対する基本的事項をまとめておく。 
 

4.2.1 管理策導出のプロセス 

第 1 章、第 2 章及び第 3 章において明らかにされた事項、並びに第 4 章において管理策

導出のために実施すべき事項は次のとおりである。 
 

 第 1 章 概説：第 1 章では、冷戦崩壊後の外国のインテリジェンス機関等の情報収集

活動範囲が拡大し、インテリジェンス脅威が民間企業にも及んでいることを明らか

にした。この結果、我が国の安全保障及び経済保障を維持するための CI 活動は、

官だけに限定されず、民間企業にも求められることは明らかである。 
 第 2 章 事例研究：ハンセン事件の問題点を明らかにし、スイスチーズ・モデル及び

システム・ダイナミクス・モデル分析により、防衛的 CI における情報セキュリテ

ィ上の教訓(ハンセン事件の教訓)を導出した。さらに、ハンセン事件の教訓が我が

国にも適用できることを明らかにした。したがって、ハンセン事件の教訓のすべて

が防衛関連企業の CI 管理策(情報セキュリティ分野)に反映されることになる。 
 第 3 章 米国の取り組み(CERT 研究報告)：CERT の研究内容は、スパイを含むイン

サイダー脅威を対象とし、主に IT に焦点を当てた情報漏えい防止の管理策である。

したがって、この研究内容は、ハンセン事件の教訓を補完するものとして、防衛関

連企業の CI 管理策に反映することができる。 
 第 3 章 米国の取り組み(米政府の CI 活動）：冷戦崩壊後の外国のインテリジェンス

脅威に対応する米国の取組は、我が国が第 1 章の結論を重要視するのであれば、我

が国の官民間パートナーシップにおける CI 活動に大いに参考となる。 
 第 4 章 提言：防衛的 CI の情報セキュリティ分野に関しては、「第 2 章 事例研究」

と「第 3 章 米国の取り組み(CERT 研究報告)」の管理策を融合する必要がある。そ
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の他の防衛的 CI 活動に係る管理策は、「第 3 章 米国の取り組み(米政府の CI 活動）」

の取り組みを参考として導出する。ただし、参考とするに当たっては、我が国の CI
機関及び重要インフラ防護対策の取り組み現状を考慮する必要がある 

 
以上の結果に基づいた管理策導出のプロセスを図 4.2-1 に示す。また、プロセスを構成

する各ボックスの詳細については、次項で述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.2-1：管理策導出のプロセス 

 
 

4.2.2 各ボックスの詳細 

ここでは、図 4.2-1 に示した管理策導出プロセスの各ボックスについて、その詳細を明

らかにする。 
 

4.2.2.1 第 1 章（冷戦後のインテリジェンス活動） 
要約：カウンターインテリジェンス(CI)活動は、民間企業等にも求められる。 

 
冷戦の崩壊とともに、世界はそれまでの国家の安全保障は無論であるが、経済力、特に

それを支える技術基盤の確保・育成に目を向け始めた。冷戦時におけるインテリジェンス

活動といえば、それはインテリジェンス機関による対象国の国家機密を標的とした情報収

集活動に代表されていたが、現在では、対象国の先端技術情報にも関心を抱き、様々な収

集手口を利用して収集活動を展開している。とりわけ、様々な技術分野の先進デュアル・
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ユーズ技術は、軍事力及び経済力発展に不可欠となっており、敵対性国家の関心の的とな

っている。つまり、インテリジェンス活動の対象が、国家機関だけでなく、民間の企業や

研究所などに及ぶようになった。この認識が、官民間の CI 活動に係るパートナーシップ

の構築を不可欠なものとする。 
また、敵対性のインテリジェス機関又はその関連機関などからの代理として、情報収集

活動を実際に行う不審な実体の手口も様々な形態となっている。我が国の企業、大学、研

究機関などに就職している外国人が、母国のインテリジェンス機関等から何らかの情報収

集活動を求められていることがないとはいえない。また、特に、昨今のインターネット社

会、そしてグローバル経済社会を反映し、サイバースペースを利用したローリスク・ハイ

リターンの情報収集活動がますます盛んになりつつある。そこには、CI 機関や警察などの

国家機関が、CI 防衛活動に直接介入する余地も時間も 早ないのである。 
したがって、敵対性のインテリジェンス活動に対処する CI 活動は、国家の CI 機関だけ

では 早対応できなくなった、と断言できる。実際、我が国においても第 2 章の「2.7 我
が国の事例」で紹介したデンソー事件やサベリエフ事件のように、敵対性インテリジェン

ス機関からと思われる収集活動が民間企業に及んだが、国家の CI 機関の支援を受けた情

報の流出防止はできなかった。 
民間企業側に CI の概念認識がない限り、このような事件は今後ますます多発するおそ

れがある。実際、経済産業省が 2006 年に実施した製造関連企業からの技術情報の漏えい

調査では、35%の企業が過去に技術流出があったとされている。このすべてが外国による

インテリジェンス収集活動に関連するわけではないが、その何パーセントかが関連してい

るとしても不思議ではない昨今の世界情勢なのである。 
我が国が国家の安全保障及び経済保障を維持するには、我が国の重要技術情報の流出防

止が重要であり、そのための官民間パートナーシップ構築によるCI活動は不可欠である。 
 

4.2.2.2 「第 2 章（ハンセン事件の教訓）」 
要約：第 2章の「2.6 ハンセン事件の教訓」は、そのまま我が国に適用できる。ただし、

防衛的 CI 活動のすべてを包含するものではない。 

 
ハンセン事件の教訓は、その内容の幅や深さの違いがあるが、基本的には情報セキュリ

ティにおけるインサイダー脅威に特化したベストプラクティス的なものであることから、

国や組織の違いにかかわらず、そのすべてが我が国の防衛関連企業に適用できる。 
ただし、ハンセンが FBI の諜報員であったこと及びソ連/ロシアに対する自発的な情報

提供者であったことから、防衛的 CI 活動の主要構成要素であるカウンターHUMINT のリ

クルート段階におけるベストプラクティスについては、ハンセン事件の教訓の対象外とな

っている。また、官民間パートナーシップによる CI 活動も、ハンセン事件の教訓の対象

外となっている。 
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4.2.2.3 「第 3 章（米政府の CI 活動）」（その１） 
要約：CI 活動には、官民間のパートナーシップが重要である。とりわけ、防衛的 CI 活

動に重要視されるカウンター・ヒューマン・インテリジェンス(HUMINT)において、パート

ナーシップが不可欠である。現在のインテリジェンス活動環境の中で、企業機密等の漏え

いを企業の情報セキュリティだけで阻止することは困難である。 

 
外国のインテリジェンス機関の諜報員自らが、我が国の企業から情報を直接窃取するこ

とはない。諜報員から巧妙にリクルートされた企業の従業員が、インサイダー脅威リスク

の発現化、つまりエージェントとなって企業から技術情報を盗み出し、諜報員に手渡すの

が一般的である。企業が、このリクルート･プロセスの初期段階でリクルート候補者となっ

た従業員を検知することができれば、企業は当該従業員に今後の接触を禁ずるか又は不確

実な段階では当該従業員に焦点を当てた監視を行うことで、技術情報漏えいの防止又は企

業外への持ち出しを防止することができる。 
ここで問題となるのは、従業員がリクルート対象にされているのか否かの見極めである。

従業員や企業に CI 概念の認識があれば、それに気付くかもしれない。しかしながら、諜

報員はそれさえ十分承知の上で、従業員の私生活に及ぶ情報を駆使し、様々な手段を講じ

て従業員をリクルートするのである。そして、本人や企業の CI 認識だけでは、エージェ

ント化されるのを防止できない状態に陥れてしまうのである。従業員と接触している外国

人が諜報員又はその代理者であると識別できるのは、我が国の警察等の CI 機関だけであ

る。CI 機関も、企業からの情報を得ない限り、リクルートの早期識別は困難である。した

がって、リクルート段階の早期検知は、国と企業とのパートナーシップに頼らざるを得な

いのが実情である。 
CI 活動の一翼を担う防衛的 CI 活動の 大の焦点は、カウンターHUMINT に代表され

るといわれている。カウンターHUMINT とは、外国のインテリジェンス機関等による従

業員の HUMINT 情報源化活動(リクルート化)を阻止し、その情報収集活動を防止、検知

又は無力化すること、すなわち上記に述べた一連のリクルート活動の早期探知による情報

流出の阻止活動に他ならない。 
したがって、カウンターHUMINT 活動を効果的かつ効率的に行うには、官民間のパー

トナーシップと情報共有が不可欠ということになる。 
 

4.2.2.4 「第 3 章（米政府の CI 活動）」（その 2） 
要約：米国の冷戦後のインテリジェンス環境に追随し、民間とのパートナーシップを重

要視した国家戦略、並びに同戦略に基づく米連邦政府 CI コミュニティの様々な活動、とり

わけ、リクルートの早期検知を目的とした不審接触報告制度、CI 認識を高めるための様々

な情報の提供及び企業におけるCI活動支援は、防衛的CI効果の最大発揮に不可欠である。 
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前 4.2.2.1 ～4.2.2.3 の 3 項を前提とする限り、米国政府の CI に係る現取り組みは、我

が国においても重要視されねばならない。なぜなら、日米ともにグローバル経済社会の一

員及びデュアル・ユーズ技術先進国の位置付けにあることから、米国の CI 活動における

取り組みが我が国にも当てはまるとするのは、極めて自然な考え方である。したがって、

米国と同様の取り組みを我が国が採用することは、基本的に受け入れられるものと判断さ

れる。 
すなわち、冷戦崩壊後のインテリジェンス環境の変化に対応した以下に示す米国の様々

な取り組みのほとんどは、我が国が今後 CI 活動を促進する上で取り入れるべきものであ

ると思われる。下記各取り組みの細部については、第 3 章の該当箇所を参照されたい。 
 

 国家としての CI 戦略の策定(防衛関連企業の CI 管理策の対象外) 
 CI 戦略に基づく CI 体制の確立(防衛関連企業の CI 管理策の対象外) 
 国家機密を取り扱う企業に対する要求事項の確立 
 インテリジェンス脅威情報(収集実体、収集手口)の提供 
 企業の従業員に対する CI 訓練の実施 
 企業における CI 意識向上及び訓練資料の提供 
 企業における CI 活動支援 
 不審接触報告制度によるリクルート早期探知支援 
 CI 関連ベストプラクティスの提供 
 CI 関連機関との連絡体制の維持 

 
ただし、「3.3.3.2 INFRAGARD」の重要インフラ防護、サイバー犯罪、カウンターテロ

リズムなどを対象とした連邦政府(FBI)と民間企業間の取り組みについては、次の理由から

我が国への適用は、時期尚早と判断される。 
 

(1) 秘密取扱者適格性確認制度の欠：我が国には、防衛関連企業の従業員を除き、民

間企業の従業員を対象とした秘密取扱者適格性確認制度はない。したがって、公安

警察と民間人による秘密の情報に係る共有は困難である。 
(2) 防衛関連企業セクターの重要インフラの欠：INFRAGARD は、重要インフラ防

護を主たる対象としているが、我が国には防衛関連企業重要インフラがない。 
 
4.2.2.5 「第 3 章（CERT 研究報告）」 

要約：CERT のインサイダー研究成果として出版された 4件の文書が示す管理策は、スパ

イ行為を含むインサイダー脅威に対抗するための管理策として効果的なものであり、国際

標準にもなり得る汎用性を備えている。したがって、それらのすべては、防衛的 CI のセキ
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ュリティ分野への適用性ありと判断される。 

 
表 4.2-1 は、CERT の 4 文書の管理策及び第 2 章で得られたハンセン事件の教訓との対

応関係を示すものである。項目欄には、該当する文書名及び本調査研究報告書の該当する

項目番号を括弧書きで示している。また各欄に記載されている管理策の番号(○書き)は、

それぞれが該当する項目における管理策の番号を意味する。したがって、その管理策の詳

細内容についてはそれぞれが該当する項目番号の記述箇所を参照されたい。 
 
この表の目的は、防衛関連企業向けの CI 用管理策を策定するに当たって、ハンセン事

件の教訓として得られた管理策と CERT のインサイダー対策用管理策との融合を試みる

ことである。 
融合を試みた結果は御覧のとおりであり、CERT の管理策のすべてがハンセン事件の教

訓として得られた管理策に「ほぼ」吸収することができた。ただし、あえて「ほぼ」とし

たのは、一部にハンセン事件側に補足すべき内容があること及び一部の CERT 管理策につ

いてはそのすべてを追加すべきものがあるからである。 
したがって、 終的な「防衛関連企業の CI 管理策」の姿は、ハンセン事件の教訓とし

て得られた管理策に対して、CERT のインサイダー対策用管理策から補足及び追加を行っ

たものとなる。 
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表 4.2-1：CERT4 文書の管理策間及びハンセン事件の教訓から得られた管理策の対応関係 

 
CERT(4) 

「インサイダー脅威の防止及び検

知のための常識ガイド、Ver. 3.1」 

(3.4.2.3) 

CERT(3) 

「外国の政府又は組織が係る

インサイダーによる企業機密

の窃盗に注目」(3.4.2.2) 

CERT(2) 

「合衆国重要インフラにおけ

る IT サボタージュの全体像」

(3.4.2.1-2) 

CERT(1) 

「インサイダーによる IT サ

ボタージュとスパイ行為の比

較」(3.4.2.1-1) 

FBI 

「ハンセン事件の教訓 

 

(2.6) 

①インサイダー脅威の考慮     

②ポリシー管理の徹底(違反防止目

的) 

   ②不正コピーの防止 

③意識向上(違反報告手順)    ④意識向上及び訓練の充実 

④不審・違反事項の監視及び対応 ②伝送メッセージのモニタ ③集中監視対象者の特定 ③懸念行動、④不正技術活動、

⑤違反の無視・怠慢 

⑤行動規範違反への対応  ①期待値設定 

②積極的介入・不満の処理 

①性癖、②ストレス、⑤違反

の無視・怠慢 

⑦インシデント管理 

⑥適時・適切な罰則の適用 

⑥物理的アクセス制御の厳正な実

行・監視・対応 

③物理的セキュリティ  ⑥物理的アクセス ①物理的セキュリティの確立 

⑦厳格なパスワードとアカウント

管理 

 ④未知アクセス・パスの除去

⑤降格・解雇時の処置 

⑥電子的アクセス ③アクセス制御の徹底 

⑧職務の分離と 小特権(アクセス

制御) 

④ 小特権   ③アクセス制御の徹底 

⑨SDLC におけるインサイダー脅

威の考慮 

   ⑧評価・承認プロセス 

⑩システム管理者・技術者・特権    ⑤IT 専門家に注意 
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CERT(4) 

「インサイダー脅威の防止及び検

知のための常識ガイド、Ver. 3.1」 

(3.4.2.3) 

CERT(3) 

「外国の政府又は組織が係る

インサイダーによる企業機密

の窃盗に注目」(3.4.2.2) 

CERT(2) 

「合衆国重要インフラにおけ

る IT サボタージュの全体像」

(3.4.2.1-2) 

CERT(1) 

「インサイダーによる IT サ

ボタージュとスパイ行為の比

較」(3.4.2.1-1) 

FBI 

「ハンセン事件の教訓 

 

(2.6) 

ユーザーに対する注意 

⑪構成管理(バックドア、ロジック

爆弾) 

   ⑧評価・承認プロセス 

⑫ログ収集・監視・監査 ①退職手順、ログ収集   ⑦インシデント管理 

⑬リモート攻撃への多層防衛   

⑭退職後のアクセスの無効化 

①退職手順 ⑤降格・解雇時の処置 

  

⑮セキュア・バックアップと復旧    ⑧評価・承認プロセス 

⑯インサイダー・インシデント対

応計画(証拠資料) 

    

    ⑨資産状況の確認 

   ①性癖 ⑩経歴調査 

    ⑪セキュリティ文化 

    ⑫管理者の意識 
注 1：ハッチングは、CERT(4)の管理策にあるがハンセン事件の教訓にない管理策を示す。 
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4.3 防衛関連企業に対する推奨管理策 

ここでは、カウンターインテリジェンス(CI)活動の 前線に位置する防衛関連企業が講ず

べき具体的な対策事項(CI 管理策)を提言として述べる。 
 

4.3.1 防衛関連企業のカウンターインテリジェンス管理策導出要領のまとめ 

前 4.2 項において、防衛関連企業の CI 管理策導出のプロセス及び基本的事項を明らかに

したが、その結果を要約すると次のとおりである。 
 

 第 2 章からのハンセン事件の教訓のすべては、受け入れられる。 
 第 3 章の CERT のインサイダー対策用管理策については、そのすべてに適用性があ

るが、ハンセン事件の教訓から得られた管理策と大部分が重複することから、ハンセ

ン事件の教訓に対する補足及び追加として利用するものとする。補足及び追加すべき

管理策の内容は、企業の IT に係る情報セキュリティ管理策の構築の際、インテリジェ

ンス脅威を意識しつつインサイダー脅威に焦点を当てたリスクアセスメントにより選

定された管理策に対するものである。とりわけ、エージェント化されつつある従業員

又はされた従業員の早期検知につながる CI 機能の拡充に焦点を当てる。 
 前記 2 項目に加え、CI に関連した米国の官民間パートナーシップの具体的な取り組

み事項から、次に示す防衛関連企業自身及び官民間のパートナーシップ関連の CI 管理

策が必要である。 
 なお、防衛省等は、国、防衛省及び警察を意味する。 

 
 従業員に対する CI 関連の意識向上の実施 
 企業の CI 担当要員に対する CI 訓練の実施 
 防衛省等における防衛関連企業 CI 担当要員訓練の受講 
 CI 関連内部通報制度の確立 
 防衛省等 CI 機関に対する情報漏えい報告 
 防衛省に対する不審接触報告の調整及び提出 
 防衛省からの CI 改善策の受入れ 
 防衛省等 CI 機関からの脅威情報の入手 
 防衛省等 CI 機関からの意識向上資料及び訓練資料の入手 
 防衛省等 CI 機関との連絡体制の維持 
 防衛省等 CI 機関からの情報入手によるリクルート早期検知 

 
次項に、これらの要約に従った防衛関連企業の CI 管理策を述べる。 
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4.3.2 防衛関連企業に対する推奨カウンターインテリジェンス管理策 

 
4.3.2.1 防衛関連企業推奨 CI 管理策 
ここでは、前 4.3.1 項の管理策導出要領のまとめに従い、防衛関連企業が講ずべき総計

31 件の推奨 CI 管理策について述べる。 
 
表 4.3-1 及び表 4.3-2 に、それぞれ管理策の一覧表及び管理策の詳細を示す。 
管理策は、次の 2 つに大別される。 
 
① 情報セキュリティ(19 件)：インサイダー脅威を対象にした情報セキュリティ管理

策である。このインサイダー脅威には、スパイ行為に及ぶ者も含まれる。 
② CI(12 件)：防衛的カウンターインテリジェンス(CI)そのものに特化した管理策で

あり、官民間パートナーシップによる防衛的 CI 活動に焦点を当てたものである。た

だし、これらの管理策が機能するためには、「4.4.2 我が国及び防衛省に対する提言」

に述べる防衛関連企業に対する CI 活動支援体制の整備が前提となる。 
 
なお、表 4.3-2 の管理策に係わる背景等については、第 2 章及び第 3 章の関連項目を参

照されたい。 

 

4.3.2.2 防衛関連企業推奨 CI 管理策の適用要領 
表 4.3-2 に示す防衛関連企業推奨 CI 管理策は、CI 活動を効果的に行うための完璧なもの

又は必須のものでもない。それらは、米国や我が国におけるこれまでの多くの事例から導

き出された慣行である。 
したがって、表 4.3-2 に示す防衛関連企業推奨 CI 管理策の適用に当たっては、適用組織

のリスクアセスメントによる個々のCI管理策及びそのサブ管理策の取捨選択及び強化が求

められることとなる。 
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表 4.3-1：管理策一覧表 

分 野 管 理 策 
1 セキュリティ認可プロセス51 
2 インサイダー脅威のリスクアセスメント1 リスク管理 
3 SDLC におけるインサイダー脅威の考慮 
1 アクセス制御 

2 認可管理 
2 物理的セキュリティ 
1 不正コピーの防止 
2 ログの収集・分析 3 責任追跡性管理 
3 職務の分離と 小特権 
1 教育訓練 
2 ポリシー管理 
3 セキュリティ文化の醸成 

4 コンプライアンス管理 

4 管理者のセキュリティ認識 
1 IT 専門家に注意 
2 身上把握 
3 退職時の手順 

5 従業員管理 

4 適時適切な罰則の適用 
1 インシデント管理 

6 インシデント管理 
2 インサイダー・インシデント対応計画 

1 情報セキュリ

ティ 

7 可用性管理 1 セキュアなバックアップと復旧 
1 企業内通報制度 
2 外国人接触報告 
3 防衛省 CI 部門との調整・報告書提出 

1 不審接触報告管理 

4 防衛省 CI 部門からの改善策の受入れ 
1 CI 機関からの脅威情報の入手 
2 CI 機関との連絡体制の維持 
3 CI 機関からの教育訓練資料の入手 
4 CI 機関による CI 担当者の訓練受講 
5 CI 教育訓練の実施 
6 CI 機関が実施するセミナー等への参加 
7 CI 機関からのベストプラクティスの入手

2 CI 

2 CI 態勢管理 

8 CI 機関による CI 活動支援 

                                                  
51 セキュリティ認可プロセス：評価・承認プロセスに同義である。2009 年 11 月に国家標準技術院（NIST）
が出版した新たな評価・承認プロセスは、「セキュリティ認可プロセス」という名称に置き換わった。 
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表 4.3-2：防衛関連企業の CI 管理策 

 
項 目 名 内 容 

1 情報セキュリティ分野における CI 機能の拡充 
1.1 リスク管理 
1.1.1 セキュリティ認可

プロセス 
(1) 組織は、情報システムのリスク管理枠組みに従ったセキュ

リティ認可プロセスを確立し、情報システムのセキュリティ

維持に万全を期すこと。 
(2) セキュリティ認可プロセスの確立に当たっては、 新のセ

キュリティ慣行を採用すること。 
(3) セキュリティ評価の結果明らかにされたリスクの処置に

ついては、組織のエンタープライズ・リスク管理との整合を

図った是正処置対策計画を立案し、確実な処置を行うこと。

(4) 認可後のセキュリティ維持を確保するため、継続的な監視

を行い、セキュリティの維持に努めること。この継続監視に

は、構成管理の実施、構成管理結果に基づくセキュリティ・

インパクト分析及び管理策の有効性の評価を含めること。 
(5) 継続監視の結果、再度セキュリティ認可プロセスが必要に

なった場合は、速やかに実施すること。 
1.1.2 インサイダー脅威

リスクアセスメン

ト 

(1) 組織は、情報セキュリティの維持に係るリスクアセスメン

トの対象脅威として、インサイダー脅威を含めること。 
(2) インサイダーには、組織のネットワークに対するアクセス

権を持つすべてのビジネス・パートナーを含めること。 
1.1.3 SDLC におけるイン

サイダー脅威の考慮 
(1) 組織は、システム開発ライフサイクル(SDLC)において、

インサイダー脅威を考慮すること。 
(2) SDLC の各フェーズ(開始、開発・調達、実装及び運用・

保守)において、インサイダー脅威による悪意のある行動を防

止するチェック機能を設けること。 
(3) SDLC におけるセキュリティ活動を担うリスク管理枠組

みの一環として実施すること。 
1.2 認可管理 
1.2.1 アクセス制御 (1) 組織のアクセス制御は、秘密区分指定(例：機密、極秘、

秘、取注)及び知る必要性に基づき実施すること。 
(2) 秘密情報の作成及び管理を行う者は、知る必要性が誰なの

かを明らかにした上でアクセス権を付与すること。 
(3) アクセス権を付与された者が人事異動となる場合は、異動
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項 目 名 内 容 
前にそのアクセス権を確実に無効化すること。 

(4) ハード・コピーの秘密文書についても、知る必要性に基づ

くアクセス制御を行うこと。 
(5) 徹底的なアカウント管理を行い、組織が識別していない未

知のアクセス・パスの排除に努めること。 
1.2.2 物理的セキュリティ (1) 組織は、秘密情報や企業機密などのセンシティブ情報の保

管及び閲覧について、定められた保全区域に限定するととも

に、知る必要性のある者だけが当該情報にアクセスできるよ

うにすること。 
(2) 同区域に出入りする者に対しては、アクセス許可バッジな

どの装着を徹底させるとともに、要すれば、警備員による行

動の監視、手荷物検査などによるセンシティブ情報の持ち出

し監視を強化すること。 
(3) 組織は、従業員による企業機密等センシティブ情報のプリ

ントアウトの頻度と量を監視し、組織が定めた閾値を超える

か又は通常の行動パターンと異なる場合、より綿密な監視を

当該従業員に対して実施すること。 
1.3 責任追跡性管理 
1.3.1 不正コピーの防止 (1) 組織は、情報システムからセンシティブ情報ダウンロード

後の可搬磁気媒体へのコピーについて制限すること。 
(2) センシティブ文書のハード・コピーについては、許可制と

すること。 
(3) センシティブ文書のハード・コピーは 小限に止めるとと

もに、その管理は原本と同様にすること。 
1.3.2 ログの収集・分析 (1) 組織は、ログの収集、監視及び監査により、不審なインサ

イダーの活動を早期に発見すること。 
(2) 監査には、アクセスの正当性は無論のこと、ファイルの完

全性を確認すること。 
(3) 監査は、定期的だけでなく非定期的の両者で実施するこ

と。 
(4) 不審な活動が検知された人物や管理者の不審を募らせた

人物に対しては、詳細な監視又は監査を行うため、当該人物

に係る詳細なログ収集を行い、分析すること。 
1.3.3 職務の分離と 小

特権 
(1) 組織は、 小特権の原則を規定化するとともに、従業員に

対するアクセス情報の削減を行って、従業員の現在の業務に
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項 目 名 内 容 
必要な情報だけにアクセスを限定すること。 

(2) ビジネス・プロセス及び重要システム又は情報の技術的変

更については、職務の分離と 小特権の原則を適用するこ

と。 
(3) 職務の分離においては、少なくとも2人ルール(two-person 

rule)を採用すること。 
(4) 職務の分離と 小特権をセットして採用すること。 
(5) 小特権については、1.2.1-(3)項を適用すること。 

1.4 コンプライアンス管理 
1.4.1 教育訓練 (1) 組織は、教育訓練が情報セキュリティ維持を確保する上で

も費用対効果が高いことを認識すること。 
(2) 組織は、意識向上及び訓練に係わる教育プログラムを確立

し、維持すること。 
(3) セキュリティ教育プログラムの成果を評価し、改善事項を

次年度に反映させること。 
(4) 意識向上プログラムのセキュリティ・リテラシーでは、情

報システムのセキュリティ機能の利用について熟知させ、適

切な利用を行わせること。 
(5) 訓練プログラムでは、情報セキュリティに係わる役割に応

じた訓練を受けさせ、その任務達成のためのスキルを身に付

けさせること。役割には、セキュリティの維持に直接係わる

者だけでなく、調達、開発なども含めること。 
(6) 可能ならば、セキュリティの維持に直接係る者に対しては

認定資格制度を導入すること。 
(7) 認定資格を保有する者及びセキュリティ専門家に対する

キャリアパスを考慮すること。 
(8) すべての従業員に対し、インサイダー犯罪による重大な被

害について理解させること。 
(9) 悪意のあるインサイダーには、IT に精通したものだけで

なく、一般ユーザーもなり得ることを理解させること。 
(10) 意識向上において、悪意のあるインサイダーの見分け方に

ついて理解させること。 
(11) ソーシャル・エンジニアリングの脅威について理解させる

こと。 
(12) 組織のセキュリティ規則・手順、とりわけ従業員のセキュ
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項 目 名 内 容 
リティ違反に係わる報告などのインサイダー脅威対策関連

手順について、周知徹底させること。 
(13) 警備要員及び経歴調査要員に対しても、任務を遂行し得る

スキルを身に付けさせるための訓練を実施すること。 
1.4.2 ポリシー管理 (1) 組織は、従業員に誤った解釈を生じさせることがないよ

う、首尾一貫した明確なポリシー及び手順を維持し、従業員

がうかつにも犯罪に手を染めることや従業員による不平・不

満の口実を与えないようにすること。 
(2) 管理者を含む全従業員に対し、ポリシー及び手順を厳正に

履行すること。 
(3) 従業員の業績評価について明確なポリシーを示すこと。こ

れは不平・不満の口実を回避し、悪意のある行動に至らせな

いためである。 
(4) 従業員の不平・不満については、対話と明確なポリシーの

理解をさせることにより低減させること。 
1.4.3 セキュリティ文化

の醸成 
(1) 組織は、管理者を含む全従業員がセキュリティの重要性を

認識し、セキュリティの維持に積極的に取り組む企業文化、

すなわちセキュリティ文化の醸成を推進し、組織としての堅

固なセキュリティ・チェーンを構築すること。 
(2) セキュリティ専門家に対するキャリアパスの設置、セキュ

リティ強化月間の開催、セキュリティ改善表彰制度など、セ

キュリティ文化の醸成促進策を講ずること。 
1.4.4 管理者のセキュリ

ティ認識 
(1) 管理者は、組織の情報及び情報システムが極めて重要な組

織資産であること並びに情報漏えい等のセキュリティ被害

が組織の存亡にも係ることになる昨今の IT社会を再認識し、

それらの保護及び被害極限にセキュリティが不可欠である

とする認識を確固たるものとすること。 
(2) 管理者は、上記の確固たるセキュリティ認識に基づき、セ

キュリティ維持に係わる人的及び金銭的資源配分に対する

確約は無論のこと、セキュリティ専門家のキャリアパス設置

などの人事管理的処遇並びにセキュリティ意識向上及び訓

練プログラムを重視すること。 
1.5 従業員管理 
1.5.1 IT 専門家に注意 (1) 組織は、IT 専門家(セキュリティ技術に精通している者、

IT システム開発者、特権アクセス・ユーザー、システム管理
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項 目 名 内 容 
者など)が、システム、ネットワーク及びアプリケーションに

対する上位レベルのアクセス権をもっていることから、彼ら

による悪意のある活動及びその隠ぺい工作に注意すること。

(2) 職務の分離及び否認不可性メカニズムにより、そのような

隠ぺい工作を防止すること。 
(3) セキュリティ専門家に対するキャリアパスなどを設け、し

かるべき処遇を行うこと。 
(4) IT 専門家の退職時、当人のアクセス権を必ず無効化する

こと。 
1.5.2 身上把握 (1) 組織は、従業員の性格、ストレス、並びに会社、職場、上

司及び同僚への不満に起因した悪意のある行動を防止する

ため、その検知と対応を行うこと。 
(2) 管理者は、従業員がもつ性癖を認識し、それらがインサイ

ダー脅威リスクに及ぼすインパクトについて理解すること。

(3) 上司は、部下が抱いていた(昇進や転勤などの)期待はずれ

を極小化するため、部下が持つ期待の管理を試みること。 
(4) 上司は、部下の身上に係わる性格、職場における勤務態度、

その他部下のストレス状況、飲酒、賭け事などを可能な限り

把握し、要すれば組織内のカウンセリングや従業員支援制度

などの支援を求めること。 
(5) 国家の安全保障に係る秘密区分指定情報を取り扱う組織

は、秘密情報取扱適格証を保有する従業員に対して資産状況

開示を求め、説明のつかない資産の取得、収入とつり合わな

い過度の債務などの金銭上のぜい弱性について把握するこ

と。 
(6) 金銭上のぜい弱性が高い部下については、監視を強化する

とともに、異動や秘密情報取扱適格証の失効処置などを講じ

てリスクの低減を行うこと。 
(7) 国家の安全保障に係わる秘密区分指定情報を取り扱う者

に対する秘密情報取扱適格証の付与申請は、信頼度の高い経

歴調査に基づいて行うこと。 
(8) 経歴調査を行う者は、調査に係るスキル確保のための訓練

を受けること。 
(9) 人事部門等は、経歴調査を行う者に必要な情報を漏れなく

提供すること。 
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項 目 名 内 容 
(10) 経歴調査には、思想や誠実性などだけでなく、性格、職場

での行動、偏見、飲酒、賭け事、資産状況など、潜在的スパ

イ行為者の素地となる事項を含めるとともに、詳細かつ信頼

度の高い調査内容とすること。 
(11) 定期的経歴再調査の受査を怠った者に対しては、秘密情報

取扱適格証の失効処置を講ずること。 
1.5.3 退職等時の手順 (1) 組織は、従業員の降格人事及び解雇に関して、明確に定め

られた手順に従うとともに、組織の積極的な IT ベストプラ

クティスを活用して、インサイダーによる組織への攻撃能力

を削減すること 

(2) 組織は、従業員の退職手順を確立し、全従業員の重要ファ

イルに対するアクセス・ログ及び物理的アクセス・ログを、

少なくとも 1か月間維持すること。従業員が辞職する際は、

それが不意であろうとなかろうと、予め指名された人物によ

るこれらログの監査を行い、不審な活動の有無を明らかにす

ること。また、組織は、企業機密守秘義務及び企業資産の返

却義務なども、この従業員退職手順に明示しておくこと。 

(3) 組織は、退職者等(定年退職、解雇、降格人事、転属など)
のネットワーク及びシステムへのアクセス・パスのすべてを

無効化するため、厳格・明解な退職手順を制定し、履行する

こと。 
(4) 上記の手順は、退職等の通知に先立って履行すること。 

1.5.4 適時適切な罰則の

適用 
(1) 組織は、セキュリティ違反行為又はその前兆行為を早期に

検知し、罰則を適用することにより、さらなる違反行為拡大

を抑止すること。 
(2) 組織は、IT の利用に係る違反行為、職場における勤務態

度や同僚・上司との人的関係問題など、その軽重を問わず、

組織が定めた行動規範に従業員が何らかの違反行為に及ん

だ場合に対処するため、それらについての具体的要領を定め

た通報制度を確立するとともに、個々の従業員に係る違反行

為について集中管理し、予め定めたしきいちを超えた場合

は、カウンセリングや罰則の適用に移行するなどにより、適

時適切な罰則を適用すること。 
(3) 単に罰則を適用するだけでは、再発防止を期待することは

できない。軽微の違反行が重なる者に対しては、積極的介入
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戦略をとり、カウンセリングなどの精神衛生管理面を考慮す

ることにより、違反行為に至った根本原因の排除に努めるこ

と。 
(4) 上司は、部下の勤務態度や行動をモニタし、違反行為の未

然防止策を講ずること。 
(5) 組織は、従業員に係わる問題について、明確なポリシーを

制定し、従業員との対話を通じてリスクの低減を図ること。

1.6 インシデント管理 
1.6.1 インシデント管理 (1) 組織は、適切なインシデント管理を行うことにより、イン

シデント発生の防止、被害極限及び復旧に努めること。 
(2) 情報システムに対するインシデント検知のためのモニタ

リング及び分析機能を備え、これを積極的に活用し、早期検

知に努めること。 
(3) 上記分析に当たる要員を確保するとともに、同要員に対す

る分析スキル確保の訓練を受けさせること。 
(4) 上司は、部下の行動に係るインシデント検知スキルを身に

付けること。 
(5) 組織は、ネットワークから外部に伝送される企業機密情報

を監視すること。 
(6) 組織は、不審なトランザクション、とりわけ従業員が退職

する際のトランザクションについて調査すること。 
1.6.2 インサイダー・イン

シデント対応計画 
(1) 組織は、インサイダーによるインシデント発生時の対応プ

ロセスについて、法の執行機関との連携を含めた計画を策定

し、維持すること。 
(2) 計画の実行者に、組織のインシデント対応チーム・メンバ

ーを加えないこと。これは通常のインシデント対応と性格を

異にするからである。 
(3) 管理者は、計画の実行に積極的に加わること。 
(4) 一般従業員に対しては、本計画の概要だけを知らせ、細部

の公表を避けること。 
(5) インシデントの教訓を本対応計画に反映させること。 
(6) 証拠資料の確保及び保全を行うこと。 

1.7 可用性管理 
1.7.1 セキュアなバック

アップと復旧 
(1) 組織は、インサイダーによる情報システムの危殆化が行わ

れた場合に備え、ビジネス継続のためのバックアップ及び復
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旧プロセスを確立するとともに、訓練によるスキルアップを

図ること。 
(2) バックアップ・サービス会社との契約において、所要のサ

ービス・レベル合意事項(SLA)を締結しておくこと。 
(3) システム管理者は、バックアップ・ファイルが保管されて

いる物理的媒体について、インサイダーから保護すること。

2 CI 
2 1 不審接触報告管理 
2.1.1 企業内通報制度 (1) 企業は、同僚の不審な行動に係わる企業内通報ポリシー及

び手順を確立し、維持すること。 
(2) 同手順には、通報に係わる具体的な不審行動の指標を明記

し、通報の促進を図るものとする。 
(3) すべての通報について、その処置を記録するものとする。

2.1.2 外国人接触報告 (1) 企業は、従業員が所掌部門のビジネスに関連し、かつ、個

人的に外国人からの接触を受けた場合などについて、外国人

接触報告を企業内の CI 部門に提出させること。 
(2) 企業は、外国人の接触に係る適時適切な報告を促進するた

め、接触報告基準を明確に定め、周知徹底させるものとする。

(3) 接触報告の処置は、2.1.3 項によるものとする。 
2.1.3 防衛省 CI 部門との

調整・報告 
(1) 企業は、秘密情報への不法若しくは不正なアクセスを行う

人物、又は秘密保護適格証明書(クリアランス)保有者を危殆

化する人物の活動について、その人物の国籍を問わず防衛省

CI 部門に報告するものとする。 
(2) 企業は、従業員といかなる国の既知若しくは不審な情報員

との接触、又は従業員が他の国のインテリジェンス機関によ

る利用の標的となる恐れがあると懸念される接触のすべて

について、防衛省 CI 部門に報告するものとする。 
(3) 報告に当たっては、事前に防衛省 CI 部門と報告内容を調

整の上、報告するものとする。 
(4) 防衛省 CI 部門から指示があった場合又は従業員による不

正行為若しくは従業員に対する外国のインテリジェンス機

関の諜報員と思われる人物からの危殆化が明らかな場合は、

警察等の CI 機関に連絡の上、所要の処置をとること。 
2.1.4 防衛省 CI 部門から

の改善策の受入れ 
(1) 企業は、防衛省 CI 部門からの改善処置指示があった場合、

速やかに改善処置を行い、完了報告を行うものとする。 
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2.2 CI 管理態勢 
2.2.1 CI 機関からの脅威

情報の入手 
(1) 企業は、CI 機関から脅威情報を積極的に入手すること。 
(2) 新たな収集手口の出現や特定収集手口の増加などにより

脅威態様が変化した場合は、企業内の CI リスクアセスメン

トを実施の上、管理策の追加、変更などを行うこと。 
(3) 脅威態様の変化を企業内の CI 意識向上に反映させるこ

と。 
2.2.2 CI 機関との連絡体

制の維持 
(1) 企業は、外国のインテリジェンス機関に係わる情報漏えい

事件の発生又はそのおそれがある場合に備え、事前に関連す

る警察等の CI 部門との連絡窓口を確認しておくこと。 
2.2.3 CI 機関からの教育

訓練資料の入手 
(1) 企業は、CI 機関からの CI 関連のガイダンス、手引き、報

告資料などを入手し、企業内の教育訓練資料に反映するこ

と。 
2.2.4 CI 機関による企業

CI 担当者の訓練受

講 

(1) 企業は、CI 機関が実施する CI 訓練に担当者を派遣し、訓

練を受けさせること。 
(2) 訓練成果を、企業内の CI 活動に反映させること。 

2.2.5 CI 教育訓練の実施 (1) 企業は、CI に係わる事項について、従業員に対する意識

向上及び CI 担当者の訓練を実施すること。 
(2) CI 教育訓練は、情報セキュリティ意識向上及び訓練に加

えるか又は別途に行ってもよい。 
2.2.6 CI 機関が実施する

セミナー等への参加 
(1) 企業は、CI 機関が実施するセミナー等に担当者を参加さ

せ、CI に係わる担当者のスキルアップを行うこと。 
(2) セミナー成果を、企業内の CI 活動に反映させること。 

2.2.7 CI 機関からのベス

トプラクティスの入

手 

(1) 企業は、CI 機関からベストプラクティスを入手し、リス

クアセスメントを実施の上、必要に応じ企業内の CI 関連管

理策の変更、追加等を行うこと。 
2.2.8 CI 機関による CI 活

動支援 
(1) 企業は、不審接触報告に係わる CI 機関の活動について積

極的に支援すること。 
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4.4 国及び防衛省に対する提言 

ここでは、 初に我が国のカウンターインテリジェンス(CI)関連法律や CI コミュニティ

における活動の状況を把握する。次いで、この結果と 4.2.2.4 項で明らかにした米国の取り

組み(連邦政府機関)の我が国への適用性判断結果との差異を明らかにするとともに、4.3 項

で導出した防衛関連企業に対する推奨 CI 管理策(31 件)のうち、企業の CI 活動に係る管理

策(12 件)と我が国の CI 機関等との関係から、我が国及び防衛省の CI 機関に係わる提言を

行う。 
 

4.4.1 我が国のカウンターインテリジェンス活動の現状 

 
4.4.1.1 全般 

我が国の CI 活動は、インテリジェンスに係る国の組織が弱体であることから、インテリ

ジェンスを保護するとした CI 活動も貧弱であると言わざるを得ない。 
事実、昨今の官民の様々なセンシティブ情報の漏えい問題に後押しされ 2007 年 8 月、「カ

ウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」が決定されたばかりである。そ

の内容は次に示すとおりであるが、その目的を「国の重要な情報や職員等の保護を図る」

ことであるとしており、民間の CI 活動にまでは及んでいない。 
 
「外国のインテリジェンス活動は、従来からのインテリジェンス・コミュニティ及び他

の合衆国安全保障機構を標的とする活動をはるかに超え、民間セクターの重要インフラに

及んでいる」ことを大前提に、「民間セクターに対する CI 意識向上及び外国のインテリジ

ェンス脅威に係る情報の共有を促進する」とした米国の CI 国家戦略 2008 から比べると、

我が国の CI 活動は「10 年以上も遅れている」とした感じは否めない。 
 

カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針 
（平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定）の概要 

1 目的 
この基本方針は、カウンターインテリジェンスに関する各行政機関の施策に関し必要な

事項の統一を図るとともに、カウンターインテリジェンス・センターその他カウンターイ

ンテリジェンスに関する施策を推進する体制を確立し、もって国の重要な情報や職員等の

保護を図ることを目的とする。 
2 政府統一基準 
(1) 特別管理秘密に係る基準 
特別に秘匿すべき情報（特別管理秘密）については、物的管理として、 新の「政府機

関の情報セキュリティ対策のための統一基準」（情報セキュリティ政策会議決定）の厳格

な適用等を行うとともに、人的管理として、秘密取扱者適格性確認制度、管理責任体制、
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秘密保全研修制度を導入して、特別な管理を行い、情報漏えいの絶無を期すものとする。 
※ 秘密取扱者適格性確認制度とは、特定の秘密の取扱いについては、その秘密を取り扱う

ことについての適格性（信頼性）を確認した者に行わせることとする制度。 
※ 秘密保全研修制度とは、特別管理秘密を取り扱う者に対し、秘密保全に必要な知識・技

能等を修得させるため、特別管理秘密取扱者研修を定期的に実施することとする制度。 
(2) その他 
カウンターインテリジェンスに関する情報の収集・共有、カウンターインテリジェンス

意識の啓発、事案対処、管理責任体制の構築について、政府統一的に取り組むものとする。

3 カウンターインテリジェンス・センター 
基本方針の施行に関する連絡調整等を行い、我が国政府全体のカウンターインテリジェ

ンスの中核として機能するカウンターインテリジェンス・センターを内閣官房内閣情報調

査室に置くこととする。 
4 施行 
この基本方針は、2(1)については平成21年4月1日から、その他については平成20年4月1

日から施行する。 
 
 
我が国では現在、民間企業への CI に係る脅威情報の提供、外国のセンシティブ情報収集

家による情報収集兆候の感知方法等の意識向上資料の提供など、民間に対する具体的かつ

積極的な取り組みは行われていない。 近設置されたカウンターインテリジェンス・セン

ターについても、その対象は政府機関における CI 活動であり、民間について言及してはい

ない。民間企業が、これまでの事例からも明らかなように、CI の 前線に位置しているこ

とは疑いのない事実であり、それに対処しない我が国の現在の取り組みは片手落ちと言わ

ざるを得ない。 
 
以下に、我が国の CI 関連の法規及び CI 機関の概要を紹介する。CI 関連の法規は、昨今

のなんとも歯がゆい情報漏えい事件を契機に、我が国がやっと目覚め、改正されたもので

ある。また、CI 機関は従来からのもの又はその延長上にあるものであり、特に新たに設置

されたものはない。 
 

4.4.1.2 CI 関連法規 
自民党国家議員 10 名が 1985 年、衆議院に議員立法として「国家機密に係るスパイ行為

等の防止に関する法律案」(通称「スパイ防止法」)が提出したものの、審議未了で廃案とな

った。我が国には現在に至るも、スパイ活動そのものを取り締まる法律はない。 
その後も、第 2 章で紹介したように、外国のインテリジェンス機関が関係すると思われ

る技術情報流出事件があったが、当時の法律では取り締まることができなかった。そして、
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このような歯がゆい経緯を踏まえ 2009 年 4 月 21 日、外為法（外国為替及び外国貿易法）

並びに不正競争防止法が改正され、外為法による軍事スパイ行為及び不正競争防止法によ

る産業スパイ行為が、これまでに比べ広範に取り締まることが可能となった。今回の改正

外為法によると、軍事転用が可能と判断される技術を外国に提供する際は、経済産業相の

許可が必要となる。また、改正不正競争防止法では、企業の重要な情報データを許可なく

持ち出すと刑事罰が科される。 

しかしながら、これらの法律は欧米並みとはいえず、未だ十分とはいえない状況とする

意見も一部にある。 
 

(1) 改正外為法 

改正外為法では、安全保障に関わる物品及び情報の国際取引について、規制の対象を従

来の「居住者から非居住者への提供」だけでなく、国境を越える行為全般とした。文書や

電子記録媒体の国境を越えた移動、電子メールの国外送信も規制対象に含まれ、罰則も強

化されている。これにより、例えばロケットやミサイルに転用できる技術情報を外国人労

働者や短期滞在者が取得し、外国に電子メールで送信又は他人に提供する目的で USB メモ

リーに情報を入れて国外に出た場合でも、取り締まることができるようになった。 
 
(2) 改正不正競争防止法 

改正不正競争防止法は、これまでの「不正競争防止法(営業機密侵害)」の欠陥を是正し

たものであり、俗に「産業スパイ防止法」とも言われている。経済産業省は、安全保障の

観点からも、産業スパイ行為を幅広く取り締まる必要があると判断したのである。この法

律には、軍事転用が可能な技術の流出を防ぐ狙いもある、とされている。そして、この法

律の制定に併せて特許法も改正され、安全保障面で重要な特許は非公開になる。改正不正

競争防止法では、「情報の窃盗罪」と位置付け、重要な技術情報を意図的に入手したり、漏

えいさせたりする行為だけでも摘発できるようにする、とされている。例えば、当該情報

にアクセス権限のない社員が、当該情報にアクセスし、情報をコピーしたり、電子メール

で私用 PC に送ったりしただけでも違反行為とみなされる。 
 
これまでは、流出した物品や情報が競業関係にある第三者の利益につながることを立証

する必要があったが、今後は競業関係になくとも「不正の利益」や「損害」を生じさせる

目的があれば法律違反となる。さらに、従来は営業秘密を使ったり、第三者に開示したり

する行為が処罰の対象だったが、今回の改正では、規則に反し営業秘密をコピーするなど

して持ち出した時点で、処罰の対象となるようになった。2007 年 3 月に発覚した「デンソ

ー事件」では、デンソーに勤める中国人技術者が製品の図面データを大量に持ち出し、同

時期に中国へ帰国するなどの行為が判明した。だが、競業関係にある組織へデータが渡っ

たことが立証できなかったため、起訴を断念した経緯がある。しかし今後は「法改正でカ



 4-24

バーできるようになる（経済産業省知的財産政策室）」52。 
 
この法律の制定に関し、経済産業省は次のように述べている。 

「知識集約型経済の急速な発展に伴い、無形資産たる技術・ノウハウ等の価値ある情報の

重要性が高まる中、グローバル化や情報化の進展により、現行の不正競争防止法では捕捉

することができない営業秘密の流出事例が、多数発生している。こうした状況に対処し、

営業秘密の不正な流出を防止して、我が国の産業競争力の維持・強化を図るため、営業秘

密侵害罪の構成要件を見直し、現行法における処罰の間隙をふさぐこととする」。また、

法律改正の概要として、次の2点を述べている。 
 

 営業秘密侵害罪における現行の目的要件である「不正の競争の目的」を改め、「不正の

利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」とする。 
 原則として「使用・開示」行為を処罰の対象としている営業秘密侵害罪の行為態様を改

め、営業秘密の管理に係る任務を負う者がその任務に背いて営業秘密を記録した媒体等

を横領する行為、無断で複製する行為等について、処罰の対象とする。 

 
4.4.1.3 我が国のカウンターインテリジェンス機関の活動概要 

我が国のインテリジェンス・コミュニティとは、我が国におけるインテリジェンス(諜報)
及び CI(防諜)のいずれか又は両者の機能をもつ機関の集合をいう。我が国のインテリジェ

ンス・コミュニティに属する主な機関は次の通りである。 
 

(1) カウンターインテリジェンス・センター 
(2) 内閣情報調査室(内閣官房) 
(3) 内閣情報会議(内閣官房) 
(4) 合同情報会議(内閣官房) 
(5) 国際情報統括官組織(外務省) 
(6) 公安調査庁(法務省) 
(7) 公安警察(警察庁) 
(8) 情報本部(防衛省) 
(9) 自衛隊情報保全隊(防衛省) 

 
以下に、各機関の概要を示すとともに、当該機関における CI 機能の有無や内容を付記す

る。ただし、ここでいう CI 機能とは、インテリジェンス情報の保護だけを意味する情報セ

キュリティを意味するのではなく、第 1 章で紹介した防衛的 CI 活動に係る幅広い機能を意

味する。したがって、「CI 機能：なし」の記述は、インテリジェンス情報のセキュリティ確

                                                  
52 出典：日経ビジネス・オンライン、http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090521/195403/ 
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保がないことを意味するものではない。 
  

(1) カウンターインテリジェンス・センター 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 カウンターインテリジェンス・センター(内閣官房内閣情報調査室内) 
2 任務概要 我が国の重要な情報や職員等の保護を図ることを目的とする。 
3 組織構成

と主な業

務53 

カウンターインテリジェンス(CI)センターの構成：CI センターは、セン

ター長、副センター長、参事官及びセンター員から構成される。 
CI センターの主な業務：CI センターは、今後設ける情報管理の政府統

一基準に沿い、各省庁が秘密情報保護策を適切に講じているかを点検する。

CI センターは内閣情報調査室の一部署として発足したものであり、同推進

会議がまとめる機密文書の管理方法や省庁外への持ち出しなどに関する政

府の統一基準に基づき、各省庁に情報管理の状況報告を定期的に要請。基

準から外れたケースが見つかれば、当該省庁に対応の是正などを迫る。 
4 CI 機能54 特別に秘匿すべき情報（特別管理秘密）については、物的管理として、

新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」（情報セキ

ュリティ政策会議決定）の厳格な適用等を行うとともに、人的管理として、

秘密取扱者適格性確認制度、管理責任体制及び秘密保全研修制度を導入し

て特別な管理を行い、情報漏えいの絶無を期すとされている。 
CIに関する情報の収集・共有、CI意識の啓発、事案対処、管理責任体制

の構築について、政府が統一的に取り組むとされている。 
5 その他 CI の定義：外国による諜報活動を阻止し、情報の漏えいその他の国益を

害する事態を予防する活動をいう55。 
米政府は日本との軍事情報の共有拡大で合意したことを受け、情報管理

強化を求めており、CI センターはその具体策を打ち出す必要性から設置さ

れたものである。 
防衛省は、「CI に関する情報を効率的に収集・共有するため、本年３月、

事務次官を委員長とする「防衛省カウンターインテリジェンス委員会」を

                                                  
53 カウンターインテリジェンス・センターの設置に関する規則(平成 20 年 3 月 4 日)
（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/counterintelligence/pdf/settinikansuru.pdf） 
54 カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成 19 年 8 月 9 日カウンターインテリジェ

ンス推進会議決定)の概要

(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/counterintelligence/pdf/basic_decision_summary.pdf) 
55 防衛省改革会議(第 3 回)説明資料・平成 20 年 1 月・内閣情報調査室

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/bouei/dai3/pdf/siryou2.pdf) 
56「 防衛省改革の実現に向けての実施計画について(改訂版)(概要) (平成 21 年 6 月)か」ら抜粋

(http://www.mod.go.jp/j/news/kaikaku/20090624b.html) 
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設置し、内閣官房に置かれているカウンターインテリジェンス・センター

とも密接に連携を行いつつ、情報保全機能の強化56をめざす」としている。

ただし、内閣府からの公開資料を見る限り、CI に関する省庁間の具体的な

情報共有がどのように行われるのかについては、不明である。 
 
 

(2) 内閣官房・内閣情報調査室 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 内閣官房・内閣情報調査室 
略称：「内調」又は「サイロ(CIRO：Cabinet Intelligence and Research 

Office)」 
2 任務概要 内閣の重要施策に関する情報の収集及び分析、その他の調査に関する事

務をつかさどる。これには、各行政機関が行う情報の収集及び分析、その

他の調査のうち、内閣の重要施策に係る情報の連絡調整に関する事務が含

まれる。これらの事務を掌理するのが内閣情報官である。 
3 組織構成

と主な業

務 

内閣情報調査室は、4 部門(総務、国内、国際及び経済)並びに 2 センター

(内閣情報集約及び内閣衛星情報)から構成されている。 
所属職員数(2005 年 4 月 1 日現在)で総計約 170 人であり、内調プロパー

約 70 人及び他官庁(警察、公安調査庁、防衛省、外務省、総務省、消防庁、

海上保安庁、財務省及び経済産業省)からの出向者約 100 人から構成されて

いる。 
 総務部門：人事、予算、室内総合調整などを取り扱う。 
 国内部門：日本国民の意見の収集分析や日本国内の新聞・放送・雑

誌などの論調分析を行う。 
 国際部門：日本国外の政策に関する情報分析や新聞・放送・雑誌な

どの論調分析を行う。 
 経済部門：日本国内外の経済状況の分析を行う。 
 内閣情報集約センター：大規模災害などの緊急事態における情報の

集約・分析・連絡とその体制整備を行う。 
4 CI 機能 なし。 
5 その他 内閣情報調査室から依託情報調査を受けた団体には次のようなものがあ

る。 
 財団法人世界政経調査委員会 
 社団法人国際情勢研究会 
 社団法人国民出版協会 
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 社団法人内外情勢調査会 
 アジア動態研究所 
 アジア問題研究会 
 海外事情調査所 
 社団法人協同通信社 
 上記外の 13 団体 

 
 

(3) 内閣情報会議 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 内閣情報会議 
2 任務概要 各情報関係機関の連絡調整により、内閣の重要政策に関する国内外の情

報を総合的に把握するため、内閣に設置され、内閣官房長官が主催する関

係省庁次官級の会議である。 
3 組織構成

と主な業

務 

 議長：内閣官房長官 
 委員：内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣情報官、警察庁長官、

防衛事務次官、公安調査庁長官、外務事務次官、その他必要に応じ他

省庁の代表者から構成される。 
 合同情報会議：内閣情報会議下部組織の位置づけにある。 

4 CI 機能 なし。 
5 その他 開催頻度は年数回 

 
 
(4) 合同情報会議 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 合同情報会議 
2 任務概要 各情報関係機関の連携のため、内閣情報会議の下に設置された会議であ

る。内閣官房副長官(事務)が主催する関係省庁の局長級会議である。 
3 組織構成

と主な業

務 

 議長：内閣官房副長官(事務) 
 構成委員：内閣危機管理監、内閣官房副長官補(安全保障、危機管

理担当)、内閣情報官、警察庁警備局長、防衛省防衛政策局長、公安調

査庁次長、外務省国際情報統括官、その他必要に応じ他の省庁から構

成される。 
4 CI 機能 なし。 
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5 その他 隔週で開催される。 
 
 

(5) 国際情報統括官組織 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 国際情報統括官組織 
2 任務概要 情報の分析・評価を専門に行う外務省の一部局である。 

外務省では、各地域局・課が各在外公館から公電の形で収集した情報の

集約・分析を行い、国際情報統括官組織が日常の案件処理や政策判断から

距離を置き、総合的な情勢判断を行っているとされている。 
3 組織構成

と主な業

務 

 長：国際情報統括官 
 副：大臣官房審議官又は参事官 
 国際情報官：第一国際情報官室(企画、情報衛星運用)、第二国際情

報官室(国際テロ、大量破壊兵器)、第三国際情報官室(東アジア、東南

アジア、大洋州、南西アジア地域の分析)、第四国際情報官室(欧州、

中央アジア、米州、中東、アフリカ地域の分析)。各室の定員は約 20
名程度である。 

4 CI 機能 なし。 
5 その他 情報収集に必要な専門的技術・経験は少ないとされている。 

対外情報機能の強化に向けた検討が実施されている。 
中国の北京高級人民法院は 2006 年 9 月、在北京日本大使館書記官の日

本人新聞記者 3 人に対する判決の中で、国際情報統括官組織を「スパイ組

織」としている。 
 
 

(6) 法務省・公安調査庁 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 法務省・公安調査庁 
略称は「公安庁」、「公調」 

2 任務概要 破壊活動防止法などの法令に基づき、我が国に対する治安・安全保障上

の脅威に関する情報の収集(諜報活動)を行う。 
3 組織構成

と主な業

務 

定員は 1498 人(平成 17 年度)、他官庁への出向者(内閣情報調査室、内閣

官房、外務省(本省・在外公館)、法務省・入国管理局など)を含めると約 1600
人弱とされている。内部部局と地方支分部局の役割分担は、地方が収集し
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た情報を本庁が一元的に分析・評価して、関係省庁に提供する仕組みとな

っている。 
 長官 
 内部部局：総務部(人事・管理)、調査第一部(国内情報担当)、調査

第二部(国外情報担当) 
 施設等機関：公安調査庁研修所 
 地方支分部局：公安調査局(8 箇所)、公安調査事務所(14 箇所) 

4 CI 機能 なし。 
5 その他 調査対象組織：国内(アーレフ、暴力団、日本共産党、革マル派・中核派

などの新左翼、右翼団体、朝鮮総連など)、国外(北朝鮮、中国、ロシアな

どの敵対若しくは緊張関係にある国) 
警察との違い：警察は刑法に基づき個人の犯罪を捜査する。公安調査庁

は破防法に基づき団体を調査する。 
調査活動：調査活動はあくまでも任意調査に限定されている。逮捕、家

宅捜査等の強制捜査権は与えられていない。また、逮捕権もなく、拳銃等

の火器携帯も認められていない。 
 
 

(7) 公安警察 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 公安警察 
警察庁、警視庁及び道府県警察本部にある警備公安部門のうち、公安部

分の総称であって、独立した組織ではない。ただし、他の警察組織から半

ば独立しているような閉鎖的体制が敷かれ、指揮命令系統も他の部門と異

なる独自的なものとなっている。 
なお、公安委員会は、警察を監督する行政機関であり、公安警察とは全

く別の機能を果たす。 
2 任務概要 警察活動のうち、国家に対する犯罪行為を取り締まるのが主任務である。

3 組織構成

と主な業

務 

 警察庁・警備局：警備局は、警察庁の内部部局(長官官房、生活安

全局、刑事局、交通局・警備局・情報通信局)の一部局である。公安警

察の指揮管理を一元的に行う。実働部隊としての下部組織が警視庁公

安部及び道県警本部の警備局である。警備局は警備企画課、公安課、
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警備課、外事情報部から構成される。 
 警察庁・警備局・外事情報部57：外事課(外国による諜報活動の発見・

検挙など、我が国への外事的脅威への対応。大量破壊兵器関連物資の

不正輸出等による拡散の防止・検挙、外事対象の動向把握に係るイン

テリジェンス活動と分析、北朝鮮による日本人拉致容疑事案の捜査な

ど)、国際テロリズム対策課(世界各国で発生している国際テロに関す

る情報の収集・分析、我が国における国際テロ対策の推進及び国際テ

ロに関する取締り) 
 警視庁・公安部：警視庁の一部局であり、東京都を管轄とする公安

警察である。公安総務課、公安第一課～第四課及び外事第一課～第三

課から構成される。対象は、スパイや思想犯、思想・宗教絡みの組織

犯罪など(外国の情報機関に近い活動)。このうち、外事一課の担当は

ロシア・東ヨーロッパ等の旧共産圏諸国、及び外事二課の外事第三は

東南アジア地域(特に中国、北朝鮮その他の共産圏諸国)のスパイ捜査

をそれぞれ担当する。外事第三課は、中東地域のスパイ及び国際テロ

リストを捜査対象としている。 
 道府県本部・警備部：警備部には各種情報・諜報活動を行う公安課

及び防諜を担当する外事課がある。 
4 CI 機能 警視庁・公安部の外事課及び道府県本部・警備部・外事課が、警察庁警

備局による一元的な管理の下に、日本警察における外務的な捜査や防諜を

担当し、スパイや在日外国人団体関連の捜査を行う。同盟国以外の外国政

府の要員による諜報活動の取締りと摘発を行う。 
5 その他 警察庁・警備局内の役職者はキャリアや準キャリア組であり、公安課も

課長以下すべて管理職や専門職も同様にキャリアや準キャリア組の指定席

とされている。また、公安課員は、キャリア官僚と一部の自衛隊やその他

省庁の出向組、及び日本中の警察官から選抜された有能な警察官で構成さ

れているという。 
公安部員の性質：公安部員は、一般的な警察官に比べると、外国の情報

部員に近い性質であり、その業務の特殊性から顔・体格・素性・素振など

を部外者に覚えられることを嫌うとされている。現職の警察官であっても、

公安部員と接触する機会はほとんどない。そのため、公安部員については、

同期の警察官であっても詳細な所属先や業務内容は不明とされている。 
 
 

                                                  
57 出典：警察庁・採用情報サイト・外事情報部

(http://www.npa.go.jp/saiyou/npa_html/about/shoukai/gaiji.html 
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(8) 情報本部 

 
項 目 内 容 

1 組織 情報本部 
2 任務 主に以下の情報を集約の上、総合的に処理・分析し、国際軍事情勢等防

衛省・各自衛隊全般を通じて必要となる戦略的な情報を作成することを基

本的業務としている。 
 独自に収集する情報(電波情報、画像情報等) 
 防衛省内部の情報本部以外の部署(陸上自衛隊中央情報隊、各自衛

隊の情報部隊)からの情報 
 外務省、警察庁、公安調査庁などの他省庁からの情報 
 友好国からの情報 
 一般公刊物などからの情報 

3 組織構成

と主な業

務58 

組織は、本部長、副本部長、情報官(4 名)、情報評価官及び情報保全官、

6 つの部(総務、計画、分析、統合情報、画像・地理及び電波)、並びに通信

所から構成されている。 
 情報官：情報本部の所掌事務のうち、重要事項に係るものを総括整

理する。 
 情報保全官：防衛省における情報保全の確保を図る見地から、情報

本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを統括整理する。 
 情報評価官：情報本部が実施する情報の収集整理について、その効

果的な実施を図る観点から行う評価に関する事務をつかさどる。 
 総務部：機密に関すること。秘密の保全に関すること。その他総務

の事務をつかさどる。 
 計画部：情報の収集整理に関する総合調整及び計画に関すること。

情報本部の所掌に係る情報の管理に関することなど。 
 分析部：情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関することな

ど。 
 統合情報部：外国の軍隊等の組織、編成、装備などの戦力組成の見

積りに関すること。緊急に処理を要する情報及び外国軍隊等の動態に

関する情報の集約に関すること。その他の情報の集約に関することな

ど。 
 画像・地理部：画像情報及び地理情報の収集整理に関することなど。

主な情報源は商業用の地球観測衛星による画像資料であり、分解能

                                                  
58 情報本部組織規則(平成 9 年 1 月 9 日総理府令第一号)による

(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000001.html) 
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1m 級の高分解能衛星画像を処理できる画像情報支援システムを運用

している。 
 電波部：電波情報の収集整理に関することなど。いわゆるシギント

(SIGINT)である。 
 通信所：全国に 6 箇所の通信所がある(東千歳(稚内及び根室分遣

班)、小舟渡、大井、美保、太刀洗、喜界島)。情報本部の 7 割の要員

が、電波部及び通信所の所属であるとされている。 
4 CI 機能 公刊資料を見る限り、情報保全官の所掌業務(情報保全)の他には、CI 機

能に係る業務はない。 
5 その他 情報本部の職員数は 2,392 名(平成 20 年度)であり、海外の軍事情報を主

に取り扱う日本 大の情報機関とされている。 
 
 

(9) 自衛隊情報保全隊 

 
項 目 内 容 

1 組織名称 自衛隊情報保全隊 
2 任務概要 自衛隊への諜報活動に関する情報の効率的な収集・集約・分析・共有を

可能とするとともに、CI に関する情報保全態勢の強化を図る。 
3 組織構成

と主な業

務 

防衛大臣の下に「防衛省カウンターインテリジェンス委員会」及び「自

衛隊情報保全隊」が設置されている。自衛隊情報保全隊は、中央部隊と地

域担当部隊(5 部隊)から構成される。 
 防衛省カウンターインテリジェンス委員会：自衛隊情報保全隊の運

用方針等の策定や CI に関する情報の集約・共有を行う。 
4 CI 機能 「情報保全」は「防諜(counterintelligence)」の和訳とされている。 

現時点で新編される自衛隊情報保全隊の CI 機能については公表されて

いない。下記は、自衛隊情報保全隊が設置されるまでの陸上、海上及び航

空自衛隊情報保全隊の任務であるが、概ね継承されるものと思われる。 
 自衛隊に対する外部からの働き掛け等から部隊等を保全するため

に必要な資料及び情報の収集整理等 
 職員と各国駐在武官等との接触状況(交流状況や職員に対する不自

然なアプローチの状況)に係る資料及び情報の収集整理等 
 部隊等の長による職員の身上把握の支援 
 省秘又は防衛秘密の関係職員の指定に当たって、当該職員が秘密の

取扱に相応しい職員であることの確認の支援 
 立入禁止場所への立入申請者に対する立入許可に当たって、秘密保
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全上支障がないことの確認支援 
 政府機関以外の者に対する省秘又は防衛秘密に属する物件等の製

作等の委託許可に当たって、秘密保全上支障がないことの確認の支援

 各種の自衛隊施設に係る施設保全業務の支援 
 施設等機関等の組織の健全性を保全する機能を強化するため、施設

等機関等の組織保全業務の支援 
5 その他 設立の経緯：自衛隊情報保全隊の前身は、各自衛隊に設置されていた調

査隊の廃止後新たに発足した各自衛隊の情報保全隊である。この情報保全

隊の引き金となったのが、防衛研修所勤務の 3 等海佐による在ロシア連邦

大使館付武官ビクトル・ボガチョンコフ海軍大佐への機密文書の漏えい事

件やその他の類似事件である。これらの事件の再発防止及び情報保全活動

の充実を図るためとして 2003 年 3 月 27 日に、陸海空の 3 自衛隊に情報保

全隊が設置されたのである。しかしながら、このような情報保全能力強化

の目的として設置されたにもかかわらず、2004 年以降のファイル共有ソフ

トを介した情報漏えい事件の多発に伴い、国内外からの防諜体制の不備が

指摘された。2006 年 3 月の統合幕僚部発足に伴い、防衛庁としての防諜体

制の強化を図るため、陸海空の情報保全隊を統合し、長官直轄の機関とし

て運用する構想(自衛隊情報保全隊)が浮上した。自衛隊情報保全隊と情報

本部の協同により、防衛省全体の情報収集(諜報)及び保全(防諜)能力を強化

する目的であるとされている。 
 
 

4.4.2 我が国及び防衛省に対する提言 

我が国は、改正外為法及び改正不正競争防止法の制定に伴い、それまでに比べると CI 対
策の面で一歩前進したと言える。しかしながら、この法律の効果的運用には、官民間のパ

ートナーシップが求められることは言うまでもない。法律には不正な情報収集の抑止効果

を期待することができるが、あえて情報収集を行う者には、法の目をかいくぐり不正とも

正当とも思える手段で情報収集を行う者、正当なビジネス取引手段を講じて情報収集を行

う者など、抜け道は多々ある。これらに対応するには、CI に係わる官民間のパートナーシ

ップが不可欠である。 
 
ところで、前項「4.4.1 我が国のカウンターインテリジェンス活動の現状」から明らかな

ように、我が国の CI 活動における官民間の接点は公安警察だけである。かつ、その活動内

容は官民間パートナーシップとは程遠いものである。 
 
このようなことから、ここでは「4.2.2.4 第 3 章（米政府の CI 活動）」の項で明らかにし
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た「冷戦崩壊後のインテリジェンス環境の変化に対応し、官民間のパートナーシップを大々

的に組み入れた米国の CI 活動戦略が、我が国が今後 CI 活動を促進する上で大いに役立つ

ものであるとの判断」に立脚するとともに、前項「4.3.2 防衛関連企業に対する推奨 CI 管

理策」のうち、主に「2 CI」に係わる管理策に焦点を当て、防衛関連企業における CI 活動

の効果的推進から見た、我が国及び防衛省の CI 活動について提言を行うものである。 
 

4.4.2.1 我が国に対する提言 
我が国に対する提言は、次のとおりである。 
 
(1) CI 活動に係わる年次国家戦略の策定・維持：外国のインテリジェンス情報収集活動

範囲が我が国のインテリジェンス・コミュニティだけを対象としたものから、民間に

も及んでいる現状を認識し、経済的優勢、企業機密及びノウハウを保護するため、民

間に対するCI意識向上及び外国のインテリジェンス脅威に係わる情報の共有を促進す

る。 
(2) 現カウンターインテリジェンス・センター機能の拡張：単なる CI コミュニティ内に

おける情報管理のチェックや情報の共有活動だけでなく、民間セクターに対する CI 活
動の支援機能を含めること。拡張されたセンター機能には、官民間の CI 活動に係わる

堅実なパートナーシップを構築するため、民間セクターに対する脅威情報の提供、CI
セミナーの開催、CI 要員の訓練、その他 CI 活動ガイダンスの提供を含めること。 

(3) CI 機関の機能拡充：上記(1)及び(2)並びに企業における CI 活動の促進に対応するた

め、現公安警察等 CI 機関の機能を拡充し、企業の CI 活動との連携を密にする窓口の

設置、企業への脅威情報の提供、企業における CI 対策支援や CI 要員の訓練支援など

を行う。 
(4) CI 機関外の各政府機関における CI 部門の機能拡充：上記(1)及び(2)並びに企業にお

ける CI 活動の促進に対応するため、現 CI 部門の機能を拡充し、民間の CI 活動に係わ

る支援を行う。 
(5) ベストプラクティスの開発：しかるべき研究機関に委託し、スパイを含むインサイ

ダー脅威に係わる研究を実施し、我が国のインテリジェンス機関及び企業の効果的な

CI 活動に資する推奨管理策を策定させる。 
 

4.4.2.2 防衛省に対する提言 
防衛省に対する提言は、次のとおりである。 
 
(1) 防衛関連企業を対象としたCI部門の設置：防衛関連企業のCI活動を支援するため、

新たに防衛関連企業 CI 部門を設置する。同 CI 部門の主な業務は次のとおりである。 
(ｱ) 防衛関連企業からの不審接触報告の調整・受理・評価・分析及び年次不審接触動
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向報告の作成・配付 
(ｲ) 防衛関連企業の CI 活動を支援するため、CI ベストプラクティスやガイダンス等

の作成・配付、CI 意識向上・訓練資料の作成・配付、講師派遣による防衛関連企

業での CI 意識向上・訓練の実施 
(2) 地方防衛局の保全部門の拡充：現保全専門官及び情報セキュリティ監査官に CI スキ

ルを付与し、次を実施させる。 
(ｱ) 防衛関連企業の CI 活動を支援する。 
(ｲ) 防衛関連企業の CI 活動に係わる監査を実施する。 
(ｳ) 防衛関連企業の不審接触報告の調整を行い、同報告を本部に送達する。 
(ｴ) 不審接触内容が CI 機関に係わるようなものであれば、CI 機関にも報告させる。 
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 a

おわりに 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上図は、我が国のカウンターインテリジェンス・センターが 2009 年 4 月 1 日の全面運用

に至るまでの、外国のインテリジェンス機関が係る主な情報流出事件、経済産業省が製造

関連企業を対象に行った技術情報流出アンケート調査及び法律改正の時期的な相互関係を

示したものである。 
 
民間企業におけるセンシティブ情報の流出事件 3 件(東芝子会社、ニコン及びデンソー)

は、氷山の一角であるとも言われている。それを証拠付けるのが、経済産業省が 2006 年

12 月にまとめた社外への技術情報流出アンケート調査結果である。19.3%の企業が「明ら

かに技術情報流出があったと思われる事象があった」、さらに、16.5%の企業が「技術情報

流出ではないかと思われる事象があった」と回答し、これらを合計すると約 38％の企業に

おいて何らかの技術情報流出があったことを示している。もちろん、これらの技術情報流

出のすべてに外国のインテリジェンス機関が関係しているわけではないが、その可能性は

極めて高いと言わざるを得ない。 
 
政府は、カウンターインテリジェンス推進会議を 2006 年 12 月に発足させ、翌 2007 年 8

月に「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」を発表した。この基本

方針に示された方針事項は、2009 年 4 月 1 日から全面的運用となっている。しかしながら、

この方針事項は、あくまでも、その目的を「国の重要な情報や職員等の保護を図ること」

としており、その対象は当然のことながら政府機関とその職員に限定されている。 
 

C I

法律

調査

事件

20092008200720062005

C I

法律

調査

事件

20092008200720062005

東芝子会社 デンソーニコン

（1985年：ｽﾊﾟｲ防止法（廃案）） 改正不正競争防止法

改正外為法

（一部施行）CI機能強化方針

CI推進会議

全部施行

内調（2000年：ﾎﾞｶﾞﾁｮﾝｺﾌ）

技術情報流出：38％

 



 b

では、民間企業に対するカウンターインテリジェンスの取り組みはどうしようとしてい

るのか？ これに関連し、2007 年 3 月 23 日の外務委員会議事録の中で、当時の内閣官房

副長官は次のように委員の質問に対して回答している。 
「まず、政府における各省庁、行政機関において、外国からの諜報活動について、これ

をどう防ぐかということについて、きちっとまずは対策をしていただきたいというふうに

考えております。その上に立って、さらに民間企業、特に安全保障に関係する民間企業に

ついても、政府の中できちっとした対応ができるようになった段階で、さらに拡大しなが

ら、民間企業でもどうできるかということについて研究していきたいと思っておりまして、

まずはこのカウンターインテリジェンス推進会議の中できちっと対応について考え、その

上でまた検討させていただきたいと思っております」 
 
世の中のインテリジェンス活動状況をどのように把握されてこのような対応を回答され

たのであろうか？ 現実の事件として、民間企業が外国のインテリジェンス機関の餌食に

されている事態を鑑みれば、明日からでも、すぐに取り組むべき施策が必要ではないのか。

それとも、改正外為法及び改正不正競争防止法の制定により、情報の流出に歯止めがかか

るとして安心しているのであろうか。法は常に万能ではなく、法の抜け道は、次から次へ

と絶えることがない。米国の取り組みの例に見るように、国家の安全保障及び経済安全保

障上極めて重要な民間企業の情報の流出は、簡単に法律だけで阻止することはできないの

である。 
 
現在、民間企業が独自にできることは、インサイダー脅威対策の強化である。企業の従

業員が外国のインテリジェンス機関にリクルートされつつある段階及びされた後の段階に

おいて、それらの行動を検知し、早期にエージェントの芽を摘み取ることが重要である。

企業は、このようなインサイダー脅威対策を講ずることによって、情報の流出を阻止又は

局限することができる。 
 
第 4 章で示した「防衛関連企業に対する推奨カウンターインテリジェンス管理策」は、

このようなインサイダー脅威に焦点を当てたものである。企業におけるリスクアセスメン

トの中で、現在の外国のインテリジェンス活動実態を多少なりとも自覚し、インサイダー

脅威対策の強化を行うことを推奨する。 
この推奨管理策は、外国のインテリジェンス機関が絡むものだけでなく、会社に不満を

抱く従業員、同業他社へ情報提供を行う従業員、自らの新規事業開拓のために情報を持ち

出す従業員などのインサイダー脅威対策にも効果がある。 
 
しかしながら、防衛的カウンターインテリジェンスの要とも言うべき不審な接触を仕掛

けてくる外国のインテリジェンス機関の諜報員に対処するには、インテリジェンス脅威情
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報の共有などを目的とした官民間のパートナーシップの構築が不可欠である。このことは、

米国における官民間パートナーシップの取り組みを参考にするまでもなく、明らかなこと

である。 
我が国の政府、なかでも公安警察及び防衛省にあっては、是非ともこの点を考慮し、官

民間パートナーシップの構築を行うべく、早急な検討と具体的な対策を講ずることを願う

ところである。 
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略号表 
 

A 
ACS Automated Case System 事件データベース検索シス

テム 
AFOSI Air Force Office of Special Investigation 空軍特別捜査局 
AI Attempted Intrusion 侵入の試み 

B 
BICS Background Investigation Contract Service 経歴調査委託サービス 

C 
C&A Certification and Accreditation 評価・承認 
CAN Computer Network Attack コンピュータ・ネットワーク

攻撃 
CD Compact Disk コンパクト･ディスク 
CDC Cleared Defense Contractor 施設保全適格証明書を持つ

防衛関連企業 
CE Counter Espionage カウンターエスピオナージ 
CERT Computer Emergency Response Team コンピュータ緊急対応セン

ター 
CI Counterintelligence カウンターインテリジェン

ス 
CI Confirmed Intrusion 侵入確認 
CIA Central Intelligence Agency 中央情報局 
CIP Critical Infrastructure Protection 重要インフラ防護 
CMD Computer Network Defense コンピュータ・ネットワーク

防衛 
CNE Computer Network Exploitation コンピュータ・ネットワーク

利用 
CNOPS Computer Network Operations コンピュータ・ネットワーク

作戦 
CO Case Officer ケース･オフィサー 
CSA Cognizant Security Agency 保全管轄局 
CT Counter Terrorism カウンターテロリズム 

D 
DHS Department of Homeland Security 国土安全保障省 
DIA Defense Intelligence Agency 国防情報局 



 ②

DISA Defense Information System Agency 国防情報システム庁 
DOJ Department Of Justice 司法省 
DSS Defense Security Service 国防保全局 
DSSCIO DSS Counterintelligence Office DSS カウンターインテリジ

ェンス･オフィス 
DSTL Developing Science and Technology List  開発科学技術リスト 
DoD Department of Defense 国防総省 
DoDI DoD Instruction 国防総省達 

E 
EAP Employee Assistance Program 従業員支援プログラム 
ECF Electronic Case File 電子事件ファイル 
EO Executive Order 大統領指令 

F 
FBI Federal Bureau of Investigation 連邦捜査局 
FINIT Financial Intelligence フィニント 
FSB Federal Security Service of the Russian 

Federation 
連邦保安庁 

G 
GIS Geographic Information System 地理情報システム 
GRU Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye ロシア連邦軍参謀本部情報

総局 
H 

HUMINT Human Intelligence ヒューミント 
I 

IA Information Assurance 情報保証 
ID Identification 識別 
IIR Intelligence Information Report インテリジェンス情報報告 
IIS Intelligence Information Service インテリジェンス情報サー

ビス 
IMINT Imagery Intelligence イミント 
IO Information Operation 情報作戦 
IP Internet Protocol インターネット通信規約 
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 

Standardization 
国際標準化機構 
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IT Information Technology 情報技術 
J 

JIS Japan Industrial Standard 日本工業規格 
K 
L 

LAN Local Area Network ローカル・エリア・ネットワ

ーク 
M 

MASINT Measurement and Signature Intelligence マシント 
N 

NCIX National Counter Intelligence Executive 国家カウンターインテリジ

ェンス行政部 
NGA National Geospatial-intelligence Agency 国家地球空間情報局 
NIPC National Infrastructure Protection Center 国家インフラ防護センター 
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 
NIST National Institute of Standard and 

Technology 
国家標準技術院 

NSA National Security Agency 国家安全保障局 
NSD National Security Division 国家安全保障部 

O 
ONCIX Office of NCIX NCIX オフィス 
OPM Office of Personnel Management 人事管理局 
OPSEC Operations Security 作戦行動セキュリティ 
OSINT Open Source Intelligence オシント 

P 
PC  Personal Computer パソコン 
PDD Presidential Decision Directive 大統領指示 
PSU Personnel Security Unit 人的セキュリティ課 

Q 
R 

R&D Research & Development  研究開発 
RFI Request for Information  情報提供依頼 

S 
SC Suspicious Contact 不審接触 
SCA Suspicious Cyber Activity 不審サイバー活動 



 ④

SCI Secret Compartmented Information シークレット・コンパートメ

ンテッド情報 
SCM Swiss Cheese Model スイスチーズ･モデル 
SCR Suspicious Contact Report 不審接触報告 
SDLC System Development Lifecycle システム開発ライフサイク

ル 
SDM System Dynamics Modeling システム・ダイナミクス・モ

デリング 
SI Special Investigator 特別捜査官 
SIGINT Signal Intelligence シギント 
SLA Service Level Agreement サービス品質保証契約 

T 
TECHINT Technical Intelligence テキント 
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