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発刊にあたって
急速に発展する IT 技術の進歩により、社会や生活のあり方が劇的に変化してきています。
情報の収集、蓄積、処理、通信、表現方法、そして、増加する情報の、組織としての利用
方法に多くの変化が起こっており、コンピュータ化された情報や通信技術の進歩だけでな
く、それらに関連する組織論やマネジメント論の革新に影響を与えようとしています。
進歩した情報通信システムは、正しく利用されれば、多くの活動の有効性を向上させる
ことができます。しかし、有効性の向上は、良い効果だけがあるわけではありません。新
しい技術の初期段階では、人々は有効性があることの方を強調し、社会システムに対する
潜在的な脆弱性を過小評価したり見過ごしたりする傾向があります。実際、このような情
報革命の中、国際社会では、我々の眼に触れることのない水面下で熾烈な活動が行われて
います。
情報や情報システム、ネットワーク等に対する脅威は、かつては、ハッカーが腕試しに
サーバーに侵入するといった愉快犯や自己顕示的な犯行が中心でした。しかし、最近では、
組織化された犯罪者等による「金銭目的」の攻撃、国家や非国家の実施者による「組織活
動の妨害」、「情報窃取」のような情報収集活動やテロ活動等が増加し、その手口はますま
す巧妙になってきています。
このような活動は、国家と社会の境界線、公共と民間の境界線、軍事と非軍事の境界線
が不鮮明化してきており、サイバー空間における国家としての安全保障が必要な時代に突
入しつつあります。
今年度の調査研究報告においては、第 1 章で最近のサイバー攻撃とその傾向、第２章で
は、国家又は社会間で行われる社会レベルの紛争である「ネット戦」と、軍が実施する「サ
イバー戦」の違いについて取り上げています。
また、第 3 章では、サイバー攻撃に対する各国の取り組み、第 4 章では、サイバー攻撃
に対する各国の取り組みのうち、
「サイバー防御力向上のための民間企業の防護支援」とい
う観点から「重要インフラ防護」としての取り組みを取り上げています。
最後に、各国及び我が国の重要インフラ防護への取り組みを踏まえ、第 5 章として、我
が国の防衛省及び企業等に対する提言を行います。
なお、第 6 章では、主に第 4 章で使用した情報を参考資料として整理しています。
本報告書が、防衛関係企業をはじめ防衛省・自衛隊における、情報セキュリティ技術の
育成及び保護についての対策や教育などにご活用いただければ幸いと存じます。

平成２４年２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
情報革命の進展は、コンピュータ化された情報や通信技術、また、それに関連する組織
論やマネジメント理論の革新に影響を及ぼしており、軍の戦争遂行方法にも影響を及ぼし
ている。国家又は社会間で行われる社会レベルの紛争である「ネット戦」と、軍が実施す
る「サイバー戦」の違いは、軍事と非軍事の境界線、公共と民間の境界線、国家と社会の
境界線の不鮮明化等によりグレーになってきている。
米国では、2009 年に米国サイバー軍（USCYBERCOM）が設立され、軍事面におけるサイバ
ー戦能力が増強されたが、民間企業のサイバー防衛をどうするかが問題とされている。具
体的には、国家として民間企業を切り離してサイバー戦を効果的に実施できるものなのか、
国家は民間企業の防衛をどのようにすべきかなどである。
本調査研究においては、国家間の物理的戦争に前後及び並行して実施される「ネット戦」
並びに「サイバー戦」を対象に、その間における軍や国家と企業の関係について考察する。

１ 最近のサイバー攻撃の事例
情報革命が進展する国際社会では、我々の眼に触れることのない水面下でし烈な活動が
行われている。本章では、これらの活動のうち、サイバー空間で行われているサイバー攻
撃に係る最近の事例、サイバー攻撃技術、サイバー攻撃の傾向について述べる。
１．１ 最近のサイバー攻撃
昨今、情報セキュリティを巡る脅威は、日々新しくなっており、サイバー攻撃等の手法
も高度化・複雑化してきている。最近では、ソニー（Sonny）、Google などの大企業、国際
通貨基金（International Monetary Fund、IMF）や中央情報局（Central Intelligence Agency、
CIA）といった公的機関や各国の政府関連機関など、様々な組織がサイバー攻撃の被害に遭
っている。経済産業省が実施したアンケート調査1によると、サイバー攻撃の一種である「標
的型攻撃」を受けた経験のある企業は、2007 年には 5.4%であったが、2011 年には 33%と
急増している。被害が表面化していないものも含めると、インターネットを利用している
多数の組織がサイバー攻撃の標的になっていると考えられる。
主なサイバー攻撃の例を表１－１に示す。

1

最近の動向を踏まえた情報セキュリティ対策の提示と徹底, 経済産業省,
http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110527004/20110527004.pdf
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（１／６）
年

標的

背景

2003 年 1 月

米国

－

内容
【スラマー（Slammer）
】

攻撃による被害等
発電所のサーバは、ファイアウォール

オハイオ州デービスベッセ（Davis Besse） で外部ネットワークと遮断されてい
原子力発電所でマイクロソフトの SQL サ

たが、ファイアウォール内部のネット

ーバを狙ったスラマー・ワームが VPN

ワークに接続した、発電所のコンサル

（Virtual Private Network）接続を介し

タント会社の端末が感染源となった。

て侵入・感染し、SCADA（Supervisory

感染したスラマー・ワームに対するパ

Control And Data Acquisition）システム ッチは、その時点で公開されていた
を約 5 時間にわたって停止させた。2

が、発電所のシステムには該当パッチ
があてられていなかった。これら 2 件

１－２

が重なったことで、大規模なシステム
停止につながった。
2003 年～

米国

－

【タイタン・レイン（Titan Rain）】

機密情報の漏洩被害はなかたっとさ

2003 年以降、米国防総省（Department of

れているが、中国を発信源とする、最

Defense、DoD）や連邦政府、防衛産業など、 も大規模なサイバー攻撃の一つとい
取り扱いに注意を要する情報を扱うコン

われている。

ピュータ・システムに対し一連の組織的な
攻撃が行われた。3

2

重要インフラの制御システムセキュリティと IT サービス継続に関する調査, IPA, 2009 年 3 月
http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/ics-sec/rep_main_fy20.pdf
3
The lesson of Titan Rain: Articulate the dangers of cyber attack to upper management, 14 December, 2005,
http://www.homelandsecuritynewswire.com/lesson-titan-rain-articulate-dangers-cyber-attack-upper-management
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（２／６）
年

標的

背景

内容

攻撃による被害等

2007 年 4 月

エストニア

「ブロンズの夜（Bronze

エストニアが DDoS 攻撃による大規模なサ

金融機関のオンライン取引、新聞社の

（Estonia）

Night）4」の事件の後

イバー攻撃を受けて、
「IT 立国」を支えて

Web サイト、政府の電子サービス等が

いた Web サイトなどが軒並み機能停止し

利用不可となった。この攻撃は、ロシ

た。5

アの関与が疑われたが、ロシア政府は
関与を否定している。

2007 年 9 月

イスラエル（Israel）軍

イスラエル軍がシリアを攻撃する間、シリ

イスラエル軍がシリアを攻撃する間、

（Syria）

が、シリアに北朝鮮が建

ア軍の防空網のレーダー画面には平常時

シリア軍の防御が無力化され、イスラ

造中だった大量破壊兵

の映像が流されたため、シリアの迎撃戦闘 エル軍の通常攻撃が容易に実施され

器に関連すると推測さ

機はスクランブル発進ができなかった。6

た。

１－３

シリア

れる施設を破壊する際
2008 年 7 月

グルジア

元ソ連共和国のグルジ

ロシア軍がグルジアを攻撃中に、ロシア国

グルジア国内の銀行業務、新聞社の

（Georgia）

アとロシアが南オセチ

内のコンピューターからグルジア政府の

Web サイト、クレジットカード、携帯

ア地方をめぐって争っ

Web サイトに DDoS 攻撃による大規模なサ

電話等のシステムが一時機能停止し

た際

イバー攻撃が行われた。7

た。ロシア政府は、サイバー攻撃に関
する関与を否定している。

4

Bronze Night, http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Night
2007 cyberattacks on Estonia, http://en.wikipedia.org/wiki/2007_cyberattacks_on_Estonia
6
Israel suspected of 'hacking' Syrian air defences, The A Register, 4th October 2007,
http://www.theregister.co.uk/2007/10/04/radar_hack_raid/
7
ロシア国内からグルジアへのサイバー攻撃を確認、米企業, AFPBB News, 2008 年 08 月 14 日,
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2506265/3215193
5
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（３／６）
年

標的

背景

2008 年 11 月

米国

－

内容

攻撃による被害等

非機密情報を扱う NIPRNET

米国の軍事機密が、他国のサーバに転

（Non-Classified Internet Protocol

送された。SIPRNET は、インターネッ

Router Network）に侵入したロシア生まれ

トへの接続が想定されていなかった

のスパイウェアが、USB を介して機密情報 ため、ファイアウォールやセキュリテ
を扱う SIPRNET
（Secret Internet Protocol

ィ対策ソフトウェアが搭載されてお

Router Network）につながる機密扱いのコ らず、多数の機密レベルのコンピュー
ンピュータに挿入した。8

タが感染した。

１－４

発信源は、ロシアと推定されている。
2009 年 4 月

米国

－

米国防総省（DoD）のコンピュータがサイ

米国防総省（DoD）によると、ハッカ

バー攻撃を受け、開発中の次世代高性能戦

ーは最高機密の情報にはアクセスで

闘機 F35 に関する設計情報などが流出し

きていないということであるが、次世

た。9

代高性能戦闘機 F35 に関する設計情報
などが大量に流出した。
発信源は、中国と推定され、戦闘機の
開発を請け負っている複数の会社の
ネットワークから侵入したと推定さ
れている。

8

Pentagon computer networks attacked, Los Angeles Times, November 28, 2008,
http://articles.latimes.com/2008/nov/28/nation/na-cyberattack28
9
Reports of Cyberthefts From F-35 Program, Defense Industry Daly, Apr 22, 2009,
http://www.defenseindustrydaily.com/Reports-of-Cyberthefts-From-F-35-Program-05392/
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（４／６）
年

標的

背景

内容

攻撃による被害等

2009 年 7 月

米国、韓国

米国独立記念日（７月４

【ガンブラー（Gumblar）
】

日）

ガンブラーと呼ばれるコンピュータ・ウイ サイト等が一時的に接続不能となっ

米国のサイバー戦用の

ルスによる Web サイト改ざん攻撃、米国及

た。

演習「サイバー・ストー

び韓国の政府機関等の Web サイトが DDoS

発信源は、北朝鮮と推定されている。

ム」再開の発表及び韓国

攻撃を受けた。これらの攻撃は、北朝鮮の

攻撃を受けた韓国の政府機関等の Web

の「サイバー・ストーム」 短射程ミサイルの発射（７基）と同時に行
演習への参加表明
2009 年 10 月

韓国

－

われた。10

１－５

化学物質事故対応情報システム

韓国の有害化学物質の貯蔵方法と貯

（Chemicals Accident Response

蔵場所に関する情報が漏えいした。

Information System、CARIS）
」が不正侵入

発信源は、北朝鮮と推定されている。

を受け、有害化学物質に関する情報など約
2000 件の国家機密が流出した。11
2009 年 11 月

世界の石油、

－

【ナイト･ドラゴン（Night Dragon）
】

石油田やガス田の事業や入札に関す

エネルギー、

世界の石油、エネルギー、製薬会社を狙っ る機密性の高いプロジェクト情報や

製薬会社

た、組織化された標的型サイバー攻撃が行 ファイナンス情報を窃取された可能
われた。12

性がある。
発信源は、中国と推定されている。

10

July 2009 cyber attacks, http://en.wikipedia.org/wiki/July_2009_cyber_attacks
Classified Info on Dangerous Chemicals Hacked, The Korea Times, 10-17-2009 ,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/10/113_53708.html
12
世界のエネルギー産業を狙うサイバー攻撃:“Night Dragon”, McAfee 他, 2011 年 2 月 10,
http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/1103_Night_Dragon.pdf
11
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（５／６）
年

標的

2010 年

イラク

2010 年 1 月

１－６

2010 年 7 月

内容

攻撃による被害等

米国が、通常兵器での攻撃を仕掛ける前

電子メールやインターネット・メディ

に、イラクの国防ネットワークに侵入し

アを通じたプロパガンダが、従来のビ

て、電子メール・システムを使って、戦闘

ラまきの代わりに、敵をかく乱して士

を放棄するよう、心理作戦を展開した。13

気を低下させた。

【オーロラ攻撃（Operation Aurora）
】

企業の知的財産（Google 社の場合は

じめ 30 に及

Internet Explorer の脆弱性を狙う攻撃に

Gmail アカウントやソースコード）を

ぶ企業

よって Google をはじめ 30 に及ぶ企業の

窃取された可能性がある。

Web サイトが攻撃対象とされた。14

発信源は、中国と推定されている。

【スタックスネット（Stuxnet）
】

イランでは、遠心分離機が稼働不能に

核関連シス

イランの原子力発電所などで、SCADA シス

陥った。

テム

テムを標的としたウイルス（スタックスネ スタックスネットの開発にはイスラ

Google をは

イラン等の

背景
イラク戦争時

－

－

ット）が発見された。15
2010 年 9 月

13

エルと米国の関与が疑われている。16

日本政府機

尖閣諸島沖で中国の漁

中国のインターネット・ユーザから日本政 日本政府機関の一部のサイトがアク

関の Web サイ

船と海上保安庁の巡視

府機関サイトへの DDoS 攻撃が行われた。17

ト

船が衝突した問題

セス不能、あるいはアクセスしづらい
状態となった。

Richard A. Clark and Robert K. Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, HarperCollins, May 2010.

Operation “Aurora” Hit Google, Others, January 14, 2010, AcAfee,
http://siblog.mcafee.com/cto/operation-%E2%80%9Caurora%E2%80%9D-hit-google-others/
14
15

『新しいタイプの攻撃』に関するレポート, IPA 情報処理推進機構, http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/101217report.pdf
Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay, The New York Times, January 15, 2011 ,
http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html?pagewanted=all
17
最近のサイバー攻撃の実情, サイバーディフェンス研究所, 2011 年 12 月, http://www.jst.go.jp/pr/img/sjsympo2011/presentation_nawa.pdf
16
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表１－１ 主なサイバー攻撃の例（６／６）
年

標的

背景

内容

攻撃による被害等

2011 年 7 月

国連など、日

－

【 オ ペ レ ーシ ョ ン ・シャ デ ィ ・ ラッ ト

国連、
フォーチュン 100 の多国籍企業、

本を含む 14

（Operation Shady RAT）
】

小規模の非営利シンクタンク、オリン

の国と地域

日本を含む 14 の国と地域で、70 余の政府

ピックのナショナルチーム、コンピュ

機関・企業の情報が抜き取られた。18

ータ・セキュリティ会社も被害を受け
たとされている。

2011 年 9 月

日本の防衛
産業

－

標的型攻撃により三菱重工業本社及び製

情報流出は、未確認とのことだが、犯

造・研究所拠点の約 80 台のサーバ等がウ 人が用意した外部のサーバーに接続
イルスに感染し、犯人が用意した外部のサ
19

ーバーに接続した可能性がある。

していることから、何らかの情報流出
は起きていると思われる。

１－７

発信源は、中国と推定されている。

18

世界 14 カ国、72 組織をターゲットにした Operation Shady RAT, McAfee, 2011/08/09,
http://www.mcafee.com/japan/security/mcafee_labs/blog/content.asp?id=1275
19
三菱重工サイバー攻撃と標的型メール, 読売新聞, 2011 年 9 月 22 日,
http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20110922-OYT8T00985.htm
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１．２ サイバー攻撃技術
インターネットの普及によって提供される地球規模の相互接続性によって、サイバー攻
撃は、匿名性を維持したまま、容易に国境を越え、同時多数の目標を攻撃することが可能
になった。
表１－１で述べたサイバー攻撃は、犯罪組織、ハッカー、テロリスト等のサイバー・セ
キュリティ脅威から発せられている。これらのサイバー・セキュリティ脅威は、意図的に
特定のサイバー資産に対して、又は特定の目標なしに、インターネット経由で、ウイルス、
ワーム、マルウェア等を用いて、コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク、組織の作
戦任務、産業、又はインターネットそのものに悪影響を及ぼす、多様なサイバー攻撃を実
施する。
2010 年 8 月の会計検査院（Government Accountability Office、GAO）の報告20を参考に、
主なサイバー・セキュリティ脅威を表１－２、サイバー攻撃のタイプを表１－３に示す。
表１－２ 主なサイバー・セキュリティ脅威（１／２）
脅威
ボットネット操作者
(Bot-network
operators)

犯罪組織
(Criminal groups)

ハッカー
(Hackers)

概要
ネットワーク又は乗っ取られて遠隔操作されるボットネットを利用
してフィッシング、スパム、マルウェア攻撃等を計画・実行する、
ボットネット操作者。これらのサービスは、サービス不能攻撃、ス
パム攻撃、フィッシングの購入等の地下組織のマーケットを構成す
る場合がある。
金銭窃取のために攻撃システムを使用する犯罪組織
とりわけ、組織的な犯罪グループが、ID 窃取やオンライン詐欺を実
施するために、スパム、フィッシング、スパイウェア/マルウェアを
使用する。国際的な企業スパイや犯罪組織も、企業スパイや大規模
な金銭窃取、ハッカーの雇用や育成を行う点で、大きな脅威である。
ハッカーは、スリル、ハッカー仲間への自慢、報復、ストーカー行
為、金銭窃取、その他の理由でネットワークに侵入する。かつては
かなりの技術やコンピュータ知識が必要であったが、今は、攻撃ス
クリプトやプロトコルをインターネットから容易にダウンロードで
き、標的となるサイトを攻撃できるため、認可されないアクセスが
増えている。
また、攻撃ツールがより洗練されてきたため、使用方法も、より
容易になってきている。中央情報局（CIA）によれば、ハッカーの大
部分は、重要な米国のネットワークのような複雑な目標を脅かすた
めに必要な能力は持っていない。それにもかかわらず、世界中のハ
ッカー人口が、短時間だが深刻な被害を引き起こす脅威の可能性は
比較的高い。

20

“Cyberspace: United States Faces Challenges in Addressing Global Cybersecurity and
Governance.”, GAO-10-606, http://www.gao.gov/products/GAO-10-606
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表１－２ 主なサイバー・セキュリティ脅威（２／２）
脅威
インサイダー
(Insiders)

国家
(Nations)

フィッシング実施者
(Phishers)

スパマー
(Spammers)

スパイウェア/マル
ウェアの作成者
(Spyware/malware
authors)

テロリスト
(Terrorists)

概要
コンピュータ犯罪の主要原因は、組織に不満を持つインサイダーで
ある。インサイダーは、標的とするコンピュータに関する知識を持
っているため、システムに被害を及ぼしたり、システムのデータを
窃取したりするために必要な管理者権限を入手することが可能な場
合が多く、侵入にそれほど多くの情報を必要としない。インサイダ
ーの脅威には、悪意はなく、誤ってマルウェアをシステム内に入れ
てしまう従業員のような、組織によって雇用されている契約者も含
まれる。
国家は、情報収集やスパイ活動の一環としてサイバー・ツールを利
用する。更に、情報戦のドクトリン、計画、能力を積極的に開発す
るために活動している国家もある。そのような能力があれば、軍の
能力を支援しているサプライチェーン、通信、経済等のインフラを
破壊することで、単一国家が、米国市民の日々の生活に影響を及ぼ
す、重大で深刻な影響を与えることができる。
金銭的な窃取を目的として ID や情報を盗むためにフィッシング詐欺
を行う個人又は小グループ
フィッシャーは、目的達成のためにスパムやスパイウェア/マルウェ
アを使用する場合がある。
物品の販売、フィッシング、スパイウェア/マルウェアの配布、組織
の攻撃（サービス不能攻撃等）を目的として、受信者の意向を無視
して無差別に送信される、隠れた又は不正な情報が含まれた電子メ
ールを送る個人若しくは組織
スパイウェアやマルウェアを製造・配布することで、ユーザに対し
て悪意のある攻撃を実施する個人又は組織
メリッサ（Melissa）、Worm.Explore.Zip、チェルノブイリ
（Chernobyl）、ニムダ（Nimda）、コードレッド（Code Red）、ス
ラマー（Slammer）、ブラスター（Blaster）等の破壊的なコンピュ
ータ・ウイルス/ワームは、ファイルやハード・ディスク・ドライブ
を破壊する。
テロリストは、国家安全保障を脅かし、大勢に被害を与え、国家の
経済を弱め、公共のモラルや信頼に被害を与えるために、重要イン
フラを破壊、無能化、窃取しようとする。テロリストは、資金の調
達、取扱いに注意を要する情報の収集のために、フィッシングやス
パイウェア/マルウェアを利用する場合がある。

情報源：国家情報長官室（Office of the Director of National Intelligence、ODNI）、司法省
（Department of Justice、DoJ）
、中央情報局（CIA）
、コンピュータ緊急対応チーム・コ
ーディネーション・センター（Computer Emergency Response Teams Coordination Center、
CERT/CC）等からの情報に基づく会計検査院（GAO）の分析結果
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表１－３ サイバー攻撃のタイプ（１／２）
脅威
サービス不能攻撃
(Denial of service)
分散型サービス不能攻
撃
(Distributed denial
of service)
窃取ツール
(Exploit tools)
論理爆弾
(Logic bombs)

フィッシング
(Phishing)
スニファ
(Sniffer)
トロイの木馬
(Trojan horse)
ウイルス
(Virus)

ヴィッシング
(Vishing)

概要
単一の発信元から、相手のコンピュータやルータなどに不正なデ
ータを送信して使用不能に陥らせたり、トラフィックを増大させ
て相手のネットワークを麻痺させる攻撃
サービス不能攻撃の派生
ネットワーク上の複数のコンピュータから、標的となるサーバー
等に対して一斉に大量の通信を行い、サーバーを高負荷状態に追
い込むことで、サービスを利用不能にする攻撃
標的システムの脆弱性を発見したり、侵入したりするための、多
様なレベルの侵入者が使用することができる、公共で入手可能で、
洗練されたツール
あらかじめプログラムコードの中に仕組まれており、プログラマ
の雇用終了等の特定のイベントをトリガ（引き金）としてコンピ
ュータの破壊活動を実行するプログラム
論理爆弾は、トリガとなる特定のイベントの発生や時間の到来ま
ではコンピュータ内に潜伏している。コンピュータ・ウイルスの
ように感染する能力は持たないが、コンピュータを動作不能にす
る破壊活動を行うという特徴がある。
金融機関などからの正規のメールや Web サイトを装い、暗証番号
やクレジットカード番号などを詐取する詐欺
パケットのスニファと同義
暗号化されていないパスワード等の目的とする情報を入手するた
めにパケット上を流れるデータを傍受し、調査するプログラム
有害なコードが隠されたコンピュータ・プログラム
トロイの木馬は、ユーザが実行したくなるような有用なプログラ
ムのふりをする場合が多い。
コンピュータファイルに影響を与えるプログラム 通常、実行形
式のプログラムで、感染先のファイルの一部を書き変えて自分の
コピーを追加し（感染）する。これらのコピーは、感染したファ
イルがメモリにロードされた際に実行され、ウイルスが他のファ
イルに感染する。コンピュータ・ワームと異なり、ウイルスは、
増殖に人の手（大抵は無意識に。）を要する。
VoIP システムを悪用したフィッシング詐欺
「フィッシング」と手口は同じであるが、電話を使った、主に高
齢者を対象にした犯行である。犯人が準備した無料通話の番号に
電話をかけるよう指示する E メールが届き、それ電話をかけると
犯人の PBX システム（Private Branch eXchange、交換機）につな
がり、銀行の口座番号や郵便番号など身元を明らかにする情報を
尋ねられ、PBX は会話をその録音してから通話を切る。あるいは、
犯人が準備した番号に電話をかけると、PBX は本物のカスタマ
ー・サービスの電話番号に中継し、通話内容を全て録音する。
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表１－３ サイバー攻撃のタイプ（２／２）
脅威
ウァードライビング
(War driving)
ワーム
(Worm)

ゼロデイ攻撃
(Zero-day exploit)

概要
企業内の無線 LAN のアクセスポイントを求めて、ラップトップコ
ンピュータ、アンテナ、ワイヤレスネットワーク・アダプタを用
いてオフィス街などを車で移動するクラッキングの手口
一つのシステムからネットワークを介した他のシステムに自身を
コピーして増殖する独立したコンピュータ・プログラム
コンピュータ・ウイルスと異なり、ワームは感染に人の手を要し
ない。
脆弱性が一般に知れ渡り、脆弱性に対する修正パッチ等が提供さ
れる前のセキュリティ脆弱性を狙うサイバー脅威

情報源：会計検査院(GAO)及び企業レポートに基づく会計検査院(GAO)の分析結果

表１－３で述べたサイバー攻撃のタイプのうち、主な攻撃技術として DDoS 攻撃、標的型
攻撃及び APT 攻撃について述べる。
１．２．１ DDoS 攻撃
(1) 概要
DDoS 攻撃とは、Distributed Denial of Service attack（分散型サービス拒否攻撃）
の略称で、複数のコンピュータからサーバ等へ大量のパケットを送りつけ、サーバのキ
ャッシュメモリやポートを接続不可能に陥れる攻撃手段である。2000 年 2 月 Yahoo や
Amazon などの米国の大手 Web サイトが被害に遭い、注目を集めた攻撃手法である。
この攻撃は、主にセキュリティの対策が行われていない多数の Web サーバ等を踏み台
にハッキングツールを仕込み、一斉に一つのサイトを攻撃する。手法としては、ソフト
ウェアやプロトコルの不具合を狙う攻撃とサーバに過剰な負荷をかける攻撃に分けられ
る。特に後者の場合、一般の不正アクセスと異なり送信されてくるパケットが不正には
見えないので、根本的な解決手段はない。

(2) DDoS 攻撃の事例
近年の DDoS 攻撃の攻撃事例について次に述べる。
ア 米国のサイバー戦用の演習「サイバー・ストーム」21に関連したサイバー攻撃
2009 年 7 月 7 日から 9 日にかけて、米国と韓国の主要な政府機関や企業を標的にし
た大規模な DDoS 攻撃が行われた。ある Web サイトではピーク時に 40 万の IP アドレス
から 100GBps を超える大規模なトラフィックが発生していた。この攻撃によって、韓
国では、数日間にわたり政府機関や銀行、メディアのサイトをはじめ、複数のサイト
がアクセス不能、あるいはアクセスしづらい状態となった。
21

「サイバー・ストーム」の詳細は 6.3 節参照
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なお、米国の主要な政府機関や企業は、Akamai 社の CDN（Contents Delivery Network：
ファイルサイズの大きいデジタルコンテンツをネットワーク経由で配信するために最
適化されたネットワーク ）サービスを利用していた。通常のインターネットでのトラ
フィック量の多い映像／音声コンテンツの配信と同様に、 DDoS 攻撃のトラフィックを
分散させることができたために、米国は、この DDoS 攻撃を耐えしのぐことができた 。
イ 尖閣諸島問題に関連して実施されたサイバー攻撃
2010 年 9 月には尖閣諸島での漁船の衝突問題に関連して、中国のインターネット・
ユーザから日本政府機関サイトへの DDoS 攻撃が行われ一部のサイトがアクセス不能、
あるいはアクセスしづらい状態となった22。この攻撃は、2010 年 9 月に尖閣諸島沖で中
国の漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した問題（尖閣諸島問題）を発端にして、中国
最大組織のハッカー組織が 9 月 18 日に日本に対するサイバー攻撃を実施する予告があ
り、多くの中国のインターネット・ユーザがこれに賛同したものである。また、この
攻撃の際には、DDoS 攻撃と並行して小規模な Web サイトの改ざん攻撃も行われた。

(3) DDoS 攻撃の特徴
代表的な DDoS 攻撃は、次のような流れで攻撃が行われる23。
DDoS 攻撃を実行するための下準備として、攻撃者はあらかじめ多数の PC に侵入し、ト
ロイの木馬型のプログラムを埋め込む。トロイの木馬を埋め込まれた DDoS 攻撃の踏み台
となる PC 群、あるいは埋め込まれたプログラムはゾンビ（Zombie）と呼ばれる。ゾンビ
は、マスター（master）あるいはコントローラ（controller）と呼ばれる真の攻撃者が
利用しているホストからの命令を待ち受ける。そして、多数のゾンビを作り出すことに
成功した攻撃者は、ゾンビに対して標的サイトに対して一斉にアクセスを開始すること
を指示する。ゾンビは、文字どおり侵入した PC から起動し、標的サイトへ接続を開始す
る。こうして多数の PC からの接続が行われた場合、標的サイトのネットワークのトラフ
ィック許容量をオーバーし、その間一般利用者は標的サイトへの接続が一切不可能にな
る。
2009 年 7 月の DDoS 攻撃も、大規模なボットネット（ボットと呼ばれるコンピュータ・
ウイルスに感染し乗っ取られたパソコン等で構成されたネットワーク）から指定した時
間に特定の Web サイトを自動的に攻撃したものである。この攻撃で悪用されたボットに
感染したパソコンの台数は、13 万から 40 万台といわれている。
分析の結果、今回、ボットに感染し悪用された多くのパソコンは、韓国内のパソコン
22

尖閣めぐるサイバー攻撃、発信元の 9 割が中国 警察庁が ICPO を通じて捜査協力要請,産経ニ
ュース,
2011/7/7,http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110707/crm11070711280009-n1.htm
23
再確認、
「ボット」って何だ？ 何がコワイの？,
2006/12/19,http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0612/19/news002.html
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であり、その感染した原因は、韓国のファイル共有サービスが提供する専用のソフトウ
ェアが改ざんされたことによるものであった。この改ざんされたソフトウェアは、ファ
イル共有サービスの Web サイトで公開されているものであったため、利用者は疑うこと
なくインストールし自身のパソコンがボットに感染した。また、警察庁の調べでは、日
本国内においてもボットに感染したパソコンに攻撃指令を出すサーバ（指令サーバ）8 台
が存在することが分かった。
次にボットネットの動作の概要について次に述べる。ボットネットの概念を図１－１
に示す。

Ｃ＆Ｃ（中継機構）
自己増殖機能

制御チャンネル

スパムメールの
発信

指令の実行
ハーダー（指令者）

秘

情報漏洩
指令の送信
感染コンピュータ
DDoS攻撃

図１－１ ボットネットの概念
ボットに感染したコンピュータは、まず C＆C（Command and Control）と呼ばれるサー
バに接続する。C＆C サーバとは、感染したコンピュータへの指令を中継する役割で、指
令塔の役割を果たす。多数のボットは、ハーダー（herder）又はマスターと呼ばれるボ
ットネットの指令者（管理者）によってコントロールされる。
ハーダーの指令は、C＆C サーバを介して、ボット感染コンピュータへ到達する。この
C＆C サーバとの通信には、IRC（Internet Relay Chat）プロトコルが使用されることが
多い。IRC は、複数の相手とリアルタイムでチャットするためのプロトコルであるが、そ
の同報性がボットへの指令伝達に適していため使用されたと思われる。ただし、必ずし
も IRC を利用する必要はなく、P2P プロトコルや HTTP を利用するボットネットも確認さ
れている。
指令を受け取ったボットは、その内容によってスパムメールの送信やほかのコンピュ
ータ・サーバへの DDoS 攻撃の実行、あるいはボット感染コンピュータ内の個人情報の取
り出しなど、あらゆる悪意のある活動を行う。
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このようにボットネットは階層構造となっており、指令者の手足となるのがボットに
感染したコンピュータである。よって、ボットに感染することは、利用者自身の情報漏
えいのリスクだけでなく、気づかぬうちにスパムメールの送信やフィッシング詐欺など
のネット犯罪を助長するシステムの一部として取り込まれるおそれがある。
こうしたボットネットを悪用した攻撃は、攻撃者が直接対象に攻撃を仕掛けるわけで
はなく、ボットネットを構成する複数のパソコンに攻撃の指令を出し、指令を受けたパ
ソコンから攻撃が行われるため、実際の攻撃者の特定は困難を極めることが多い。また、
ボットネットからの攻撃のアクセスは通常の Web アクセスと変わらないものであること
が多いため、そのアクセスが通常の Web アクセスであるのか、それとも攻撃であるのか
判断しづらいため、攻撃者の追及を難しくしている。
また、アンダーブランドの市場では構築済みのボットネットを有料で提供したり、DDoS
攻撃の請負サービスなどのボットネットを利用したビジネスが行われていることが一部
報道されている。これにより、ボットネットを構築する技術力がなくとも、お金さえ払
えば、ボットネットを活用した DDoS 攻撃が行える環境が構築されているといえる。
１．２．２ 標的型攻撃
(1) 概要
特定の組織や企業のユーザを標的として、組織や企業の機密情報を詐取等することを
目的としたサイバー攻撃である。標的型攻撃には様々な手法があるが、最も普及してい
る手法としては、標的とした企業の社員に対して、関係者や別の社員を装ってフィッシ
ングメール（偽装メール）を送信し、そのメールの添付ファイルに機密情報を窃取する
ためのウイルス等の不正プログラムを密かに埋め込む手法である。攻撃者は、攻撃の成
功率を高めるため、何らかの方法で社内情報を収集しておき、メールに実在する社員の
名前を記載するなどの相手を信じ込ませる工夫（ソーシャル・エンジニアリング）を行
っている24。
また、攻撃者がソーシャル・エンジニアリングによらずに攻撃対象の標的の使用して
いる情報システム中の OS 等のセキュリティ上の脆弱性を直接突く攻撃手法もある。

(2) 標的型攻撃の事例
標的型攻撃の攻撃事例について次に述べる。
ア オペレーション・シャディ・ラット
2011 年 7 月に行われた世界各国の大手企業や政府機関など 70 以上の組織を狙った
大規模な標的型攻撃「オペレーション・シャディ・ラット」は標的型攻撃が使用され
24「標的型攻撃」に備える－サイバー攻撃：標的型攻撃とは、APT

http://www.symantec.com/ja/jp/theme.jsp?themeid=apt_insight
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とは,Symantec,

た。この攻撃では、少なくとも 5 年にわたり、国家機密、ソフトウェアのソースコー
ド、電子メール等の利用価値の高いあらゆる種類の知的財産などを奪取する目的で、
攻撃対象となった組織・企業のコンピュータを狙う組織的な攻撃が実施された。
イ 防衛関連企業を標的にしたサイバー攻撃
2011 年 9 月に日本の防衛関連企業（三菱重工業）が、社内の情報システムが広範囲
に渡ってウイルスに感染していたことが判明したサイバー攻撃も標的型攻撃が使用さ
れた25。感染を確認したのは本社のほか工場、研究所など国内 11 拠点にあるサーバー
約 80 台と社員が使用していたパソコンであった。感染したウイルスは 8 種類で、コン
ピュータのデータや利用者の情報を収集するものもあった。これらのウイルスにより
戦闘機開発や原発に関する社内資料や社内情報システムに関する情報等が流出した可
能性があった。
１．２．３ APT 攻撃
(1) 概要
APT(Advanced Persistent Threat)攻撃とは、標的型攻撃の手法の一つで、特定の組織
や個人を標的に、複数の攻撃手法を組み合わせ執拗かつ継続的に攻撃を行う手段で、2010
年春頃から海外で注目を集めはじめた。
独立行政法人情報処理推進機構(Information-Technology Plomotion Agency、以下「IPA
情報処理推進機構」という。)は、APT について「脆弱性を悪用し、複数の既存攻撃を組
み合わせ、ソーシャルエンジニアリングにより特定企業や個人を狙い、対応が難しく執
拗な攻撃」と定義し、システムへの潜入等の「共通攻撃手法」と、情報窃取等の目標に
応じた「個別攻撃手法」の 2 種類の手法で構成されると分析している。
「共通攻撃手法」と「個別攻撃手法」の攻撃手順を以下に示す。
ア 共通攻撃手法
(ｱ) ソーシャル・エンジニアリングを活用した標的型メール等のインターネットや USB
メモリ等の外部メディアを経由して情報システムをウイルス感染させる。その際、
ゼロデイを含めた複数の脆弱性を利用しており、従来のウイルス対策で防御しづら
いのが特徴である。
(ｲ) システムの脆弱性を利用することによる情報システム環境内部でウイルスを拡散
させる。
(ｳ) 侵入したシステム内にバックドアを仕掛け、外部の指令サーバ(C&C サーバ)と通信
することにより、ウイルスの増強や新たなウイルスのダウンロードの実行を行う。
また、最終攻撃の前段として、特定システムに特化した攻撃に必要なプログラムを
25

http://d.hatena.ne.jp/Kango/20110919/1316393705
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ダウンロードする場合もある。
イ 個別攻撃手法
(ｱ) 制御装置をコントロールする制御システムや組織の機密情報を管理する情報シス
テムを対象に侵入する。
(ｲ) 制御システムの管理下になる装置や情報システムに対する攻撃を実施し、情報窃取
やシステムの破壊活動を行う。
IPA 情報処理推進機構は、このように「共通攻撃手法」と「個別攻撃手法」を組み合わ
せた攻撃を「新しいタイプの攻撃」と名称付けている26。「新しいタイプの攻撃」は、ロ
ケットに例えて、図１－２のように特定のシステムへの攻撃に特化したペイロード部（個
別攻撃）と特定のシステムに侵入するための共通仕様部分のランチャー部(共通攻撃)に
分けることができる。一連の攻撃の流れで考えると、ペイロード部とランチャー部から
なるロケットが、システムに侵入し、ペイロード部で特定のシステムに攻撃を加える。
すなわち、実際に目的を達成するためのペイロード部を積んだロケットが目的地に向け
て発射される形となる。

図１－２ 「新しいタイプの攻撃」のイメージ

(2) APT 攻撃の事例
APT 攻撃の主要な攻撃例として、オーロラ攻撃とスタックスネットについて述べる。
ア オーロラ攻撃（Operation Aurora）
(ｱ) オーロラ攻撃の概要
オーロラ攻撃とは、2010 年 1 月前後に、複数の米国企業ターゲットにした APT 攻
26

『新しいタイプの攻撃』に関するレポート, IPA 情報処理推進機構,
http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/101217report.pdf
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撃である。Internet Explorer の未知の脆弱性を悪用することで、対象の PC などに
侵入する。侵入に成功すると PC などをトロイの木馬に感染させ、バックドアをイン
ストールし、リモートアクセスを可能とすることで、攻撃者が組織の機密情報の窃
取等を行う。オーロラ攻撃は、中国政府が主導した攻撃ともいわれており、米大手
検索会社 Google が中国から撤退した原因も本攻撃だといわれている。
Google は、2009 年 12 月に同社が中国から受けたオーロラ攻撃において、中国の
人権活動家の電子メールが標的にされたと公表している。 米国議会の諮問機関の年
次報告書では、この攻撃は米国の金融、技術、メディア、化学等 33 以上の企業の保
有の知的財産を対象とした大規模なサイバー攻撃の一環だとしている。
(ｲ) オーロラ攻撃の特徴
オーロラ攻撃では多くの攻撃手順が使用されており、ユーザ側からは見えない状
態で全てが瞬時に行われた。米コンピュータ・セキュリティ企業 McAfee の分析によ
ると以下に示すように、オーロラ攻撃では、悪意ある行動について、目に見える兆
候がないまま、次の六つの手順で攻撃が行われた27。
a Step1：ユーザが「信頼できる」電子メール又はインスタントメッセージなどの
ソースでリンクを受信する。
b Step2：ユーザがリンクをクリックし、悪意のある JavaScript ペイロードが含ま
れた、台湾でホストされている Web サイトにアクセスする。
c Step3：ユーザのブラウザが、Internet Explorer の脆弱性を突くプログラムが含
まれた、悪意のある JavaScript をダウンロードして実行する。
d Step4：このプログラムが、台湾のサーバーからイメージとして偽装されたバイ
ナリをダウンロードし、悪意のあるペイロードを実行する。
e Step5：ペイロードがバックドアを作成し、台湾のコマンドサーバと制御サーバ
に接続する。
f Step6：攻撃者が内部システムへのアクセスを完了する。攻撃者が、侵入したシ
ステムからアクセスすることができる、ソフトウェア構成管理などの知的財産を詐
取する。これにより、侵入したシステムを利用して、ネットワークへの侵入も可能
になる。
オーロラ攻撃における攻撃手順を図１－３に示す。

27

Internet Explorer の脆弱性を利用した攻撃「Operation Aurora」から得た教訓, Mcafee
社,http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/w
p_operation_aurora.pdf
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出典 重要資産の保護Internet Explorerの脆弱性を利用した攻撃「Operation Aurora」から得た教訓、McAfee

図１－３ オーロラ攻撃における攻撃手順
イ スタックスネット（Stuxnet）
(ｱ) スタックスネットの概要
スタックスネットは、2010 年 7 月中旬に出現し、USB メモリ経由で Windows の脆
弱性を悪用して Windows PC に感染するワームである。当初、独シーメンス（Siemens）
社製電力系制御ソフトウェアを攻撃対象とし悪質なコードを書き込むことで、原子
力発電所の制御システムに悪影響を及ぼすよう仕組まれているといわれたことから、
注目を集めた。 また、このワームは何十台ものコンピュータに感染し、シーメンス
社の発表によれば、15 もの工場に感染したという。
科学国際安全保障研究所（Institute for Science and International Security、
ISIS）によると、イラン政府は、2010 年 11 月中旬にイラン中部の町ナタンズ（Natanz）
にある低濃縮ウラン製造を行う核燃料施設の全ての遠心分離機の稼働を一時的に停
止したと報告されている。科学国際安全保障研究所（ISIS）は、この稼働停止の原
因についても、スタックスネットの攻撃によるものか、スタックスネットを駆除す
るためとの見方を示している。科学国際安全保障研究所（ISIS）が国際原子力機関
（International Atomic Energy Agency、IAEA）のレポートとして明らかにしたと
ころによると、同施設では、2009 年末から 2010 年にかけて約 1,000 基の遠心分離機
が取り換えられたり、撤去されたという。これについても科学国際安全保障研究所
（ISIS）は、スタックスネットによる攻撃が原因としている。
ただし、スタックスネットは特定のターゲット（イランの施設）を狙ったもので
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あるといわれており、シーメンス社の電力系制御ソフトウェア（SIMATIC WinCC 及び
PCS7）とそのソフトウェアを使っている全てのシステムが攻撃対象になっているわ
けではない。つまり、ターゲットにされていない施設の場合、例え同じソフトウェ
アを使っていてスタックスネットに感染しても発症しない。実際のところ、日本国
内でも数件の検出事例が報告されているが、被害事例は報告されていない。
感染の手順としては、狙った組織の職員の USB メモリにそれを感染させる。その
ためには、工作員が関係職員の自宅に侵入したりしたことも考えられる。こうして
USB メモリに感染させることに成功すれば、その職員が USB メモリを職場に持って行
き、仕事用のコンピュータを感染させる可能性が出てくる。こうしてワームは USB
メモリを介してインターネット等外部ネットワークに直接接続していないクローズ
したネットワークシステムに入り込んだ後、感染はさらに広がっていき、最終的に
ターゲットを攻撃することになる。副次的な作用として、ほかの場所でも拡散が広
がることになり、こうしてスタックスネットは世界中に広がったと考えられる。
(ｲ) スタックスネットの特徴
基本的にはコンピュータ・ウイルスの一種であるワームであるが、多様な感染手
段を持ち、そのほとんどがセキュリティなどに関するバグの存在情報、あるいはそ
の該当バグを修正するパッチや手段がない状態である未知の脆弱性を悪用している
ことである。感染経路は、以下に示すように、ネットワークによる感染と、USB メモ
リによる感染に分類される。
a ネットワークによる感染
・ サーバサービス脆弱性（MS08-067)：Server サービスの脆弱性により、リモート
でコードが実行される。
・ プリンタサーバ脆弱性（MS10-61）
：印刷スプーラーサービスの脆弱性により、リ
モートでコードが実行される。
b USB メモリによる感染
・ リンク脆弱性（MS10-046）
：Windows シェルの脆弱性により、リモートでコードが
実行される。
USB メモリだけではなく、接続可能なその他の USB デバイス（ハードディスクドラ
イブ等）も感染の対象である。
また、感染後の実行権限を高めるため、以下の脆弱性を悪用された。
・ カーネルモードドライバ脆弱性（MS10-73）
：Windows カーネルモードドライバの
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脆弱性により、特権が昇格される。
・ タスクスケジューラ脆弱性（MS10-061）：タスクスケジューラサービスの脆弱性
により特権が昇格される。
2010 年 7 月までは、この感染した PC の WindwsOS のセキュリティパッチやウイル
ス対策ソフトウェアが最新の状態であったとしても、ほとんどが未知の脆弱性であ
ったため、感染防止や検知することはできなかった。また、外部の C&C サーバとの
通信や P2P ネットワークを介して自分自身をアップデートする機能も備えていた。
スタックスネットの動作概念を図１－４に示す。

外部のC&Cサーバと
の通信やP2P通信に
よりアップデート
感染後、自身をアップデート

感染ＵＳＢメモリ

インターネット
インターネット

USBメモ
リによる感
染
制御システムを
探しだし感染

誤った周波数
を発信

×
業務ネットワーク

制御システム

不正な指
示を送信

周波数変換
装置

機器設備

図１－４ スタックネットの動作概念
このワームは、PC に感染すると、まず自分自身をルートキット機能で隠し、感染
した PC がドイツ・シーメンス社製の工場用システムに接続しているかどうかをチェ
ックする。もし接続していれば、プログラム中の電力系に送信される指令命令部分
を勝手に修正する。もし接続していなければ何もしないで更なる感染の機会を待つ。
このように同ワームは、特定の工場環境を探し出すように作られている。
このワームの攻撃の対象は、特定の業者が開発している周波数変換装置の制御プ
ログラムである。これによりは、核施設の遠心分離機等電動機の回転数制御に必要
な周波数変換装置（インバータ）をターゲットに、遠心分離機に与える周波数を変
更して回転数を不正に操作することが現時点で判明している。この周波数を変えて
しまうことで、遠心分離機本来の性能を出すことを妨害するようになっており、そ
れに気が付かずに、核兵器を作成してもその核兵器は不完全なものとなる。
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また、このワームの特徴としては、自身がワームであることを隠蔽するために、
台湾にある 2 社の正規の電子署名を使用していたことである。これにより、自身が
PC にインストールされる際に、警告画面が表示されなくなり、利用者に疑われるこ
となく PC に感染させることができる。
なお、この電子署名は、それ自体を偽造することは非常に難しいため、何らかの
方法により不正に入手されたものと考えられる。
このように、スタックスネットは高度で複雑な標的型コンピュータ・ウイルスで
あり、開発には相当規模の組織が長時間（年単位）かけて作り出したものと見られ
ている。
１．３ 最近のサイバー攻撃の傾向
１．３．１ 目的
サイバー攻撃の目的は、
「自己顕示」、
「愉快犯」
、
「金銭目的」、
「組織活動の妨害」等、様々
なものがあるが、最近のサイバー攻撃の目的は、
「いたずら」や「能力の誇示」といった「自
己顕示」
、
「愉快犯」から「金銭目的」
「組織活動の妨害」に変化しているといわれている28。
サイバー攻撃の目的が金銭目的の場合、攻撃者は初めから組織の内部にある金銭的価値
のある情報（機密情報・個人情報など）を狙っており、これを窃取し、最終的に金銭化す
ることが目的である。したがって、情報の流出が発生した場合、何らかの形で悪用される
可能性が高く、組織活動に大きな被害を及ぼす。
１．３．２ 攻撃手法
フィッシングやヴィッシング等の金銭目的のサイバー攻撃は、近年では、犯行が組織化
され、個人情報や金銭関連情報の詐取を目的に手口の凶悪化が進んでいる。
物理的な破壊攻撃等の、ほかの手段と比べると相対的に安上がりで、しかもインターネ
ットのおかげで地球の裏側からでも容易かつ瞬時（光速）に攻撃を仕掛けることができる。
また、自爆テロと違い攻撃者の生命に影響はないので、攻撃する側にとっても気楽に実施
できる攻撃手段である。
新たな脆弱性が発見されるたびにハッカー等の攻撃者が新しい脆弱性に対応した窃取ツ
ールを作成し公開することでサービス不能攻撃に使用する攻撃ツールは年々洗練化されて
いる。また、
「サイバー攻撃代行サービス」等も出現してきており、コンピュータに関する
特別な知識がなくても、簡単にサイバー攻撃を依頼することが可能になってきた。
このため、2010 年 9 月の尖閣諸島問題をきかっけにした日本に対するサイバー攻撃のよ
うに、インターネット上での呼びかけや、コンピュータ・ウイルスに感染して乗っ取られ
たパソコン等で構成されたネットワークであるボットネットを活用して、容易に大規模な
28

コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[6 月分および上半期]について, 情報処理推
進機構, http://www.ipa.go.jp/security/txt/2011/07outline.html
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DDoS 攻撃等が行わる傾向にある。
また、従来は、DDoS 攻撃等によるサービス不能攻撃、ウイルス、ワームのような、表１
－３で述べたサイバー攻撃が単体で行われていたが、近年では１．２節で述べた標的型攻
撃や APT 攻撃のように、特定のターゲットに対して、持続的に攻撃・潜伏を行い、様々な
攻撃手法を駆使して執拗な情報搾取攻撃や妨害攻撃などを行う新しいタイプの攻撃が増え
てきている。
このような新しいタイプの攻撃では、攻撃手法が非常に巧妙であるため、侵入検知シス
テムを備えていても検知できなかったり、ログに痕跡が残っていない場合があるため、「侵
入されたことをアルタイムで検知できず、かなりの時間（数か月等）が経過してから被害
に気付く」ことが多い。
侵入されたシステムには知らない間に情報が窃取されたり、論理爆弾が仕掛けられたり
する。論理爆弾は、近年、ウイルスやトロイの木馬などほかのプログラムの中に組み込ま
れて作成される傾向にあり、仕掛けられたことに気が付きにくい。
論理爆弾は、2010 年 7 月のイラン等の核関連システムに対するスタックスネット攻撃の
ように、あらかじめ設定されたタイミングで起動し、侵入されたシステムに対する破壊活
動を行う。知らないうちに感染していた世界中のコンピュータやサーバーが、一斉に破壊
活動を開始した場合、多くの国々が瞬く間に巻き込まれることになる。
APT 攻撃等の新しいタイプの攻撃では、脆弱性が一般に知れ渡り、脆弱性に対する修正パ
ッチ等が提供される前のゼロデイ攻撃が使用され、ウイルスのパターン・ファイルの更新
だけでは防げない場合があるため、端末等がウイルスに感染してしまった後に、感染した
端末等が外部の攻撃者と通信して攻撃の指示を受けたり、内部の情報を外部に漏洩させる
ことを防ぐために、感染した端末等と外部の攻撃者との通信を遮断するためのネットワー
クレベルでの対策等の、多層的な対策が必要である。
図１－５に示すように、近年では、石油、エネルギー、核施設等の国家の重要インフラ
を運営する企業や、機密情報を扱う軍、政府、防衛産業等をターゲットとした新しいタイ
プのサイバー攻撃が増加している。
残念ながら、現時点では、特定のサイバー攻撃やその予兆を外国政府や組織などの特定
の関係者に結び付け、
（ハッカーの）帰属を確定するのは非常に難しい。また、攻撃を受け
た側が、攻撃元を突き止めて反撃するのが難しいため、サイバー戦は攻撃を仕掛ける側が
有利な立場になりやすい。
以降では、このようなサイバー攻撃を、国家若しくは社会間で行われる社会レベルの紛
争である「ネット戦」と、軍が実施する「サイバー戦」の観点から整理する。
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２０００～
不正侵
入・改ざ
ん

２００４～
体系化
（ボット
ネット
（※1））

２００６～
多段化
（ボット
ネット）

２００９～
検索サービス等の正規サービスを経
由した攻撃基盤の利用

２０１１～
標的型攻撃、APT（※２）を使った攻撃基盤
の利用

２００８年（米国防総省）
軍事機密を扱うネットワークがウイルスに感
染し、他国のサーバにデータが転送される。
２００９年１１月～（ナイト・ドラゴン）
中国ハッカー集団が世界の石油、エネルギー、
製薬会社を狙った、組織化された標的型サイ
バー攻撃開始が行われた。

標
的
型
攻
撃

２０１０年１月（オペレーション・オーロラ）
Internet Explorerの脆弱性を狙う攻撃によってGoogleをは
じめ30に及ぶ企業のWebサイトが攻撃対象とされた。

※１）ボットネット
サイバー犯罪者がトロイの木馬やその他の悪意あるプロ
グラムを使用して乗っ取った多数のゾンビコンピュータで構
成されるネットワーク

２０１０年６月～（スタックスネット）
イランの原発などで、重要インフラで多く利用
されるSCADAシステムを標的としたウイルス
（スタックスネット）が発見された。
２０１１年７月（オペレーション・シャディ・ラット）
日本を含む１４の国と地域で、７０余の政府機関・企
業の情報が抜き取られる。

※２）ＡＰＴ(Advanced Persistent Threat)攻撃
特定のターゲットに対して持続的に攻撃・潜伏を行い、
様々な手法を駆使して執拗なスパイ行為や妨害行為など
を行うタイプの攻撃の総称

攻Ｄ
撃Ｄ
ｏ
Ｓ

２０１１年９月（三菱重工業）
標的型攻撃により本社及び製造・研究所拠点の
約８０台のサーバ等がウイルスに感染。他国の
サーバにデータが伝送された。

２００９年７月（ガンブラー）
ガンブラー（Gumblar）と呼ばれるコンピュータウイル
スによるＷｅｂサイト改ざん攻撃、米国及び韓国の政
府機関等のＷｅｂサイトがＤＤｏＳ攻撃を受けた。

図１－５ 最近のサイバー攻撃の傾向
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２ サイバー戦概論
本章では、米国の非営利団体 RAND 社の報告「サイバー戦が来る！29」を一部引用して、
「ネ
ット戦」と「サイバー戦」の概念について述べる。
２．１ 情報革命の効果
情報革命は、コンピュータ化された情報や通信技術の進歩、また、それらに関連する組
織論やマネジメント論の革新に影響を与える。情報の収集、蓄積、処理、通信、表現方法、
そして、増加する情報の、組織としての利用方法に多くの変化が起こっており、情報は産
業革命時代の資本家や労働者達と同じくらい、現代において価値と影響力がある戦略上の
資産である。
ネットワーク技術の進歩によって、人々は、ネットワーク上の資源（リソース）を、デ
ータベースや処理機能と同様に考えることができるようになった。今日、多くの組織は効
率性の理由で、電子的なネットワークを導入している。会社の重役達は、電子メールを利
用し、ほかのネットワークアプリケーションは処理のための無駄な時間を削減するといっ
た効率性向上の効果をもたらすことができる。
一方、新しい技術の初期段階では、人々は有効性があることの方を強調し、社会システ
ムに対する潜在的な脆弱性を過小評価したり見過ごしたりする傾向がある。情報革命によ
る影響を、効率性といった恩恵の次元を超えて考えた場合、我々が注意しなければならな
い次の次元の影響（悪影響）がありそうだということが分かるはずである。これらの影響
によって、人々の時間の過ごし方、知っている内容、知っている人、心配すべき事項が変
わる。
２．２ ネット戦とサイバー戦の類似点
本節では、情報革命が、社会の紛争への移行方法や軍隊の戦争遂行方法に変化をもたら
すということについて述べる。ここでは、我々が「ネット戦」と呼んでいる、インターネ
ットを使用した情報交換を経由して遂行される社会レベルの観念の紛争と、軍レベルの「サ
イバー戦」の違いについて述べる。これらの用語は、一般的にまだ目新しく、より良い用
語はまだ考案されていない。
しかし、これらの用語を整理することで、情報革命が、戦争の状況や遂行方法だけでな
く、戦争にまでは至らない（short of war）紛争の本質を変えることを明確にする手助け
になるであろう。
ネット戦もサイバー戦も「情報」と「通信」をめぐる事項であり、誰が何を知っている
のか、いつ、どこで、なぜ、ということについて、そして、社会や軍が、自分自身や敵対
29

CYBERWAR IS COMING!, RAND Corporation, 2007
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2007/RAND_RP223.pdf

２－１

者に関する情報について、いかに確信が持てるかという深いレベルでは、どちらも「知識
に関する戦争（war about “knowledge”
）
」の形をとる。
２．３ ネット戦
ネット戦は、国家又は社会間の広いレベル（grand level）の情報に関連した紛争をいう。
すなわち、ターゲットとする人々が、自分自身やそれを取り囲む世界について、
「知ってい
る。
」ものを妨害したり、損害を与えたり、改ざんしたりしようとすることを意味する。
ネット戦は、公共又は社会の中枢の意見、あるいはその両方に焦点を当てて行われる。
ネット戦には、公共の駆け引き、プロパガンダ（propaganda、宣伝）や心理的な勧誘、政
治的及び文化的な転覆、ローカル・メディアの詐称や干渉、コンピュータ・ネットワーク
やデータベースへの侵入、コンピュータ・ネットワークを経由した反体制又は抵抗活動な
どがある。
このようなネット戦に対処するための戦略を設計することは、過去にそれぞれ別の活動
として利用されてきた多くの手法を、新しい観点でグループ化することである。また、製
品の製造や流通を目的とした経済戦争や、政府の統率や設立を目的とした政治的な戦争と
異なり、ネット戦は攻撃者が目標とする情報や通信によって区別される。
ネット戦は、大抵は軍事的行動ではないが、軍の戦争と重なる次元を持つ場合がある。
例えば、経済戦争には、ターゲットとする国の貿易制限、物のダンピング（不当廉売）、密
輸、ビジネスや市場の転覆、技術の窃盗といった活動が含まれるが、それらの活動には武
装兵力は必要ない。しかし、経済戦争には武装封鎖（armed blockade）や経済的資産に対
する戦略的爆撃（strategic bombing）を含む場合があり、それは軍による戦争に発展する
場合がある。
このように考えると、敵軍の指揮統制能力の転覆につながるネット戦は、少なくともそ
の部分では、以降で述べる「サイバー戦」に含まれる。
ネット戦は、実施者によって様々な形態をとる。あるネット戦は、ライバル国の政府間
で実施される。例えば、幾つかの観点から考えて、米国とキューバ政府は、既にネット戦
の状態に入っている。これは、米国側のラジオやテレビの報道や、カストロ政権側のキュ
ーバ寄りの支援ネットワークの活動から明白である。
ほかの種類のネット戦として、政府と国家でない実施者間で実施されるものがある。例
えば、テロリズムに関与する違法なグループや組織、大量破壊兵器の急増、麻薬密輸等に
対して、政府によって実施される活動などがそれに当たる。国家でない実施者は、国家に
関係するかもしれないし、関係しないかもしれない。そして、彼らは国境を越えた大規模
なネットワークや連合体に組織化されている場合がある。
その他の種類のネット戦として、国家でない競争相手間（rival non-state actors）で
実施されるものがある。この場合、政府が、国家の重要事項に二次的な被害が及ばないよ
うに傍観者として状況を操作、場合によってはどちらか一方を支援している場合がある。

２－２

これは最も危険（speculative）な種類のネット戦である。しかし、そのような傾向は世界
で行われている擁護活動（advocacy movement）等で既に現れてきている。
ある活動は、国民国家（nation-state）というよりは、市民組織（civil society）の発
展が色濃く識別され、その活動を強化するために高度な情報や通信技術を使用しながら、
国境を越えたネットワークや連合体に組織化が進めれている。このような活動は、イデオ
ロギーの対立に対する次世代の開拓者になるかもしれない。その際、ネット戦は、そのた
めの主要な手法となるであろう。
ほとんどのネット戦は暴力的ではないが、最悪の場合、いわゆる低強度紛争（Low
Intensity Conflict、LIC

30

）のシナリオが含まれる場合がある。幾つかのネット戦は、軍

の問題を含むことになるであろう。可能性のある問題領域としては、国際的な秩序や国家
安全保障上の重要事項に対する潜在的な脅威という観点から、核拡散、麻薬密輸、対テロ
活動等がある。更に、より広範囲な社会的傾向として、安全保障構想の再定義、擁護団体
（advocacy group）の新しい役割、軍事と非軍事の境界線、公共と民間の境界線、国家と
社会の境界線の不鮮明化等があり、幾つかの軍事当局が、幾つかのネット戦に関係した活
動に関与することになるかもしれない。
ネット戦は、伝統的に定義されている現実の戦争ではないが、実際の戦争の勃発を防ぐ
ために、事前の手段として使われる場合がある。その点で、サイバー体制を持っているこ
とは、無秩序な世界において、実際の兵力を持っていることと同じくらいの価値がある。
２．４ サイバー戦
サイバー戦は、情報に関連した原則に基づいて軍が実施する、又は実施を準備する軍の
作戦である。
自分自身については、できるだけ知らせず、特に、軍事力のバランスがとれてない場合
に敵対者について、全てを知ろうとする。また、自分に有利なように「情報と知識のバラ
ンス」をとり、より少ない資本と労力で済むように知識を使う。
この形の紛争は、指揮統制システム、情報の収集・処理・配布、戦術上の通信、ポジシ
ョニング、敵味方識別（Identification Friend or Foe、IFF）、精密誘導兵器等に対して
多様な技術を使用する。電子的な目くらまし（electronically blinding）、ジャミング
（jamming）
、欺き（deceiving）
、高負荷、敵対者の情報通信網への侵入等も含まれる。
しかし、サイバー戦は、技術的な手法の単純な組み合わせではない。また、サイバー戦
30

対ゲリラ戦略に対して、代替する広範囲にわたる戦略として考案されたもの。直接行動（軍
事介入）ではなく、メディア、外交政策（周辺諸国への政治的経済的支援）
、国際経済政策（当
該国の輸出産品に対する国際価格の操作＝下落）
、外交的介入（国外での臨時政府樹立を支援、
承認）などの作戦行動を、長期的な展望に立って有機的に関連させることで、間接的に対象地域
を不安定にし、対象地域を制圧する方法,
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/tep019.html
⇔high-intensity conflict: 国家の存続に重大であるが核戦争には至らない程度の政治的対立,
高強度紛争

２－３

を、過去のコンピュータ化、自動化、ロボット化された電子的な戦闘と混同すべきではな
い。
サイバー戦は、現在の軍の組織やドクトリンでは、定義が不十分な部分があり、様々な
問題がある。情報革命に関する文献では、サイバー戦に対しては、異なる組織が、相互に
連接されたネットワークのように連携して機能するために、組織的な革新が必要であると
述べている。サイバー戦に対しては、軍内部及び軍隊間の両方で、組織の再設計が必要で
ある。
２．１節から２．４節で RAND 社の報告「サイバー戦が来る！」で述べられた「ネット戦」
と「サイバー戦」に関する記載を紹介した。
ネット戦とサイバー戦の比較を表２－１に示す。

２－４

表２－１ ネット戦とサイバー戦の比較（１／３）
比較項目
定義

ネット戦

サイバー戦

サイバー空間上で国家又は社会間で実施される「情報」、
「通 ア
信」等に関連した紛争

報」、「通信」等に関連した活動
イ

目的
手段

サイバー空間上で軍が実施、又は実施を準備する「情
軍の資産に対して実施される活動

公共の外交方法、プロパガンダ（宣伝）や心理的な作戦行動、 軍が作戦で優位を占めるための事前又は支援活動として、サ
政治的及び文化的破壊等

イバー空間で優位を占めること

ア

ア

情報収集・窃取

情報収集・窃取

(ｱ) 自分自身については、できるだけ知らせず、敵対者につ

国・敵対者等について、全て（誰が、どこで、何を、いつ

いて、全て（誰が、どこで、何を、いつ実施するのか、

実施するのか、対象としている脅威は何なのか等）を知り、

対象としている脅威は何なのか等）を知り、自分に有利

自分に有利なように「情報と知識のバランス」をとる。

なように「情報と知識のバランス」をとる。とりわけ、

２－５

(ｱ) 自分自身については、できるだけ知らせず、ライバル

(ｲ) 我が方の戦略を優位に進めるための、ライバル国・敵対
者等の情報収集

軍事力のバランスがとれていない場合に。
(ｲ) 我が方の作戦を優位に進めるための、敵の情報収集

(ｳ) ライバル国・敵対者等の最新技術を盗み、将来つけ込め

(ｳ) 敵国の最新技術を盗み、将来つけ込める結果を探し出し

る結果を探し出した後、自分達独自の技術として確立す
る。
イ

た後、自分達独自の技術として確立する。
イ

妨害

妨害

(ｱ) 指揮統制システム、情報の収集、処理及び配布、戦術上

(ｱ) 情報システムや情報に対する混乱、損害を与えたり、改
ざんしたりする。

の通信、ポジショニング、敵味方識別（IFF）
、精密誘導兵
器に対して多様な技術を使用して妨害する。

(ｲ) 電子メールやインターネット・メディアを通じたプロパ
ガンダを用いて、ライバル国をかく乱させる。

(ｲ) 我が方が攻撃する間、敵の防御力を無力化し、味方の通
常攻撃を容易にする。

２－５

表２－１ ネット戦とサイバー戦の比較（２／３）
比較項目

ネット戦

サイバー戦

（続き）

(ｳ) 我が方が攻撃する間、国外のニュースや情報源とのアク
セスを断つことで、敵側の状況把握を困難にし、味方の通
常攻撃を容易にする。
(ｴ) 電子メールやインターネット・メディアを通じたプロパ
ガンダを用いて、従来のビラまきの代わりに、敵をかく乱
して士気を低下させる。

特徴

一般的には軍事的行動ではないが、軍の戦争に重なる次元を

従来型軍事力の枠外にある兵器と戦術を用いて、弱い国が強

持つ場合がある。

い国と戦うような非対称の戦争では、サイバー戦で主導権を

２－６

例：伝統的に定義されている兵器を使った実際の戦争の勃

獲得することで、作戦で優位を占めることができる。

発を防ぐための、事前の手段
実施者

ライバル国間、政府や国家でないテロリスト等
ア

ライバル国間の軍、政府や国家でないテロリスト等

ライバル国家間
例：米国とキューバ政府

イ

政府や国家でない実施者間

(ｱ) テロリズムに関与する違法なグループや組織、大量破壊
兵器の激増、麻薬密輸に対して、政府によって実施される
場合
(ｲ) 環境や人権、宗教上の問題等の擁護団体や活動による特
定な政府のポリシーに対して、国家でない実施者によって
実施される場合
ウ

国家に所属しない競争相手である実施者間

２－６

表２－１ ネット戦とサイバー戦の比較（３／３）
比較項目

ネット戦

対象となる

核拡散、麻薬密輸、対テロ活動等、国際的な秩序や国家安全

問題領域

サイバー戦

保障上の重要事項

２－７
２－７

ネット戦の対象領域＋軍の対象領域

表２－１からネット戦とサイバー戦の特徴は、以下のように整理できる。

(1) ネット戦は、国家又は社会間で実施される、戦争にまでは至らないサイバー空間にお
ける紛争であるが、その一部が暴力的に発展した場合に、軍の活動と重なる次元を持つ
場合がある。サイバー戦は、軍が実施する又は軍の資産に対して実施される作戦である
が、軍の活動が、民間が所有/運用している重要インフラに依存している部分が多いため
に、軍事と非軍事の境界線が不明瞭な部分が多くなっている。
(2) ネット戦とサイバー戦は、いずれも「情報」と「通信」をめぐる事項であり、使用さ
れる手段（情報収集・窃取、妨害等）は同じである。
ネット戦とサイバー戦の概念を図２－１、ネット戦とサイバー戦の攻撃の分布31を図２－
２に示す。

ネット戦

情報革命
社
会
面

・急速に発展するＩＴ技術の進歩により社会や
生活のあり方が劇的に変化
・「情報収集、蓄積、処理、共有方法」の変化
↓
＜情報は重要な戦略資源＞

・インターネットを使用した情報
交換を経由して行われる社会
レベルの紛争
・国家又は社会間における広い
レベルでの情報に関連した紛
争

Power to the Edge
軍
事
面

サイバー戦

・戦闘優位のための軍事のネットワーク化
・NCW（Network Centric Warfare）からKCW
（Knowledge Centric Warfare）へ
・作戦で優位を占めるためには、サイバー空
間での優位が重要

・軍が実施、又は実施を準備す
る活動
・軍の施設に対する活動

図２－１ ネット戦とサイバー戦の概念
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高橋郁夫, Security Wars -episode 0- Tallinn Report,株式会社 IT リサーチ・アート,
http://www.itresearchart.biz/ref/CyberWarPresen.pdf（一部加筆）
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武力攻撃
武力の行使
武力攻撃事態対処法

重要インフラ
への損害

公衆等脅迫目的の犯罪行
為のための資金の提供等
の処罰に関する法律

軍事行動

テロリズム

経済的動機
不正ｱｸｾｽ禁止法等
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ操作等は変らない。
無権限ｱｸｾｽ・傍受、
ﾃﾞｰﾀ・ｼｽﾃﾑ妨害、
ﾃﾞﾊﾞｲｽ濫用､
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ偽造・詐欺

犯罪
（犯罪組織）
ネット戦

（国家の関与）
サイバー戦

図２－２ ネット戦とサイバー戦の攻撃の分布
重要インフラ防護は、軍の資産に対して実施される活動に関連するものであることから、
次章では、サイバー戦の範疇でのサイバー攻撃に対する各国の取り組みについて論述する。

２－９

３ サイバー攻撃に対する各国の取り組み
近年、サイバー攻撃は、
「新たな脅威」として位置づけられ、各国がサイバー対処能力を
強化する方針を打ち出している。
本章では、ブッシュ政権の元サイバー空間セキュリティ担当大統領補佐官のリチャー
ド・クラーク（Richard A. Clark）の評価手法に基づいて、米国、中国など主要国のサイ
バー攻撃に対する取り組み動向について述べる。
３．１ 総合サイバー戦能力
クラークは、国家の主要システムがネットワークに依存している程度（Cyber Dependence）
が高いことはサイバー戦の脆弱性であるとし、著書「Cyber War」の中で、サイバー戦に対
する軍の強度を「総合サイバー戦能力（Overall Cyber War Strebgth）」と表現し、これを
「サイバー攻撃力（Cyber Offense）
」、
「サイバー信頼度（Cyber Dependence）
」、
「サイバー
防御力（Cyber Defense）
」の三つの要素の総合評価で実施すべきであると述べている32。
クラークの評価手法に基づく総合サイバー戦能力評価指標を表３－１、米国、ロシア、
中国、イラン、北朝鮮の総合サイバー戦能力の評価結果を表３－２に示す。
表３－１ 総合サイバー戦能力評価指標
評価指標
サイバー攻撃力

概要
・他国に対する攻撃力

（0～10 点）
サイバー信頼度

国家の主要インフラ（電力供給網、鉄道網、パイプライン、サ

（0～10 点）

プライ・チェーン等）がネットワークに依存する信頼性の程度
サイバー戦で攻撃を受けた際に、過度の依存は脆弱性となりう
るため、国家の主要インフラのネットワーク化の度合いが高い
ほど、サイバー信頼度の点数は低くなる。

サイバー防御力
（0～10 点）
総合サイバー戦能力
（0～30 点）

敵国から攻撃を受けた際、攻撃遮断と被害の緩和のために、国
家としてとれる行動力
・
「サイバー攻撃力」
、
「サイバー信頼度」、
「サイバー防御力」の三
つの要素の合計点
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Richard A. Clark and Robert K. Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security
and What to Do About It, HarperCollins, May 2010. 本報告では、”cyber offense”を「サ
イバー攻撃力」
、”cyber dependence”を「サイバー信頼度」
、”cyber defense”をサイバー防
御力と訳して使用する。
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表３－２ 総合サイバー戦能力
国名

サイバー攻撃力

サイバー信頼度

サイバー防御力

合計

米国

8

2

1

11

ロシア

7

5

4

16

中国

5

4

6

15

イラン

4

5

3

12

北朝鮮

2

9

7

18

・各指標ごとに 10 点満点
・3 要素の合計点を総合サイバー戦能力とみなす。
３．１．１ 米国
３．１．１．１ サイバー攻撃力
米国は、
2009 年 10 月に実働を開始した米国防総省
（DoD）
の米国サイバー軍（United States
Cyber Command、USCYBERCOM）が、米軍のサイバー戦を統括している。各軍のサイバー軍（陸・
海・空・海兵隊の四軍それぞれのサイバー戦担当コマンド）を配下に置き、世界トップレ
ベルの強力なサイバー攻撃能力を有するため、米国のサイバー攻撃力は高い。
３．１．１．２ サイバー信頼度
軍事面においては、米国防総省（DoD）で NCW（Net Centric Warfare）から KCW（Knowlwdge
Centric Warfare）へというように、戦闘優位のための軍事のネットワーク化が進められて
おり、軍の戦闘能力のサイバー空間への依存度が大きくなっている。
また、社会面においても、急速に発展する IT 技術の進歩により情報が重要な戦略資源に
なっており、情報収集、蓄積、処理、共有の方法が劇的に変化し、サイバー空間への依存
度が大きくなっており、攻撃を受けた場合の影響力は大きく、米国のサイバー信頼度は低
い。
３．１．１．３ サイバー防御力
米国防総省（DoD）の軍事面及び社会名において、依存している重要インフラはほとんど
がインターネットに接続されており、他国からのサイバー攻撃に対する脆弱性を抱えてい
ると考えられる。
また、これらの重要インフラのサイバーは、ほとんどが民間セクターによって所有/運用
しているため、有事の際に、一般利用者のサイバー空間の利用を制限することができない。
このため、敵国から攻撃を受けた際に国内ネットワークを速やかにインターネットから遮
断することができない。
このため、サイバー防御力は低い。
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３．１．２ ロシア
３．１．２．１ サイバー攻撃力
ロシアは、国家としての関与を否定しているが、2007 年 4 月のエストニアや 2008 年 7 月
のグルジアに対する DDoS 攻撃による大規模なサイバー攻撃は、ロシアの関与が疑われてお
り、2008 年 11 月に米国の機密情報を扱う SIPRNET につながるコンピュータに侵入したスパ
イウェアは、ロシア生まれであるといわれている33。
米国の国家対情報局(Office of the National Counterintelligence Executive)が 2011
年 10 月に公開した報告書「サイバー空間で米国の経済機密を盗む外国スパイ34」では「中
国とロシアは、広範にわたる電子的な作戦に関与し、米国の知的財産、企業秘密、交渉戦
略、機密の軍技術を盗み出そうとしていた。
」と述べている35。また、英国政府が 2011 年 11
月に発表した新しい「サイバー・セキュリティ戦略36」では、ロシアを「サイバー空間にお
ける情報窃取等を目的として英国政府、軍、企業及び経済資源に対してスパイ行為を行う、
最も洗練された脅威のうちの一つ」と述べている37。
ロシアは、その軍のサイバー部隊の実態は不明であるものの、組織的で大規模な高いサ
イバー攻撃能力を保持していると推定される。
３．１．２．２ サイバー信頼度
インターネットがロシアの一般市民に普及したのは 2004 年頃からで、モスクワを中心に
徐々にインターネットが身近になってきている。モスクワでの普及度は、ほかの地方と比
べて群を抜いているが、地方との差は大きく、モスクワと地方の大き過ぎる格差の解消が
ロシアの喫緊の課題となっている模様である38。
ロシアのネットワーク化は限定的であるため、攻撃を受けた場合の影響力は余り大きく

33

Cyber Combat: Act of War, Common Dreams, June 1,2011,
http://www.commondreams.org/headline/2011/06/01-0
34 Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace, the Office of the National
Counterintelligence Executive, October 2011,
http://www.odni.gov/reports/20111103_report_fecie.pdf?bcsi_scan_B5DA001DDEEA1783=sTKR
jX4br7HMg8wZkCYIu70+R2wiAAAAmWMVQw==&bcsi_scan_filename=20111103_report_fecie.pdf
35
U.S. report blasts China, Russia for cyberattacks, 11/3/2011,
http://www.usatoday.com/news/washington/story/2011-11-03/china-russia-cybersecurity/5
1065010/1
36 The UK Cyber Security Strategy Protecting and promoting the UK in a digital world,
November 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/uk-cyber-security-strat
egy-final.pdf
37 Britain prepares for cyber war, The Telegraph, 25 November 2011,
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/8915871/Britain-prepares-for-cyber-war
.html
38
「BRICs」の一つ、ロシアの IT 事情, WIP ジャパン株式会社,
http://www.value-press.com/pressrelease.php?article_id=15503
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なく、サイバー信頼度は中程度であると推定される。
３．１．２．３ サイバー防御力
ネットワークが普及していない地方は、サイバー空間に依存していないため、サイバー
攻撃を仕掛けられても被害が少ない。
これにより、サイバー防御力は中程度と推定される。
３．１．３ 中国
３．１．３．１ サイバー攻撃力
中国国防部は、2011 年 5 月 25 日に国防部の耿雁生報道官の定例記者会見で中国のサイバ
ー戦部隊「ネット藍軍（Blue Army）
」を創設したと発表した39。「ネット藍軍（Blue Army）
」
創設の目的は、
「部隊のインターネットセキュリティーの水準を向上させること40」とされ
ている。サイバー軍のほかに、多数のハッカー組織を抱えているといわれている。
また、中国には、「ゴースト・ネット（GhostNet）」と呼ばれるインターネット経由の情
報収集網がある。ゴーストネットでは、スパイウェアが電子メールの添付ファイルなどを
装って攻撃対象のコンピュータに侵入し、コンピュータ内にある特定のファイルを検索、
自動発信するほか、マイクやカメラを操作してユーザの言動を監視することも可能になる
とされる。世界 103 か国の政府施設などで 1295 台のコンピュータが巻き込まれているとい
われている41。
2003 年以降、米国のコンピュータ・システムに対して行われた一連の組織的なサイバー
攻撃「タイタン・レイン（Titan Rain）」
、米国の 2009 年 11 月に、世界の石油、エネルギ
ー、製薬会社を狙った「ナイト・ドラゴン（Night Dragon）
」と呼ばれる組織化された標的
型サイバー攻撃、2010 年 1 月に Google をはじめ 30 に及ぶ企業に対して行われた「オペレ
ーション・オーロラ（Operation Aurora）
」と呼ばれる標的型攻撃は、いずれも中国が発信
源といわれている424344。
39

China's Blue Army of 30 computer experts could deploy cyber warfare on foreign powers,
AUSTRALIAN IT, May 27, 2011,
http://www.theaustralian.com.au/australian-it/chinas-blue-army-could-conduct-cyber-wa
rfare-on-foreign-powers/story-e6frgakx-1226064132826
40
中国国防省、広州でサイバー軍創設「ネット安全向上」目的に, 毎日中国経済, 2011 年 05 月
27 日 http://www.xinhua.jp/socioeconomy/politics_economics_society/275438/
41
中国発のスパイ情報網「ゴーストネット」が発覚, 2009.3.30,
http://blogs.yahoo.co.jp/hiromichit1013/59157577.html
42
米国人技師、中国ハッカー「タイタン・レイン」を追跡, 大紀元, 05/12/25,
http://www.epochtimes.jp/jp/2005/12/html/d91155.html
43
世界のエネルギー産業を狙うサイバー攻撃:”Night Dragon”, 2011 年 2 月 10 日, McAfee,
http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/1103
_Night_Dragon.pdf
44
企業を狙う標的型攻撃, @IT, 2011/11/14,
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/appsec04/appsec01.html
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また、2011 年 9 月に標的型攻撃により三菱重工業本社及び製造・研究所拠点の約 80 台の
サーバ等がウイルスに感染し他国のサーバにデータが伝送されたサイバー攻撃では、情報
セキュリティー会社が今回のウイルスを解析したところ、攻撃者が遠隔操作する画面で中
国で使われている簡体字が使われていたという45。
2011 年 8 月の McAfee の報告によると、米政府や国連など 72 の国・組織に対し、5 年間
にわたる過去最大規模のサイバー攻撃があったと発表した。McAfee は、サイバー攻撃の背
後に国家の存在があると指摘。名指しはしていないが、専門家は中国の可能性があると指
摘している46。
中国政府は、関与を否定しているが、中国政府は、軍と民間のハッカーの力を総合して、
高いサイバー攻撃能力を保持していると推定される。
３．１．３．２ サイバー信頼度
国務院新聞弁公室が 2010 年 6 月 8 日に発表した「中国インターネット状況」白書による
と、中国政府は、今後も引き続きインターネットの発展と普及推進に注力、5 年で国内ネッ
ト普及率を 45％に引き上げることを目標とし、より多くの人々がインターネットの恩恵を
受けられるようにすると述べる一方、中国のインターネットの発展、普及と応用には地域
間において、発展不均衡問題が存在すると指摘している47。ある統計によれば、中国はイン
ターネット利用者数では世界一となっているが、対人口比の普及率では中国は 2009 年で 3
割弱にとどまっている48。
中国のネットワーク化は限定的であるため、サイバー信頼度は中程度であると推定され
る。
３．１．３．３ サイバー防御力
中国政府が、児童ポルノなどの違法コンテンツをフィルタリングするという口実で、2008
年から開発を始めたコンテンツフィルタリングソフト「緑バ・花季譲航（りょくは・かき
ごこう、Green Dam Youth Escort、グリーンダム・ユースエスコート）
」は、ソフト導入が
国家による個人の PC 利用への監視につながるとの批判や、フィルタリング・ソフトの完成
度の低さが問題となり、開発開始からわずか１年足らずで「グリーン・ダム」プロジェク
トチームが解散したようである49が、中国公安省が作成し、中国政府が管理するフィルタリ
45

三菱重工サイバー攻撃と標的型メール, 読売新聞, 2011 年 9 月 22 日,
http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20110922-OYT8T00985.htm
46
Cyber-hacking: prolonged series of attacks by one country uncovered, Guardian , 3 August
2011 , http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/03/china-cyber-hacking-campaign
47
中国 5 年でインターネット普及率を 45％に,人民網日本語版, Jun 09 2010,
http://j.people.com.cn/94475/7019382.html
48
インターネット普及率の推移（国際比較）, http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6300.html
49
ネットの向こうの中国（42）「グリーン・ダム」
、わずか１年の命, Sarchina, 2010/07/14,
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0714&f=column_0714_010.shtml
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ング（検閲）システムの「万里のファイアウォール（Great Firewall of China）」は稼動
しており、中国国内から海外のサーバーへアクセスして得られるデータは、全て中国政府
の検閲を受ける5051。
「万里のファイアウォール」は、中国政府が実施している国民監視システム「金盾（き
んじゅん）プロジェクト（Golden Shield Project）」の一部である。
「万里のファイアウォール」などのシステムの存在は、自国のサイバー空間に対する「ブ
ロッキング、フィルタリング、モニタリング能力を実現しており、中国政府は、これらの
機能を使うことで、全世界をつなぐインターネットから、中国国内のネットワークだけを
遮断することが可能である。
アクセスが規制されたサイトを閲覧したり、ネット上の通信内容を隠すための技術を提
供する企業の需要が増加しており、中国のインターネット利用者は、万里のファイアウォ
ールによる検閲の裏をかく“抜け道”を見つけようとしているようである52が、中国のサイ
バー防御力は、依然高いと推定される。
３．１．４ イラン
３．１．４．１ サイバー攻撃力
2011 年 12 月、イランは、米国の無人偵察機ドローン（USAF RQ-170 Sentinel drone）
をほとんど無傷の状態で着陸させることに成功したとマスコミが報道した。イラン側は、
自国のサイバー攻撃力を使ってドローンと米軍のアフガニスタンの誘導基地との通信を断
ち切り、そのレーダー誘導システムを手にするとともに、自爆システムを作動させないこ
とにも成功したと述べている53。イランが公開した米国の無人偵察機を図３－１に示す。

50

「万里のファイアウォール」vs「アインシュタイン３」 , 2010/06/06,
http://maglog.jp/utada/Article1047456.html
51
Great Firewall of China（一）, China-webby, 2008 年 04 月 02 日,
http://www.china-webby.com/great-firewall-of-china/
52
「万里のファイアウオール」に抵抗する, 日経ビジネス ONLINE, 2009 年 6 月 10 日,
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20090609/197069/
53
イランのサイバー能力へのアメリカの衝撃, Iran Japanese Radio, 2011 年 12 月 11 日,
http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23528:2011-12-11
-11-04-32&catid=15:tafsir&Itemid=117
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図３－１ イランが公開した米国の無人偵察機
また、ドローンは、位置情報を伝達する GPS システムのハッキング（GPS spoofing）に
よりイラン国内に着陸するよう誘導されたという報道もある54。
これらの報道が事実であるとすれば、イランのサイバー攻撃力は高いと推定される。
３．１．４．２ サイバー信頼度
イランのインターネット普及率については、複数の情報があるが、情報減によって値が
大きく異なる（14.7～53％555657）ため判断は困難である。
３．１．４．３ サイバー防御力
2010 年 7 月に発見された「スタックスネット」 は、イランの核燃料施設のウラン濃縮用
遠心分離機を標的として行われたサイバー攻撃で、遠心分離機を制御するプログラマブ
ル・ロジック・コントローラ（Programmable Logic Controller、PLC）がスタックスネッ
トによって乗っ取られ、約 8,400 台の遠心分離機の全てが稼働不能に陥った。
2010 年 6 月 17 日、ベラルーシ（Belarus）の VirusBlokAda 社により初めて報告され、以
後、ユーラシア圏を中心に世界中で報告が相次いだ。感染に地域的な偏りが生じているこ

54

US spy drone hijacked with GPS spoof hack, The A Register, 15th December 2011,
http://www.theregister.co.uk/2011/12/15/us_spy_drone_gps_spoofing/
55
イランにおけるインターネットの普及率、53%に達する見込み, 2008 年 9 月 16 日, E'temad-e
Melli 紙, http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20080925_125529.html
56 Internet Usage in the Middle East, nternet World state, March 31, 2011,
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
57
イランのインターネット普及率、たったの 14.7％, 2012 年 01 月 05 日 Mardomsalari 紙,
http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/src/read.php?ID=25076
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とが特徴であり、報告例の 6 割弱がイランに集中している58。
スタックスネットは、防御、検知、復旧の様々な面で制御システムの安全神話を打ち砕
いたサイバー攻撃であり、一概にイランのサイバー防御能力を低いと判断することはでき
ないが「制御システムをインターネットと切り離しておけば安全だ。
」等といった安全神話
を過信して、十分なセキュリティ対策が実施できていなかった可能性も否定できず、イラ
ンのサイバー防御力は低いと推定する。
３．１．５ 北朝鮮
３．１．５．１ サイバー攻撃力
少ない費用で大きな破壊効果が期待できるサイバーテロは、困窮を極める北朝鮮にとっ
て強力な戦闘手段となりつつあり、同国は保有装備の戦力差を情報戦で挽回できると見て、
サイバー部隊を増強中のようである。SAPIO 2011 年 7 月 20 日号に掲載された元韓国国防部
北朝鮮分析官の高永喆氏による北朝鮮サイバー部隊の状況を以下に示す59。
北朝鮮のサイバーテロ部隊を統括しているのは、朝鮮人民軍（Korean People's Army、
KPA）総参謀部の「情報統制センター」である。同センターの指揮下には、実行部隊である
「偵察総局 121 局」
、情報・心理戦を担当する「偵察総局 204 局」や同総局の情報偵察部隊
などが置かれている。
「121 局」は、10 年にそれまでの「121 所」から「局」に昇格となり、
人員も 500 人から一気に 3000 人に増加したことが判明している。
北朝鮮は、全国から優秀な成績を収めた小学生をスカウトして、国家ぐるみのハッカー
の英才教育を実施している。その後、優秀な成績を収めた生徒だけが、“北朝鮮のマサチュ
ーセッツ工科大”と言われる金策（キムチェク）工業総合大学や、金日成（キムイルソン）
総合大学、金一軍事大学といった大学へ進学する。ここで、更に、高度なコンピュータ教
育を受ける。卒業後、彼らは軍のサイバー専門部隊に配置されるか、更に、中国などに留
学してレベルアップを図る。こうして若くて優秀なハッキングの専門家を、国を挙げて大
量に育成している。
北朝鮮の現在のサイバー攻撃力は不確定であるが、若くて優秀なハッキングの専門家を
国を挙げて大量に育成している国家ぐるみのハッカーの英才教育により、将来的に高いサ
イバー攻撃力を保有することが推定される。
３．１．５．２ サイバー信頼度
国内の IT インフラ整備は非常に遅れており、軍も主要インフラもネットワーク化がほと
んど進んでいない模様である。
サイバー空間との接続数が少く、インターネットの遮断が容易にできるため、北朝鮮の
58

Stuxnet Stuxnet－制御システムを狙った初のマルウエア－, JPCERT/CC, 2011 年 2 月 10 日,
http://www.jpcert.or.jp/ics/2011/20110210-oguma.pdf
59
CIA 並みの北朝鮮サイバーテロ部隊 小学生時代からスカウト, NEWS ポストセブン,
2011.07.09, http://www.news-postseven.com/archives/20110709_24755.html
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サイバー信頼度は高いと推定される。
３．１．５．３ サイバー防御力
北朝鮮は、主要インフラがほとんどサイバー空間に依存していないため、大規模なサイ
バー戦を仕掛けられてもほぼ無傷でいられる。
このため、サイバー防御力は高いと推定される。
３．１．６ 日本
３．１．６．１ サイバー攻撃力
防衛省・自衛隊は、サイバー攻撃等への実効的な対処能力の強化を目的として、2012 年
度末に防衛省・自衛隊における統合的なサイバー攻撃等への対処の中核となるサイバー防
護専門部隊「サイバー空間防護隊（仮称）」を新編予定である60。
「サイバー空間防護隊（仮称）」は、自衛隊指揮通信システム態の配下に新編され、「統
合調整機能」
、
「技術支援機能」
、
「訓練支援機能」及び「研究機能」を持つ。
また、
「サイバー防護分析装置」の運用開始により、自衛隊セキュリティ要員に対するサ
イバー攻撃等対処訓練の支援やサイバー攻撃対処の研究等を実施し、かつ、サイバー攻撃
等への対処のための調査研究を実施することで運用基盤を構築する予定である。
このように、サイバー攻撃等対を実施された場合の対処については、能力強化の動きが
進められているが、日本では有事法制で日本側からの能動的（active）なサイバー攻撃を
想定していないため、現時点のサイバー攻撃能力は低いと考える。
サイバー防護専門部隊の新編に向けた体制のイメージを図３－２に示す。

60我が国の防衛と予算

平成 23 年度概算要求の概要, 防衛省,
http://www.mod.go.jp/j/yosan/2011/gaisan.pdf?bcsi_scan_A643E85811A0E324=8vYSPhB0C12rn
9QmTNKsnh82FGEcAAAAGRXgMg==&bcsi_scan_filename=gaisan.pdf
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図３－２ サイバー防護専門部隊の新編に向けた体制のイメージ
３．１．６．２ サイバー信頼度
我が国の国民生活と社会経済活動は、米国と同様に、サイバー空間に大きく依存してい
る。このため、攻撃を受けた場合の影響力は大きく、サイバー信頼度は低いと考える。
３．１．６．３ サイバー防御力
サイバー空間との接続部を民間セクターが所有・運営するため、インターネットを遮断
する計画も能力もないため、有事の際に、一般利用者のサイバー空間の利用を制限するこ
とができない。
我が国の国民生活と社会経済活動はインターネットへの依存性を強めてきており、他国
からのサイバー攻撃に対する脆弱性を抱えている。
このため、日本のサイバー防御力は低いと考える。
３．２ 総合サイバー戦力まとめ
３．２．１ サイバー攻撃力
クラークは、「相当なサイバー戦闘能力を備えた国は、台湾、イラン、オーストラリア、
韓国、インド、パキスタン、NATO の数カ国を含め、合計で 20～30 か国にのぼる。今日、先
進工業国の圧倒的大多数はサイバー攻撃能力を持っている61。」と述べている。また、2011
年 6 月に開催された AFEI（The Assosiation for Enterprise Information、企業情報委員会）
のサイバー・セキュリティ・コンファレンスでは、2007 年の連邦捜査局（Federal Bureau of
61

リチャード・クラーク／ロバート・ネイク,著、北川 知子／峯村 利哉訳, 世界サイバー戦
争,2011 年 3 月
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Investigation、FBI）の報告として、「108 か国が自国の軍にサイバー戦闘部門を保持して
いる。
」ことが報告されている62。
このような状況を踏まえると、多くの国がサイバー攻撃力を整備しつつあると考えられ
る。
３．２．２ サイバー信頼度
情報革命による急速に発展する IT 技術の進歩により、社会や生活のあり方が劇的に変化
し、
「情報収集、蓄積、処理、共有方法」が変化してきた。
情報革命の恩恵を受けるべく国民生活や経済生活、そして軍備を整備してきた先進国は、
結果として、国家の主要システムがネットワークに依存している程度が高くなっており、
規模の違いこそあれ、米国と同様に、サイバー空間における脆弱性を持つと考えられる。
３．２．３ サイバー防御力
主要先進国は、テロリストからの攻撃、自然災害等を考慮した複数の観点で、国家安全
保障の観点から、重要インフラ防護のための対策に取り組んでいる。
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Tom Kellerman, “Laying Siege to Castles in the Sky.”, The Assosiation for Enterprise
Information (AFEI) cybersecurity conference “Inter-Agency Series: Responsible
Information Sharing.”, 6/29/2011 , http://www.afei.org/events/1A02/Pages/default.aspx
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４ サイバー戦における民間企業の防護支援
本章では、サイバー戦における、民間企業の防護を重要インフラ防護の観点から述べる。
４．１ 米国における重要インフラ防護
４．１．１ 米国の重要インフラ
米国の重要インフラ及び主要資源（Critical Infrastructure and Key Resources 、CI/KR）
には、国家の維持に必要なサービスを提供する資産、システム、ネットワーク及び機能が
含まれている。
米国では、重要社会インフラの大部分を民間企業が運営している一方、一部の重要イン
フラ（主に政府機関や水道関連施設）は公共組織が運営している。重要インフラ及び主要
資源（CI/KR）に対するテロリストの攻撃や、その他の人為的又は自然の災害は、政府やビ
ジネスの機能を破壊し、影響を受けたインフラ・セクターやインシデントの物理的な場所
に限定しない大量の被害を及ぼす可能性がある。
米国における重要インフラ及び主要資源（CI/KR）の概念を図４－１に示す。

図４－１ 重要インフラ及び主要資源（CI/KR）の概念63
63

US Army, TRADOC Pamphlet 525-7-8, “Cyberspace Operations, Concept Capability Plan,
2016-2028”, www.fas.org/irp/doddir/army/pam525-7-8.pdf
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米 国 に お け る 重 要 イ ン フ ラ は 、「 国 土 安 全 保 障 大 統 領 指 令 7 （ Homeland Security
Presidential Directive-7、HSPD-7）
」によって 18 の重要インフラ・セクターが定められ
ている。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」の詳細は４．１．２．２(1)節で述べる。
米国の重要インフラ・セクターを表４－１に示す。
表４－１ 米国の重要インフラ・セクター
重要インフラ・セクター
農業及び食料
（Agriculture and Food）

銀行及び金融機関
（Banking and Finance）

化学産業
（Chemical）

商業設備
（Commercial Facilities）

通信
（Communications）

重要な製造業
（Critical Manufacturing）

ダム
（Dams）

防衛産業基盤
（Defense Industrial Base）

緊急サービス
（Emergency Services）

エネルギー
（Energy）

政府機能
（Government Facilities）

医療及び公共衛生
（Healthcare and Public Health）

情報技術
（Information Technology）

国家モニュメント及び像
（National Monuments and Icons）

原子力施設及び核廃棄物
（Nuclear Reactors, Materials and
Waste）

郵便
（Postal and Shipping）

交通及び物流
（Transportation Systems）

水道
（Water）

４．１．２ 法律、規則、方針等
４．１．２．１ サイバー対処全般に関する法令等
(1) 包括的サイバー・セキュリティ・イニシアティブ（CNCI）
包括的サイバー・セキュリティ・イニシアティブ（Comprehensive National Cyber
Security Initiative、CNCI）は、2008 年 1 月、ブッシュ大統領によって署名され、オバ
マ政権に引き継がれた大統領令（NSPD64/HSPD236465）である。
包括的サイバー・セキュリティ・イニシアティブ（CNCI）には、以下の三つの綱領が
掲げられている。
・ サイバー攻撃に備える「前線基地」を構築する。ネットワーク上の脆弱性や、サイバ
ー脅威に関する意識を連邦政府内で向上させ、サイバー攻撃を未然に防ぐ。
・ サイバー教育の拡大や連邦官庁間での共同研究開発を促進することによって、強固な
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National Security Presidential Directives64/ Homeland Security Presidential
Directive23, Cyber Security and Monitoring, 8 January 2008.
65
The Comprehensive National Cybersecurity Initiative , National Security Council,
http://www.whitehouse.gov/cybersecurity/comprehensive-national-cybersecurity-initiati
ve
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サイバー・セキュリティ環境の構築を目指す。
・ 防諜機関の能力を強化し、重要な IT 技術に関する情報セキュリティを確保すること
で、様々な種類の脅威に対抗できる体制を整備する。
これらの綱領を中心として、以下の 12 分野の取り組みが示されている666768。
ア 高信頼インターネット・コンピューティング
連邦政府のインターネットへのアクセスポイントを、4,300（当時）か所から、2008
年までに 50 か所に減らす。
イ 侵入検知
ウ 侵入防止
エ 研究開発
オ 状況認識
カ サイバー攻撃に関する情報収集活動
キ 機密に分類されるネットワーク・セキュリティ
ク サイバー教育及び訓練
ケ 情報セキュリティ・技術の実装
コ 抑止戦略
サ 地球規模のサプライ・チェーンのセキュリティ
シ 公共/民間の協調

(2) 国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP）
2010 年に制定された国家サイバー・インシデント対応計画（National Cyber Incident
Response Plan、NCIRP）69は、政府と企業、国際的パートナーとのパートナーシップに関
する統合的なガイドラインであり、包括的サイバー・セキュリティ・イニシアティブ
（CNCI）に従って、サイバー・セキュリティに対する戦略的アプローチを提供している。

(3) サイバー空間のための国際戦略
2011 年 5 月、
米国大統領府が
「サイバー空間のための国際戦略（International Strategy

66

National Cyber Security Initiative will have a dozen parts, Nextgov, 08/01/2008,
http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20080801_9053.php
67
米国連邦政府のサイバーセキュリティ政策を巡る最近の動向, JETRO/IPA NY, 2011 年 3 月,
http://www.csaj.jp/government/other/2011/110331_jetro1.pdf.pdf
68
米国連邦政府のサイバーセキュリティ政策を巡る動向, JETRO/IPA NY, 2010 年 3 月,
http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/201003.pdf
69
National Cyber Incident Respos Plan, Interim Version, DHS, September 2010,
http://www.federalnewsradio.com/pdfs/NCIRP_Interim_Version_September_2010.pdf
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for Cyberspace）
」を発表した70。この国際戦略は、
・パートナーシップを強化するための外交
・抑止力のための防衛力
・繁栄とセキュリティを構築するための開発
を三つの柱に据え、それらを実現するための優先的な政策事項として、
ア 経済：国際標準の推進及び革新的・開放的な市場
イ ネットワークの保護：セキュリティ・信頼性・復元力
ウ 法執行：協調の拡張及び法の支配
エ 軍事：21 世紀の安全保障上の課題への対応
オ インターネットのガバナンス：効果的・包含的な体制の推進
カ 国際開発：能力・セキュリティ・繁栄の構築
キ インターネットの自由：原則的な自由及びプライバシーの支援
を提起しており、インターネットに関する課題全般に各国と連携して対処するための方
針を初めて打ち出した。

図４－２ サイバー空間のための国際戦略

(4) サイバー作戦のための米国防総省戦略
William Lynn 国防副長官は、2011 年 7 月 14 日、ワシントンの国防大学でのスピーチ
の際に「サイバー作戦のための米国防総省戦略（Department of Defense Strategy for

70

International Strategy for Cyberspace, May 2011,
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/internationalstrategy_cybers
pace.pdf
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Operating in Cyberspace）
」71を公表した。このドキュメントで示されている米国防総省
戦略は、以下に示す五つの柱で構成されており、サイバー攻撃能力よりも、サイバー防
護（cyber-defenses）を強調している。
ア 空、海、地上、宇宙と同様に、サイバー空間を作戦ドメインとして確立するととも
に、サイバー任務を実施するために必要な要員の組織化、訓練、装備の実施
イ センサーやソフトウェア、シグネチャーを用いた積極的な防護（active defenses）
を含む、ネットワーク上の新しい作戦の概念の導入
ウ 民間企業及びその他の政府機関、とりわけ、重要インフラ防護のために民間ネット
ワークの防護に責任を持つ国土安全保障省（Department of Homeland Security、DHS）
とのパートナーシップ
エ 米国同盟国及び国際的なパートナーと協調した、共同的なサイバー防護の強化
オ 優れたサイバー要員の確保や頻繁な技術的変革を含む、米国の技術的及び人的資源
に対する投資
米国防総省（DoD）は、民間が保有している電力、輸送、金融ネットワーク等に非常に
依存している。国土安全保障省（DHS）は、米国政府のネットワークと重要防護基盤を保
護するための民間企業と連携した活動に責任を持つ一方、米国防総省（DoD）と米国サイ
バー軍（USCYBERCOM）は、サイバード・メインと保護すべき軍のネットワークにおける
米国防総省（DoD）の活動の組織化に責任を持つ。
新戦略では、防護能力の向上に焦点を当てており、その一つとして、サイバー空間に
対する侵入を、米国防総省（DoD）の作戦に影響を与える前に検知し、阻止するためのセ
ンサー、ソフトウェア、特別なシグネチャー又はコードの展開を基準としている。
公共交通機関や電力網などのインフラに深刻な被害を及ぼすサイバー攻撃には、相手
を特定した上で軍事攻撃を辞さない考えを示し、通常戦力による報復も辞さないという
方針を明言しているが、サイバー攻撃された場合の報復については、詳細を記述してお
らず、サイバー脅威に対応するための攻撃方法について、何も触れていない。
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Cyber Strategy, DoD, http://www.defense.gov/home/features/2011/0411_cyberstrategy/
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図４－３ サイバー作戦のための米国防総省戦略
４．１．２．２ 重要インフラ防護に関する法令等
米国の重要インフラの防護の責任として、米国防総省（DoD）を防衛する使命はサイバー
軍、米国防総省（DoD）以外の政府機関については、国土安全保障省（DHS）が防衛の任に
当たる。国土安全保障省（DHS）は”.gov”ドメインを防御し、米国防総省（DoD）のサイ
バー司令部が”.mil”ドメインを防御する。
また、米国の非軍事目標の防衛については、米国防総省（DoD）と国土安全保障省（DHS）
が、状況に応じて政府機関の取引相手を守るために民間セクターの一部を支援する場合が
あるが、その責任を国土安全保障省（DHS）が担っているが、政府機関以外の残り全部は、
サイバー戦争からの自衛は、個々の企業の責任としている。
米国の重要インフラ防護に関する法令等を図４－４に示す。
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国土安全保障法 （Homeland Security Act of 2002）
・米国国土（Homeland）の安全保障に関わる連邦政府の組織機構の整備は、2001年9月11日の同時多発テロ事件を契機として、
総合的統一的な権限・機能を有する省の新設を中心とする国土安全保障体制の全面的再編へと、事態は急激な展開を見せた。
2002年11月25日、国土安全保障体制の再編を目的とする「2002年国土安全保障法（Homeland Security Act of 2002）」が成立、
年を改めた2003年の１ 月24日には、国土安全保障省（DHS）が正式に発足した。

国土安全保障大統領指令7（2003年）
・国家の重要インフラ及び主要リソース（CI/KR）をテロリストの攻撃から守るため、連邦政府機関がCI/KRについて特定し、保護の
プライオリティを定めることを目的としたもの。
・18の重要インフラ分野を指定し、国土安全保障省（DHS）に対して、重要インフラをサイバー攻撃や物理的攻撃から総合的に守る
計画(国家インフラ保護計画：NIPP)を作成することを求めている。

国家インフラ防護計画（2006年）
（National Infrastructure Protection Plan, NIPP）
・重要な国家インフラを保護するためのリスクマネジメントの枠組について定めた計画
・対策の全体像及び関係者の役割と責務を定めている。
・国家インフラ防護計画（NIPP）は、2009年2月に改訂された。

セクター別計画
（Sector-Specific Plan, SSP）
・国家インフラ保護計画(NIPP)に記載されたリスクマネジメントの枠組を、重要インフラに指定された各分野の特性やリスク環境に適
用するための計画。各重要インフラ分野の主管官庁が、国土安全保障省（DHS）の支援を得て、各分野の業界組織や企業と検討
の上とりまとめた。

図４－４ 米国の重要インフラ防護に関する法令等

(1) 国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）72
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、国家の重要インフラ及び主要資源（CI/KR）
をテロリストの攻撃から守るため、連邦政府機関が重要インフラ及び主要資源（CI/KR）
について特定し、保護のプライオリティを定めることを目的としたもので、国家重要イ
ンフラの脆弱性を排除することを目的として、1998 年 5 月 22 日にクリントン政権が署
名した大統領令 63「重要インフラ防護」
（Presidential Decision Directive-63、PDD-63、
Critical Infrastructure Protection) の改訂版である。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、国土安全保障法（Homeland Security Act
of 2002）73を根拠とし、あらゆる重要インフラ防護に関する国家政策の中心に国土安全
保障省（DHS）を据える内容となっている。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、18 の重要インフラ分野を指定し、国土安
全保障省（DHS）に対して、重要インフラをサイバー攻撃や物理的攻撃から総合的に守る
計画(国家インフラ防護計画、National Infrastructure Protection Plan、NIPP)を作成
することを求めている。
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Critical Infrastructure , DHS,
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1189168948944.shtm
73
Public Law 107–296, NOV. 25, 2002 , http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf
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18 セクターの民間インフラは、
情報共有分析センター（Information Sharing & Analysis
Center、ISAC）を通じて協力を行い、情報の共有を図る。
大統領令をより具体化し、実行に移すための目標設定を行うために、連邦政府機関は
各機関が所有・管理する重要インフラの重要インフラ防護計画をまとめ、2004 年 7 月ま
でに行政管理予算局（Office of Management and Budget、OMB）に提出、これを国土安
全保障省（DHS） が中心となってレビューを実施し、最終的に国土安全保障省（DHS）が
まとめる「国家インフラ防護計画（NIPP）
」 に反映することとされた。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」は、2006 年に第 1 版が作成された後、2009 年に改
訂が加えられたものが現在も使用されている。
なお、
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」自体は、各種重要インフラに対するあらゆる
形態（物理的、サイバー問わず。
）の脅威について、対策を策定するものであり、重要イ
ンフラを 18 分野に分類した上で、各分野において責任を負う官庁を指定している。
米国の重要インフラの連続性を防護・確保することは国家安全保障、国民の健康と安
全、経済の活力、生活様式にとって重要である。重要インフラは、物理的なもの仮想的
なものも含めた資産、システム、ネットワークで、米国にとって重要なものであり、こ
れら重要資産の無効化や破壊は、セキュリティ、国家経済の安定、国民の健康と安全等
にとって悪影響を及ぼす。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、米国防総省（DoD）のパートナーがテロリ
ストの攻撃から地域社会の中で重要インフラを識別、優先度を付け、保護するのための
フレームワークを制定することで、重要インフラ防護を強化するためのポリシーを制定
した。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、17 の重要インフラ・セクターを定め、
各セクターに、保護と回復力構築計画とその実行を指導する政府のセクター別機関
（Sector-Specific Agencies、SSA）を定めた。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、国土安全保障省（DHS）に現存する重要イ
ンフラ・セクターのギャップを確認し、それらのギャップを埋める新しいセクターを確
立することを可能にしている。この権限の元で、国土安全保障省（DHS）は、2008 年 3 月
に 18 番目のセクターである「重要な製造業（Critical Manufacturing Sector）」を確立
した。
各セクター別機関（SSA）は、管轄するセクターの特徴に対応した、「国家インフラ防
護 計 画 （ NIPP ）」 フ レ ー ム ワ ー ク の 具 体 的 な 実 施 計 画 と し て 、 セ ク タ ー 別 計 画
（Sector-Specific Plan、SSP）を作成する。
米国の重要インフラ・セクター及び主管官庁を表４－２に示す。
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表４－２ 米国の重要インフラ・セクター及び主管官庁（１／２）
重要インフラ・セクター
農業及び食料
（Agriculture and Food）

主管官庁
農務省（Department of Agriculture、DoA）
保健福祉省（Department of Health and Human
Services、DHHS）

銀行及び金融機関

財務省（Department of the Treasury、DoT）

（Banking and Finance）
化学産業
（Chemical）

国土安全保障省インフラ防護局
（Office of Infrastructure Protection, Department
of Homeland Security、DHS OIP）

商業設備

国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）

（Commercial Facilities）
通信

国土安全保障省サイバー・セキュリティ及び通信局

（Communications）

（Office of Cybersecurity and Communications,
Department of Homeland Security、DHS CS&C）

重要な製造業

国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）

（Critical Manufacturing）
ダム

国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）

（Dams）
防衛産業基盤

米国防総省（DoD）

（Defense Industrial Base、DIB）
緊急サービス

国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）

（Emergency Services）
エネルギー

エネルギー省（Department of Energy、DoE）

（Energy）
政府機能
（Government Facilities）

国土安全保障省移民・税関捜査局
（Immigration, and Customs Enforcement, Department
of Homeland Security、DHS ICE）
国土安全保障省連邦保護局（Federal Protective
Service, Department of Homeland Security、DHS FPS）

医療及び公衆衛生

保健福祉省（DHHS）

（Healthcare and Public Health）
情報技術
（Information Technology）

国土安全保障省サイバー・セキュリティ及び通信局
（DHS CS&C）
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表４－２ 米国の重要インフラ・セクター及び主管官庁（２／２）
重要インフラ・セクター
国家モニュメント及び像

主管官庁
内務省（Department of the Interior、DoI）

（National Monuments and
Icons）
原子力施設及び核廃棄物

国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）

（Nuclear Reactors,
Materials and Waste）
郵便
（Postal and Shipping）

国土安全保障省運輸保安局
（Transportation Security Administration, Department
of Homeland Security、DHS TSA）

交通及び物流
（Transportation Systems）

国土安全保障省運輸保安局（DHS TSA）
国土安全保障省米国沿岸警備隊
（United States Coast Guard, Department of Homeland
Security、DHS USCG）

水道

環境保護庁（Environmental Protection Agency、EPA）

（Water）
※ 分野間の優先順位は公表されていない。
米国の重要インフラ防護活動において、国土安全保障省（DHS）、主管官庁及び重要イン
フラ基盤所有者/運用者（民間企業）に求められる責任及び役割は、「国土安全保障大統領
指令 7（HSPD-7）
」で以下のように定められている。
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ア 国土安全保障省（DHS）の任務
(ｱ) 他組織と協力し、重要インフラ防護計画を作成する。
(ｲ) 重要インフラ主管官庁を支援する。
(ｳ) 総合的かつ多層的なリスクマネジメント・プログラムを開始する。
(ｴ) 分野横断的な保護方針及び手段について決定する。
(ｵ) 個別分野ごと及び分野横断的なリスクマネジメントに関する評価基準を推奨する。
(ｶ) サイバー・セキュリティーに関する議論を集約する。
(ｷ) 重要インフラ防護に関わる民間組織と政府組織が協力するための枠組を準備する。
(ｸ) 重要インフラ防護に関する連邦政府対応の特定、優先順位付け、調整を行う。
(ｹ) 各重要インフラ分野内外の調整、協力促進、支援を行う。
(ｺ) 地域ごとの重要インフラ関連者の連携を促す。
(ｻ) 民間組織や一般市民に、脅威に関する情報（評価や警告）を提供するための仕組み
を構築する。
(ｼ) 重要インフラのリスク評価を推進、支援する。
(ｽ) 重要インフラ防護の取組に関する最善事例を取りまとめ、関係者で共有する。
(ｾ) 重要インフラ防護に関係する研究開発や試験計画を支援する。
(ｿ) 多分野間の情報共有が適宜なされているか確認する。
(ﾀ) 重要インフラ防護に関わる教育訓練、啓蒙活動を全国的に推進する。
(ﾁ) 脅威に関する情報報告制度を構築する。
(ﾂ) 各分野における重要インフラ防護の状況を評価する。
イ 重要インフラ・セクター主管官庁の任務
(ｱ) 重要インフラを保護するための計画を準備、実施する。
(ｲ) 重要インフラを所有/運用する民間企業と、情報共有及び状況分析の仕組みを構築
する。
(ｳ) 主管分野に関する重要インフラ防護の特定、優先順位付け、調整の状況を国土安全
保障省長官に毎年報告する。
(ｴ) リスクの大きい重要インフラにおけるリスク評価及びリスク管理計画を調整、推進、
支援する。
(ｵ) 主管分野の重要インフラと指定された施設について国土安全保障省（DHS）に報告
し、必要な予算措置を得る。
(ｶ) 重要インフラ防護に関する教育訓練、啓蒙活動を推進する。
(ｷ) 重要インフラ防護活動の評価基準を検討する。
(ｸ) 重要インフラ防護計画への民間組織の参加を促す。
(ｹ) 重要インフラの依存関係分析等を支援する。
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ウ 米国防総省（DoD）の任務
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」によって付与されている、米国防総省（DoD）
の主な責任を以下に示す。
(ｱ) 米国防総省（DoD）は、任務を遂行するために必要なインフラを識別、優先度付け
及び保護する責任を持つ。
(ｲ) 米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）が持つ重要インフラの識別、評価及び
リスク管理の改善を実施するための協調的な活動の指導に責任を持つ、セクター別
機関（SSA）として指名される。
(ｳ) セクター別機関（SSA）は、国土安全保障省（DHS)と協力してセクター別計画（SSP）
を策定する。
(ｴ) 米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）を所有/運用する民間パートナーを主
導し、防衛産業基盤（DIB）において何らかのインシデントが発生した場合に、最初
の対応者となる国や地方自治体レベルの民間当局を支援する。

(2) 国家インフラ防護計画（NIPP）
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」は、政府機関、民間セクター、国際組織及び関連組
織間で協調した活動を作り出し、実装、維持するために必要なフレームワークを提供す
る枠組みで、
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」の要求に基づいて、国土安全保障省
長官によって発行された。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」では、重要インフラ分野の主管官庁が作成する重要
インフラの分野別防護計画の枠組みを以下のとおり統一している。
ア 分野の特性と目標
イ 資源、システム、ネットワーク及び機能の特定
ウ リスクの評価
エ インフラの優先順位
オ 保護プログラムの策定と実施
カ 経緯の評価
キ 重要インフラ防護に関わる研究開発
ク 管理及び調整における主管官庁の責任

(3) セクター別計画（SSP）
重要インフラ分野の主管官庁は、「国家インフラ防護計画（NIPP）」に記載されたリス
クマネジメントの枠組を担当分野の特性やリスク環境に適用させるために、国土安全保
障省（DHS）の支援を得て、各分野の業界組織や企業と検討の上、とりまとめてセクター
別計画を作成する。
重要インフラ分野の主管官庁は、連邦情報セキュリティ・マネジメント法(The Federal
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Information Security Management Act of 2002、FISMA)によって、セクター別計画（SSP）
として作成した情報セキュリティ計画の作成、実装、監視等の進捗状況の定期的な報告
を義務付けられている。セクター別計画（SSP）の進捗状況は、行政管理予算局（OMB）
がとりまとめて議会に報告し、会計検査院（GAO）がその実施の有効性を評価する。
防衛産業基盤（DIB）に関するセクター別計画（SSP）の構成を以下に示す。
ア 防衛産業基盤（DIB）に関する重要インフラ防護計画の構成
(ｱ) セクターの概観と目標
防衛産業基盤（DIB）セクターの概要及び防衛産業基盤（DIB）が提供する製品や
サービスの分類方法
(ｲ) 資産、システム、ネットワーク及び機能の識別
米国防総省（DoD）や防衛産業基盤（DIB）の所有者/運用者が、資産を識別するた
めに必要な情報とその収集方法
資産の重要度は、その資産が被害を受けた場合に、米国防総省（DoD）の任務、国
家経済の安全保障及び公衆衛生や安全に及ぼす影響によって決定される。
(ｳ) 資産のリスクの識別
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の規定に基づくリスク管理方法を補完する、防
衛産業基盤（DIB）の特徴を踏まえたリスク管理方法
テロリスト攻撃や（個々の資産、システム、ネットワークに関係する従属性や相
互依存性を含む。
）その他の事故に潜在する直接又は間接的な因果関係を組み合わせ
て考えることで、種々の潜在的な事故や一般的又は特別な脅威情報に対する脆弱性
と考えられるリスクを決定する。
(ｴ) インフラの優先順位付け
防衛産業基盤（DIB）を構成する資産、システム、ネットワーク等の重要性を優先
度付けするための評価・分析方法
資産の優先度付けには、
「任務（5 要素）
」、「脅威（5 要素）」、
「経済（4 要素）
」及
び「その他（2 要素）
」の計 16 要素を用いて分類する資産優先度付けモデル（Asset
Prioritization Model、APM）を使用する。
(ｵ) 保護計画の開発及び実装
a 識別されたリスクを軽減し、優先度付けが必要な資産を安全に保つための、保護
活動又は計画の選択方法
b インフラ防護に対する「多重防護」のアプローチ
インフラが受ける被害と軍の任務遂行や国家安全保障に及ぼす被害等を考慮して、
民間セクターにおける自己評価及び自己防護、地方自治体の緊急対策サービス、州
や連邦政府の支援等を段階的に活用する「多重防護」方法
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(ｶ) 進捗の測定
防衛産業基盤（DIB）セクターのリスク管理の進捗情況に関する測定方法
測定基準は、「国家インフラ防護計画（NIPP）」で規定された分野共通の指標と、
防衛産業基盤（DIB）分野特有の指標の 2 種類がある。
(ｷ) 重要インフラ及び主要資源（CI/KR）保護のための調査及び開発
重要インフラ及び主要資源（CI/KR）保護のための調査及び開発に関する、防衛産
業基盤（DIB）分野の現在の状況及び探求すべき方向
(ｸ) 管理及び調整におけるセクター別機関（SSA）の責任
防衛産業基盤（DIB）のセクター別機関（SSA）としての米国防総省（DoD）として
の実施事項
４．１．３ 組織
本節では、米国の重要インフラ防護に関連する組織として、国土安全保障省（DHS）
、米
国防総省（DoD）について、以下に述べる。
４．１．３．１ 国土安全保障省（DHS）
国土安全保障省（DHS）は、テロリストの攻撃と自然災害から国土の安全を守るために、
2002 年 11 月に設立された。軍事以外の全ての防衛を担当し、重要インフラの保護等の役割
を担う。

(1) 国家サイバー・セキュリティ部門（NCSD）
国土安全保障省（DHS）の国家サイバー・セキュリティ部門（National Cyber Security
Division、NCSD）74は、公共、民間及び国際的組織と協力してサイバー・セキュリティに
取り組んでいる。国家サイバー・セキュリティ部門（NCSD）は、効果的な国家サイバー・
セキュリティ準備態勢・対応システムを構築・維持すること及び主要インフラを防護す
るためにサイバー・リスク管理施策を導入することを目的として活動を実施している。
ア 米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)
米国コンピュータ緊急対応チーム(U.S. Computer Emergency Readiness Team、
US-CERT)を民間部門と共同で設立・運用する。75
イ 国家サイバー警報システム（National Cyber Alert System、NCAS）76
国民・企業・政府機関などにサイバー・セキュリティに関する情報をタイムリーに
提供する 。
74

National Cyber Security Division, DHS,
http://www.dhs.gov/xabout/structure/editorial_0839.shtm
75 US-CERT の詳細は 4.1.3.1(2)節参照
76
US CERT, http://www.us-cert.gov/referral_pg/
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ウ サイバー・セキュリティ演習
サイバー・セキュリティ演習「サイバーストーム（Cyber Storm）
」77を開催し、主要
インフラへのサイバー攻撃に対する官民組織の対応、他機関との協力体制、復旧作業
などの準備態勢を検証する。

(2) 米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)
米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)は、国土安全保障省（DHS）配下の国家サ
イバー・セキュリティ部門（NCSD）の実働部隊である情報セキュリティ対策組織で、国
際的なサイバー演習 （直近では、Cyber StormⅢ）の主宰なども行うほか、JPCERT/CC（Japan
Computer Emergency Response Team Coordination Center）等の各国の関係組織との間
で脅威情報の共有などの連携を行っている。
2003 年に、米国のインターネットのインフラ保護を目的として創設された。
米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)の目的は、国家のサイバー・セキュリティ
に対する姿勢を向上させること、関連情報を広く普及させること、そして国のサイバー・
リスクを管理することで、パートナーとなる機関・企業やサービス対象者との間の調整
機関である。状況認識の共有を図ったり、警戒情報や注意喚起の発信を行ったりするこ
とで、サービス対象者の資産をサイバー・セキュリティ上の脅威から防御すべく支援す
る。ここでいうパートナーやサービス対象者には、連邦政府、州政府、地方自治体、民
間組織、重要インフラ事業者、海外のセキュリティ関連組織などが含まれる。78
米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)は、サイバー攻撃に対する防護と対応を調
整し、セキュリティを確保するため以下の 3 点を担当している。
ア サイバー脅威や脆弱性の分析、軽減
イ サイバー脅威についての警告及び情報発信
ウ インシデント・レスポンスの調整

(3) 国家サイバー・セキュリティ・通信統合センター（NCCIC）
国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（National Cybersecurity and
Communications Integration Center、NCCIC）は、政府のサイバー・セキュリティ関連
機関の業務を統合し、24 時間態勢の警戒監視センターとしての役割を有する機関として、
2009 年に国土安全保障省（DHS）に新設された79。
国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）の活動対象を以下に示す。
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サイバーストームの詳細は 6.3 節参照
米国連邦政府のサイバーセキュリティ政策を巡る動向, JETRO/IPA NY , 2010 年 3 月
http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/201003.pdf
79
About the National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC) 、DHS,
http://www.dhs.gov/xabout/structure/gc_1306334251555.shtm
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ア 国土安全保障省（DHS）の活動要素
(ｱ) 米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)
国家サイバー・セキュリティ部門（NCSD）で、米国のサイバー基盤を防護するた
めの公共-民間間のパートナーシップを主導する。
(ｲ) 電 気 通 信 の た め の 国 家 調 整 セ ン タ ー （ National Coordinating Center for
telecommunications、NCC）
国土安全保障省国家通信システム（National Communications System, Department
of Homeland Security、DHS NCS）80の運用部門
(ｳ) 国家サイバー・セキュリティ・センター（National Cybersecurity Center、NCSC）
政府の最も大きな六つのサイバーセンターの運用を調整する。
(ｴ) 国土安全保障省情報収集及び分析室（Office of Intelligence and Analysis,
Department of Homeland Security、DHS I&A）
国土安全保障に関する情報を収集し、分析する。
イ 政府パートナー
(ｱ) 米国防総省（DoD）
(ｲ) 司法省（DoJ）
(ｳ) 連邦捜査局（FBI）
(ｴ) 米国シークレット・サービス（US Secret Service、USSS）
(ｵ) 国家安全保障局（National Security Agency、NSA）
ウ 州及び地方議員
エ 法執行パートナー
オ インテリジェンス・コミュニティ
カ 民間セクター及び非政府パートナー
国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）は、24 時間年中無休で政府、国
家、地方自治体、インテリジェンス・コミュニティ、法執行機関及び民間機関におけるサ
イバー・コミュニケーションのための統一された状況認識を構築するための責任を持つ。
監視及び警告を出す国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）は、国家の重
要常用技術やサイバー基盤に影響を及ぼす脅威やインシデントに取り組む国家の能力を向
上させるために設立された。サイバー又は通信インシデントが発生した場合、国家サイバ
ー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）は、連邦政府機関、地方自治体、民間セクタ
80

テレコミュニケーションサービス及び施設の復旧のため、電話会社への援助を行う。NCS は、
常事態対策における通信手段の確保を含めた通信インフラのセキュリティ確保、及び高機能化に
向けて取り組む機関である。米国ホームランドセキュリティ最新動向概要【連載第 5 回】
, HITACHI,
2005 年 10 月 14 日,
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/Secureplaza/sec_trend/ls/ns/news_summary05.html
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ー等が十分に機能を発揮するための調整を実施する、国家のレスポンス・センターとして
機能する。
調整された対応を準備するために、国土安全保障省（DHS）は、サイバー・インシデント
の際の規約や手順を提供する、国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP）を作成する
ために、米国防総省（DoD）や民間企業と協力して活動する。例えば、電気のグリッドにサ
イバー攻撃があった場合、国土安全保障省（DHS）は、攻撃に対する対処方法を決定するた
めに政府高官をとりまとめ、その対処をコントロールするのに最も適した部門や機関を決
定する。
国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）概要を図４－５に示す。

国家サイバー・セキュリティ通信統合センター
（NCCIC)
米国コンピュータ
緊急対応チーム
（US-CERT)

国家調整センター
（NCC)

産業制御ｼｽﾃﾑ
緊急対応チーム
（ICS-CERT）

情報収集及び
分析室
（I&A）

NCCICのパートナー
国家オペレーション・センター（National Operations Center、NOC）、連邦捜査局（FBI）、米国シークレット・サービス(USSS)、国家対応調整
センター(National Response Coordination Center、NRCC)、情報共有分析センター(ISAC) 、国家インフラ調整センター（NICC）、米国防総
省（DoD）、インテリジェンス・コミュニティ・インシデント対応センター（IC-IRC）、 移民関税執行サイバー犯罪センター（ICE CCC)、運輸省/
連邦航空局（Department of Transportation/Federal Aviation Administration、DoT/FAA）、国家サイバー・セキュリティ・センター（NCSC)、
国家安全保障局/中央保安部脅威オペレーション・センター（NTOC） 、 国家サイバー調査統合任務部隊（NCIJTF）、財務省（DoT）セキュリ
ティ・オペレーション・センター（SOC) 等

NCCICの能力

NCCICの活動

24時間のサイバー・インシデント対応管理センター
差し迫ったインシデントやサイバー事象の影響を表示・警告
国家サイバー共通運用画面（COP）の維持
サイバーに関する専門的識見・連携の国家的統合
政府内部、政府民間のサイバーに関する連絡
インシデント対応した柔軟かつ拡張可能な組織構成
定常状態の運用を通じた省（局）間ｽﾀｯﾌの連携強化

監視と警告
オペレーション
連絡
分析
計画
支援
評価

図４－５ 国家サイバー・セキュリティ通信統合センター（NCCIC）概要
（国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP）の Figure2 を参考に作成)

(4) サイバー・セキュリティ・コーディネーター
サイバー・セキュリティ・コーディネータは、サイバー空間における米国の利益を確
保するための国家戦略の策定に責任を持つサイバー・セキュリティ対策の責任者で、五
つの柱のサイバー・セキュリティ戦略と共にオバマ政権によって設置が宣言された。
サイバー・セキュリティ対策では、安全確保とビジネス効率の両立が常に大きな問題
になる。サイバー・セキュリティ・コーディネーターは米国政府のコンピュータ・セキ
ュリティ向上に向けて、多数の政府機関全体にわたって難しい取り組みを推進する必要
がある。
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４．１．３．２ 米国防総省（DoD）
米国合衆国の国防・軍事を統合する官庁である。米国軍（五軍）のうち、国土安全保障
省米国沿岸警備隊（DHS USCG）を除く陸軍・海軍・空軍・海兵隊の四軍を傘下に収める。
陸海空軍の各省の統括組織である。

(1) 国防情報システム局（DISA）
国防情報システム局（Defense Information System Agency、DISA）は、米国防総省（DoD）
のインターネット・サービス・プロバイダ（Internet Service Provider、ISP）を直轄
する部門である。

(2) 米国サイバー軍（USCYBERCOM）
米国サイバー軍（USCYBERCOM）は、サイバー空間での戦争を戦い、軍のコンピュータ
をハッカー達から守る軍として 2009 年 10 月に実働を開始した。米国戦略軍（United
States Strategic Command、USSTRATCOM）の下に設置される。陸・海・空・海兵隊の四
軍それぞれのサイバー戦担当コマンドを配下に置き、合衆国法典タイトル 5081により、戦
争参加及び攻撃の実行が可能である。
ア 任務
(ｱ) 国土安全保障省（DHS）が米国政府のネットワーク（.gov ドメイン）と重要防護基
盤を保護するための民間企業と連携した活動に責任を持つ一方、米国防総省（DoD）
と米国サイバー軍（USCYBERCOM）は、サイバード・メインと保護すべき軍のネット
ワーク（.mil ドメイン）における米国防総省（DoD）の活動の組織化に責任を持つ。
(ｲ) 米国防総省（DoD）の特定の情報ネットワークに対する日々の防衛・保護活動を指
揮する。
(ｳ) 軍事作戦に（サイバー上の）支援を付与することにより、米国防総省（DoD）と連
携する。
(ｴ) 米国防総省（DoD）の特定の情報ネットワークに関連する（日々の防衛・保護活動
とは異なる）作戦・防衛活動を指揮する。
(ｵ) 米国防総省（DoD）の特定の情報ネットワークに関連する（日々の防衛・保護活動
とは異なる）作戦・ 防衛活動の際に、全範囲的な軍事的サイバー空間作戦を展開す
ることができるよう必要な 準備を行う。
米国サイバー軍（USCYBERCOM）の体制を図４－６に示す。
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United States Code, TITLE 50—WAR AND NATIONAL DEFENSE,
http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_50.html
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図４－６ 米国サイバー軍（USCYBERCOM）の体制
(ｶ) 陸軍サイバーコマンド （ARFORCYBER）
米国防総省（DoD）のネットワークの一部、陸戦ネットの防衛。陸軍地球規模ネッ
トワーク作戦・保全司令部（A-GNOSC)を運営
a 陸軍ネットワーク・エンタープライズ技術軍（NETCOM） / 陸軍第 9 通信軍
b 第 1 情報戦軍（地上）の一部部隊：サイバー空間活動に関連する部隊が米国サイ
バー軍（USCYBERCOM）の隷下に置かれる。
c 陸軍情報保全軍（INSCOM）
：中央保安部（Central Security Service、CSS）を構
成する部隊の一つ。サイ バー関連作戦の実行に当たって、陸軍サイバーコマンド
（ARFORCYBER）の指揮・監督を受ける。
(ｷ) 艦隊サイバーコマンド / 米国第 10 艦隊 （海軍）
電子戦やサイバー戦を担当する部隊
a 海軍ネットワーク戦司令部（Naval Network Warfare Command、NETWARCOM）
b 海軍サイバー防衛作戦コマンド（Navy Cyber Defense Operations Command）
c 海軍情報作戦コマンド（Naval Information Operation Commands）
d 艦隊サイバーコマンド隷下の複数の合同任務部隊（Combined Task Forces）
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(ｸ) 第 24 空軍 （空軍）
電子戦・情報戦・サイバー戦を担当する部隊。空中及び宇宙での作戦と完全に統
合させる形で、サイバー作戦を継続的に遂行できるよう、訓練を積み、装備を持ち、
戦闘準備を備えた戦力を供給する。
a 第 67 ネットワーク戦航空団（67th Network Warfare Wing）
空軍ネットワークの防御・敵ネットワークへの攻撃

サイバー作戦における空軍

の「中核研究拠点」として機能する。
b 第 688 情報作戦航空団（688th Information Operations Wing）
中核研究拠点
c 第 689 戦闘通信航空団（689th Combat Communications Wing）
(ｹ) 海兵隊サイバー空間コマンド (海兵隊)

(3) 国家安全保障局 (NSA)
1952 年 11 月 4 日に設立された、国家情報長官によって統括されるインテリジェンス・
コミュニティーの中核組織の一つであり、公式では海外情報通信の収集と分析を主任務
としている。合衆国法典タイトル 1082で支援組織として規定されており、戦争参加が禁止
されている。
中央情報局（CIA）が主にヒューミント（human intelligence、Humint）と呼ばれるス
パイなどの人間を使った情報収集活動を担当するのに対し、国家安全保障局(NSA)はシギ
ント（signal intelligence、Sigint）と呼ばれる電子機器を使った情報収集活動とその
分析、集積、報告を担当する。シギント活動を中心に中央保安部（CSS）の協力により、
合衆国の各情報部と連携して活動を行う。
４．１．３．３ 国家保護及びプログラム理事会（NPPD）
国家保護及びプログラム理事会（National Protection and Programs Directorate 、NPPD）
83

は、包括的サイバー・セキュリティ・イニシアティブ（CNCI）の元で、機密に分類されて

いないドメインにおける国土安全保障省（DHS）のサイバー・セキュリティ活動を主導する。
国家保護及びプログラム理事会（NPPD）は、企業に対して、企業内の脅威を識別するた
めのリスクアセスメントの実施、政府と企業の両方が双方の脅威に対する防御を向上させ
るための無料のサービスを提供する。また、この活動の中で、サイバー・セキュリティの
主要原則である情報共有が提携される。
国家保護及びプログラム理事会（NPPD）が実施している活動のうち、より強力なサイバ
82

United States Code, TITLE 10—ARMED FORCES,
http://www.law.cornell.edu/uscode/10/usc_sup_01_10.html
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About the National Protection and Programs Directorate , DHS,
http://www.dhs.gov/xabout/structure/editorial_0794.shtm
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ー・セキュリティ対策を実現するために必要な情報共有活動として、以下の活動が挙げら
れている84。
(1) 情報共有することに関する政府、企業、双方の価値を明確にする。
(2) あらゆるデータを取得/受領する前に、政府が企業にとって特別な情報を十分に保護可
能であることを確実にする。
(3) 情報交換規定（プロトコル）が双方の任務の必要性に適合していることを確実にする。
４．１．３．４ インテリジェンス・コミュニティ
インテリジェンス・コミュニティは、米国政府が諸外国や国家安全保障に関わる活動を
実施する際に、より良い準備をできるようにするために、情報を収集するために独立かつ
共同で活動する 17 の軍や文民機関、組織等の連合体である。
インテリジェンス・コミュニティには、以下の組織が含まれる。

(1) 空軍情報部（Air Force Intelligence）
(2) 陸軍情報部（Army Intelligence）
(3) 中央情報局 (CIA)
(4) 沿岸警備隊情報部 (Coast Guard Intelligence、CGI)
(5) 国防情報局 (Defense Intelligence Agency、DIA)
(6) エネルギー省（DoE）
(7) 国土安全保障省（DHS）
(8) 情報調査局 (the Bureau of Intelligence and Research、INR)
(9) 国務省（Department of State、DoS）
(10) 財務省（DoT）
(11) 麻薬取締局（Drug Enforcement Administration、DEA）
(12) 連邦捜査局 (FBI)
(13) 海兵隊情報部 （Marine Corps Intelligence）
(14) 国家地球空間情報局 (National Geospatial-Intelligence Agency、NGIA)
(15) 国家偵察局 (National Reconnaissance Office、NRO)
(16) 国家安全保障局（NSA）
(17) 海軍情報部 (Office of Naval Intelligence、ONI)
(18) 国家情報長官室（ODNI）
これらインテリジェンス・コミュニティの組織の多くは、サイバー・セキュリティの目
的のためのパートナーシップ（協力）を表明しており、サイバード・メインの中で、米国
84

“Inter-Agency Series: Responsible Information Sharing.”
http://www.afei.org/events/1A02/Pages/default.aspx
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防総省（DoD）や国土安全保障省（DHS）と密接に行動する。
インテリジェンス・コミュニティのメンバーは、外国の勢力、組織、人又はそれらの機
関による敵意ある活動や、米国に対する直接的なインテリジェンス活動に関する情報を収
集し評価する。
国家安全保障局 (NSA)、国防情報局 (DIA)及び国家情報長官室（ODNI）は米国防総省（DoD）
の情報収集活動において重要な役割を果たす。国家安全保障局 (NSA)は、米国防総省（DoD）
の暗号システムのための多層防護を提供する情報保証計画の作成、実装、監督に責任を持
つ。
国家安全保障局 (NSA)の情報作戦及び情報戦支援センター事務局は、攻撃的サイバー作戦、
関連する軍の達成目標の支援、情報収集の損益評価を提供する。
国家安全保障局 (NSA)の長官は、米国防総省（DoD）の役員秘書を兼ねており、インテリジ
ェンス・コミュニティの相互干渉を排除する。
国防情報局 (DIA)は、米国防総省（DoD）の暗号化されていないシステムの保護のための
情報保証計画の作成、実装、監督に責任を持つ。
また、国防情報局 (DIA)は、防御的サイバー作戦に関する軍の達成目標の支援、政治的
及び軍の評価及びシステムの機能的な能力の戦場被害評価を提供する。
国家情報長官室（ODNI）は、攻撃的サイバー作戦のための戦略計画作成、ポリシー調整、
政府機関間の調整等、NSPD38（National Security Presidential Directive 38、安全なサ
イバー空間のための国家戦略）85実現のための、インテリジェンス・コミュニティの活動の
中心としての役割を果たす。
インテリジェンス・コミュニティは、サイバー脅威や攻撃の属性を特徴づけるための、
攻撃の検出と警告能力を提供する。それはインテリジェンス・コミュニティ・インシデン
ト対応センター（Intelligence Community—Incident Response Center、IC-IRC）が、国家
安全保障局/中央保安部脅威オペレーション・センター（NSA/CSS Threat Operations Center、
NTOC）や国家サイバー調査統合任務部隊（National Cyber Investigative Joint Task Force、
NCIJTF）や法執行機関と協力しながら実施する。
インテリジェンス・コミュニティは、インテリジェンス・コミュニティ・ネットワーク
を継続的に監視し、サイバー事象に関する情報を収集し、インテリジェンス・コミュニテ
ィ内で情報を共有する。また、サイバー・アラートや警告情報を提供する。
サイバー・インシデント管理に関する協力体制を図４－７に示す。
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National Strategy to Secure Cyberspace, FEBRUARY 2003, The WHITE HOUSE,
http://www.us-cert.gov/reading_room/cyberspace_strategy.pdf
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Figure II. Chart Depicting the Coordination of Cyber Incident Management
(National Cyber Incident Response Plan (NCIRP), Excerpt, September 2010)

図４－７ サイバー・インシデント管理に関する協力体制
（国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP）から抜粋)

４．１．３．５ 法執行機関
法執行機関は、米国防総省（DoD）及びその他の機関と、電子的な捜査に関して協力する。
また、米国防総省（DoD）の組織、軍の対情報活動機関、法執行組織に対してコンピュータ
操作の教育を実施する。
法執行機関のサイバー・セキュリティに関するセクターは、国家サイバー・セキュリテ
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ィ・センター（NCSC）や防衛犯罪捜査センター（Defense Cyber Crime Center、DC3）86を
経由して米国防総省（DoD）と連携する。防衛犯罪捜査センター（DC3）は、防衛犯罪捜査
組織（Defensive Criminal Investigative Organization、DCIO）のために捜査任務を支援
し、防衛産業基盤（DIB）のための中心的ポイントとして活動する。司法省（DoJ）は、法
執行機関の活動の状況を維持、共有しながら、サイバー犯罪の捜査及び基礎のための国家
的な活動を主導する。この間、司法長官が、犯罪捜査を主導する。司法省（DoJ）の中で、
連邦捜査局（FBI）は、コンピュータ犯罪の全ての面において、捜査の司法権を有する。
４．１．４ 情報連携
インターネットを含む米国の重要インフラは、ほとんどが民間企業によって所有されて
いる。民間や軍が使用するための重要インフラを軍でない組織が支援しているため、国家
の安全を効果的に保護するためには、公共と民間のパートナーシップが重要である。
以下に官民連携の情報共有の仕組みを紹介する。
４．１．４．１ 重要インフラ・パートナーシップ助言協議会（CIPAC）
重要インフラ・パートナーシップ助言協議会（Critical Infrastructure Partnership
Advisory Council、CIPAC）は、政府の重要インフラ防護プログラムと民間及び地方政府の
インフラ防護活動をコーディネートすることを目的に「国家インフラ防護計画（NIPP）
」に
基づいて設置された官民情報連携組織である
重要インフラ・パートナーシップ助言協議会（CIPAC）は、政府と重要インフラ及びリソ
ースの事業者及び運用者とのパートナーシップを実現し、重要インフラ防護のための様々
な活動を支援するためのフォーラムを開催している。
４．１．４．２ インフラガード（InfraGuard）
インフラガード（InfraGard87）プログラムは、サイバー空間におけるインシデント対処
能力向上のために、情報共有、調査及びサイバー犯罪の起訴手続き等に関して連邦捜査局
（FBI）
、IT 産業、学会等の官民学間で 2001 年 1 月に開始されたパートナーシップ・プログ
ラムである。
InfraGard に参加するメンバー機関には、事件発生の際に関連情報を暗号化したものが送
信され、連邦捜査局（ FBI）と国家インフラ防護センター（National Infrastructure
Protection Center、NIPC）に暗号化された事件内容が送信される88。
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DoD Cyber Crime Center, http://www.dc3.mil/
InfraGard, http://www.infragard.net/
88
米国政府関連のコンピュータウイルス対策等組織調査報告書, IPA, 2001 年 3 月,
http://www.ipa.go.jp/security/fy12/contents/virus/report/sec-rep.pdf
87
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４．１．４．３ 防衛産業基盤（DIB）サイバー･パイロット
防衛産業基盤（DIB）サイバー･パイロットは、防衛産業基盤（DIB）を構成する企業が、
自身のネットワークで悪意のある活動の識別・阻止活動支援を目的として、米国防総省
（DoD）が、国土安全保障省（DHS）と協力して、国家安全保障局(NSA)が保有している機密
に区分されるサイバー・セキュリティ情報（ウイルス情報、マルウェア情報）、その他のサ
イバー脅威に関する情報等）を米国の重要インフラ・セクターに提供したテスト事業であ
る。
防衛産業基盤（DIB）サイバー・パイロットは、少なくとも 20 の防衛契約企業で構成さ
れ、2011 年 5 月～11 月の半年間実施された。
以下にその概要を示す899091。

(1) 目的
企業が自分のネットワークで悪意のある活動を識別・阻止することの支援を目的とし、
国家安全保障局(NSA)が持つ、ウイルス、マルウェア、その他のサイバー脅威等に関する
秘匿度の高いサイバー・セキュリティ情報を米国の重要インフラ・セクターに提供し、
情報を共有する。

(2) 参加組織
ア 米国防総省（DoD）
イ 国土安全保障省（DHS）
ウ 国家安全保障局（NSA）
エ ロッキード・マーチン（Lockheed Martin）
オ SAIC（Science Applications International Corporation）
カ ノースロップ･グラマン（Northrop Grumman Corporation）
キ インターネット･サービス･プロバイダー（ISP） （AT&A、Verizon、CenturyLink 等）
等

(3) 期間
2011 年 5 月～11 月中旬
89

Lynn Outlines New Cybersecurity Effort, DoD, June 16, 2011,
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=64349
90
DoD launches program to aid defense contractors in defending networks, infoSecurity,
20 June 2011,
http://www.infosecurity-magazine.com/view/18797/dod-launches-program-to-aid-defense-c
ontractors-in-defending-networks/
91
Cyber defense effort is mixed, study finds, The Wasington Post, January 13, 2012,
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cyber-defense-effort-is-mixedstudy-finds/2012/01/11/gIQAAu0YtP_story.html
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(4) 実施の概要
国家安全保障局(NSA)から提供されたウイルス、マルウェア、その他のサイバー脅威等
に関する情報を基に、各企業が自己のネットワークを監視するとともに、サイバー･パイ
ロットに参加した AT&T、Verizon、CentryLink 等のインターネット･サービス･プロバイ
ダー(ISP)が、安全なネットワークを確保するために情報のフィルタリングを実施する。
ア 情報の共有
(ｱ) 企業は、政府からの情報を共有する。
(ｲ) 政府に情報を提供したい場合は、防衛犯罪捜査センター（DC3）に対し行う。
イ 情報のフィルタリング
(ｱ) 入ってくる悪意のある電子メールを隔離する。
(ｲ) 出て行く怪しい Web サイト宛の通信を逆探知（リダイレクト）する。

(5) 成果
ア 情報共有
(ｱ) サイバー・セキュリティに割く資源（費用等）が不十分な企業へは特に有用であっ
たが、国家安全保障局(NSA)が保有しているマルウェアのシグネチャは、最新のもの
ではなかった。
(ｲ) 試験期間中に発見された悪意のある活動は、52 件、そのうち国家安全保障局(NSA)
から提供された情報で、企業がまだ持っていない情報を使って発見された活動は、2
件だけである。
(ｳ) 攻撃阻止において、総じて情報収集関連機関と米国防総省（DoD）が民間産業より
も優れているというわけではない。これらの組織は、攻撃の後を追い、情報資料を
収集する、又は成功してしまった攻撃に対して反撃すること得意としているが、こ
れらは、
「阻止」とは全く別のものである。
(ｴ) 国家安全保障局(NSA)提供のシグナチャには最新のものであったが、防衛産業基盤
(DIB)企業の中には、既知の情報に対する対処を実施していなかった（既知の情報も
有効に活用されていなかった。）企業もあり、一概に、国家安全保障局(NSA)の情報
の内容のみを攻めることはできない。既知の情報も含めて提供されたことは、それ
なりに有効であったともいえる。
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イ 攻撃阻止
(ｱ) 攻撃の阻止を行う組織として望ましいのは、インターネット･サービス･プロバイダ
ー(ISP)である。
(ｲ) 電子メールのフィルタリングでは、幾つかの誤検知（False Positive）があったも
のの、おおむね効果が確認できた。
(ｳ) 怪しい Web サイトのリダイレクトでは、誤検知（False Positive）が多かった。
a False Negative：迷惑メールを正しいメールと判断する。
b False Positive：正しいメールを迷惑メールと判断する。
ウ 全般
(ｱ) シグネチャに基づく防衛だけでは重要インフラを防護するには十分ではない。セキ
ュリティをより強化するためには、情報共有を推進させるための包括的なアプロー
チが必要である。
(ｲ) 米国防総省（DoD）は、このプロジェクトが成功であったと発表しているが、それ
は一面のみを評価したものである。
(ｳ) 国家安全保障局(NSA)の情報を付加して提供することの有効性は、この計画中には
十分には確認できなかった。
(ｴ) 対象とする企業を拡大して、継続的に実施していく必要がある。
エ 課題
国家安全保障局(NSA)から提供される取扱いに注意を要する情報は、旧式のスニーカ
ーネット方式92で、システムに取り込む方法が採用されており、セキュリティ脅威とな
る可能性がある。外部記憶媒体を使って入力するのではなく、手打ちで入力するよう
に変更する必要がある。
国土安全保障省（DHS）は、パイロット・プログラムの結果を、電子グリッドや国家輸送
システムなどのほかの重要インフラ・セクターにも適用する予定である。
この結果を受けて、オバマ大統領は、2011 年 11 月にこの計画の継続を決定し、大手イン
ターネット･サービス･プロバイダー(ISP)との調整責任を国土安全保障省（DHS)に付与した。
４．１．５ 未然防止（検知）
４．１．５．１ アインシュタイン（Einstein）プログラム
アインシュタイン（Einstein）プログラムは、包括的サイバー・セキュリティ・イニシ
アティブ（CNCI）の「高信頼インターネット・コンピューティング」イニシアチブに基づ
92

スニーカーネット（Sneakernet）：複数台のコンピュータの間を、人がリ可搬式記憶媒体等
を介して各コンピュータへとデータを移すこと。
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いて、連邦政府機関の IT インフラに対する攻撃を未然に防ぐことに重点を置く計画で、国
土安全保障省（DHS）が開発中である。政府機関を出入りするトラフィックを走査して、マ
ルウェア（ウイルスやワームなど。
）を検出するシステムが段階的に整備されている93。
アインシュタイン（Einstein）プログラムは、国土安全保障省（DHS）の傘下組織、国家
サイバー・セキュリティ部門（NCSD）の一部門である米国コンピュータ緊急対応チーム
（US-CERT）によって統括されている94。

(1) Einstein（2004 年～）
トラフィックを監視する。

(2) Einstein2（2009 年～）
侵入及びマルウェア等の自動検知・アラート発信機能が追加された。 EINSTEIN 2 は、
2011 年中に全官庁によって導入される予定である95。

(3) Einstein3（2011 年～（予定）
）
マルウェアと疑われるパケットの遮断機能を追加予定
４．１．５．２ パーフェクトシチズン（Perfect Citizen）プログラム
パーフェクトシチズン（Perfect Citizen）は、2010 年 7 月に報道された、国家安全保障
局（NSA）による、サイバー攻撃を未然に阻止するための計画である96。
政府関連機関の重要なインフラストラクチャである電力、ガスなどのエネルギー供給会
社や原子力発電所、公共輸送機関、航空交通管制ネットワークなどは、旧式の大型コンピ
ュータ制御システムで稼働しており、インターネット接続やセキュリティーを考慮に入れ
ずに設計されていることが多く、その後インターネットに接続されたため、サイバー攻撃
を受けるリスクにさらされている。
パーフェクトシチズン（Perfect Citizen）は、こうした重要インフラ・システムに提供
され、サイバー攻撃を検出して防御する97。
93

米国連邦政府のサイバーセキュリティ政策を巡る最近の動向, JETRO/IPA NY , 2011 年 3 月,

http://www.csaj.jp/government/other/2011/110331_jetro1.pdf.pdf
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US-CERT, http://www.us-cert.gov/federal/analytical.html
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Napoliltano: Einstein 2 to be fully deployed in 2011, Fierce Government, January 31, 2011,
http://www.fiercegovernmentit.com/story/napoliltano-einstein-2-be-fully-deployed-2011
/2011-01-31
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NSA offers explanation of Perfect Citizen , JCNET NEWS, July 9, 2010,
http://news.cnet.com/8301-1009_3-20010155-83.html
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米 NSA、サイバー攻撃に備え“Perfect Citizen”(パーフェクトシチズン)を導入, SECURITU.jp,
2010 年 7 月 8 日, http://infosecurity.jp/archives/1551
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パーフェクトシチズン（Perfect Citizen）は、連邦政府機関のみならず、重要インフラ
を運営する民間企業も保護対象に入っているが、これらの民間企業からは、万が一の場合
の情報提供や対処方法のマニュアルが必要だとの意見が出ており、国家安全保障局(NSA)の
開発したセンサーの設置に同意しない企業は、パーフェクトシチズン（Perfect Citizen）
を設置せず、必要なセンサーを独自に購入して、政府が求める情報を提供するとみられて
いる98。
４．１．６ 研究開発
４．１．６．１ 国家サイバー領域計画
2012 年度、国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency、DARPA）
は、ネットワーク防護及び攻撃技術を研究するためのテストベッドである国家サイバー領
域（the National Cyber Range、NCR）99計画に 500 百億ドル以上の予算を計上している。
４．２ カナダにおける重要インフラ防護
４．２．１ カナダの重要インフラ
カナダの重要インフラ100を表４－３に示す。

98

米政府、インフラへのサイバー攻撃発見プログラムを開発, THE WALL STREET JORNAL, 2010 年
7 月 8 日, http://jp.wsj.com/IT/node_80374
99
The National Cyber Range, A National Testbed for Critical Security Research, DARPA,
http://www.whitehouse.gov/files/documents/cyber/DARPA%20-%20NationalCyberRange_FactSh
eet.pdf
100 Critical Infrastructure Protection (CIP) ,
http://www.css.drdc-rddc.gc.ca/pstp/priorities-priorites/cip-pie-eng.asp
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表４－３ カナダの重要インフラ
重要インフラ・セクター
エネルギー関連
（電力・ガス・石油等の生産と輸送）

水
（飲料水と排水の管理）

通信とIT
（電気通信・放送・ソフトウェア・ハードウェ
ア・インターネットを含むネットワーク）

運輸
（空・鉄道・海上・陸上）
安全
（化学的・生物学的・放射線学的安全性、危険
物管理、捜索と救助、救急等のサービス、ダム
管理）

金融（銀行・証券・投資）

保健
（病院・医療機関・血液バンク・ラボ・薬剤）

政府
（サービス・施設・情報ネットワーク・資産・
主要な史跡や建造物）

食品
（安全性・流通・農業・食品業界）

製造
（防衛・産業基盤・化学産業）

４．２．２ 法律、規則、方針等
４．２．２．１ 国家安全保障政策（National Security Policy）
カナダでは、2004 年 4 月に制定された国家安全保障政策（Canada’s National Security
Policy）101において、政府の IT ネットワークに対するサイバー攻撃が予期・防止する機能
の向上が優先事項の一つとされ、国家安全保障に対するより統合されたアプローチが求め
られることになった。
これを受けて、公安省（Public Safety Canada）は、官・官・民の情報共有メカニズム
を構築し、三者の連携を促進することで、サイバー・インシデント発生時に連邦政府が持
つ能力を最大活用できるようにするための危機管理センターとして後述の「カナダ・サイ
バー・インシデント対応センター（Canadian Cyber Incident Response Centre、CCIRC）
の設立を決定した。
４．２．３ 組織
４．２．３．１ カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）
カナダでは、カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）102が重要インフラ
へのサイバー脅威に対する国家レベルでの取り組みを統括する中心的存在となっている。
この組織は、連邦機関・州政府・民間（官・官・民）の緊密な連携を通じて公安を維持・
確立することを目指すカナダ連邦政府の取り組みの一環として公安省（Public Safety
101

Securing an Open Society:Canada’s National Security Policy, April 2004,
http://www.pco-bcp.gc.ca/docs/information/publications/natsec-secnat/natsec-secnat-en
g.pdf
102
Canadian Cyber Incident Response Centre ,
http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/ccirc/index-eng.aspx
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Canada）によって 2005 年 2 月に設立された。
カナダに対するサイバー脅威を 24 時間体制で監視し、あらゆるサイバー・セキュリティ
ンシデントへの国家レベルの対応を調整する。

(1) 主要機能
重要インフラ関係者は、カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）にイ
ンシデントを直接報告し、対応のための支援を受けることができる。カナダ・サイバー・
インシデント対応センター（CCIRC）は、電子メールベースのシステムを利用して重要イ
ンフラ関係者に警告を発信するほか、緊急時には、電子メールだけでなく、ポケベルや
電話に直接連絡し、自動メッセージを残す場合もある。
カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）は、国の重要インフラ及びそ
の関連業界の IT プロフェッショナルや管理職を主な対象として、以下のようなサービス
を無料で提供している。
ア インシデント対応活動に関する調整・支援（年中無休・24 時間体制）
イ サイバー脅威の監視・分析（同上）
ウ IT セキュリティ関連の技術的指導（同上）
エ 国家レベルでの対応機能の構築（標準策定・ベストプラクティス・教育など。）
オ 各種分析報告・警告などの情報発信
４．２．４ 情報連携
４．２．４．１ カナダ国内での連携
カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）は政府オペレーション・センタ
ー（Government Operations Centre、GOC）を介してカナダ連邦政府全体を連結し、以下に
示すような機関と連携することによって、サイバー脅威や脆弱性に関する情報を適時かつ
正確に入手し、国家の重要インフラ関係者に発信する体制を整備する。

(1) 連邦警察（ Royal Canadian Mounted Police、RCMP）
IT セキュリティ運用標準の開発、システム監視、悪質なソフトウェアなどの話題に関
する技術文書の策定

(2) 安全情報局（Canadian Security Intelligence Service、CSIS）
国家安全に対するサイバー脅威の捜査や分析、リスク評価情報など、セキュリティに
関する助言
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(3) 通信安全保障局（Communication Security Establishment、CSE）
連邦政府の電子情報や情報インフラの保護に関する助言や手引きの提供、取り締まり
機関・セキュリティ関連機関への技術面及び運用面における支援
４．２．４．２ 民間企業との連携
(1) マイクロソフト・セキュリティ協力プログラム（SCP）
マイクロソフト・セキュリティ協力プログラム（Security Cooperation Program、SCP）
は、Microsoft 社と提携して国家の重要なエネルギー・金融・運輸インフラに対する潜在
的なサイバー攻撃に備える取り組みを行う仕組みである。103
カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）は、Microsoft 社のセキュリ
ティ協力プログラム（SCP）を通じて、同社の調査した脆弱性・ソフトウェア更新・セキ
ュリティインシデント評価基準・同社製品のセキュリティデータ等に関する情報を政府
と共有することで、政府のサイバー脅威に対する自衛力を高める。
マイクロソフト・セキュリティ協力プログラム（SCP）の主な活動は以下の 2 点である。
ア 情報共有
イ サイバー攻撃に対する被害の軽減及び対処

(2) IT セキュリティベンダとの連携
カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）は、上述の Microsoft 社のほ
か、以下のような情報セキュリティ関連企業と情報提供等の連携を実施する。
ア McAfee
イ SANS
ウ Symantec 等
４．２．４．３ 他国機関との連携
カナダ・サイバー・インシデント対応センター（CCIRC）は、以下に示すような諸外国の
サイバー脅威対応機関と提携し、重要インフラ防護のためのベストプラクティスに関する
情報共有や、国際的なサイバー脅威の監視を行う。
(1) 米国コンピュータ緊急対応チーム(US-CERT)
(2) オーストラリア・コンピュータ緊急対応チーム AUSCERT（Australia’s National
Computer Emergency Response Team）
(3) ニュージーランド CCIP（Centre for Critical Infrastructure Protection）
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Microsoft Security Cooperation Program, Public Safety Canada,
http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/ccirc/mscp-eng.aspx

４－３２

４．３ 英国における重要インフラ防護
英国の重要インフラ防護の取組は、米国と同様に、重要インフラ事業者が主体となった
自主的な情報セキュリティレベルの向上が最も重要であると考えられている。
４．３．１ 英国の重要インフラ
英国の重要インフラ104を表４－４に示す。
表４－４ 英国の重要インフラ
分野

含まれる分野

主管省庁

通信
(Communications)

固定電話回線、携帯電話回線、郵
便サービス、テレビ/ラジオ放送

ビジネス・イノベーション・技術省
（Department for Business, Innovation and Skills）

救急サービス、消防佐サービス、
海洋警察、警察

保健省（Department of Health）
コミュニティー・地方自治省（Communities and Local
Government）
交通省 （Department for Transport）
内務省（Home Office）

燃料(Energy )

電気、ガス、石油、燃料

エネルギー・気候変動省（Department of Energy and
Climate Change）

財務(Finance )

支払/決算/決済システム、国家財
政、市場/為替

財務省（HM Treasury）

食料
(Food )

生産（農業、水産業等）、食品加
工、食品輸入、食品輸送、食品小
売

環境・食糧・地方業務省 （Department for the
Environment Food and Rural Affairs）
食品安全管理局（Food Standards Agency）

政府機能
(Government)

中央政府、議会、自治政府、地方
自治体

内閣府（Cabinet Office）

医療(Health )

病院及び社会医療機関

保健省（Department of Health ）

交通機関・物流
(Transport )

海洋交通、航空、陸路（道路及び
鉄道）

交通省（Department for Transport）

上下水道、ダム

環境・食糧・地方業務省（Department of Environment,
Food, Rural Affairs）

緊急対応
(Emergency
Services )

水道(Water)

４．３．２ 法律、規則、方針等
英国の重要インフラ防護に関する法令等の関係を図４－８に示す。
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Strategic Framework and Policy Statement, March 2010, Cabinet Office,
http://interim.cabinetoffice.gov.uk/media/349103/strategic-framework.pdf

４－３３

民間緊急事態法 (2004年11月18)
Civil Contingencies Act 2004 (c.36)）
・戦争、テロ攻撃から自然災害、伝染病に至るまでの多様な緊急事態に対応する、包括的枠組みの構築を目的とするもの

重要インフラ回復計画
Critical Infrastructure Resilience Programme （CIRP）
・分野横断的な重要インフラの回復（災害への適応力及び復旧能力）の向上を目標とした「重要インフラ回復計画（Critical
Infrastructure Resilience Programme）」を開始した。
・同プログラムは、2009年に準備が開始され、2010年3月に「戦略枠組及び方針（Strategic Framework and Policy
Statement）」として、具体的な作業フレームワークを発表した。

戦略枠組み及び方針
Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical
Infrastructure to Disruption from Natural Hazards
・自然災害時の重要インフラの回復力向上のための戦略フレームワーク及び方針

分野別回復計画（対洪水）
Sector Resilience Plan for Critical Infrastructure
・中長期目標：全ての重要インフラの緊急事態対応能力を向上させる。

図４－８ 英国の重要インフラ防護に関する法令等
４．３．２．１ 民間緊急事態法
民間緊急事態法 （Civil Contingencies Act 2004 (c.36)、CCA2004）は、戦争、テロ攻
撃から自然災害、伝染病に至るまでの多様な緊急事態に対応する、包括的枠組みの構築を
目的とする法律である105。緊急事態発生時の地方レベルの公的機関（地方自治体等）に課さ
れる市民保護の義務として、以下のような緊急事態対応者を定義している。また、緊急事
態対応者間は、協力及び情報交換の実施が義務付けられている。106

(1) 第一レベル対応者
ア 地方自治体、警察、消防隊、救急隊、医療機関、内相等
イ 緊急事態に直接対応する義務を負う。

(2) 第二レベル対応者
ライフラインや重要インフラを支える以下の事業者が定義されている。

105

Civil Contingencies Act 2004, The National Archives,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
106
岡久慶, 緊急事態に備えた国家権限の強化―英国 2004 年民間緊急事態法, 外国の立法 223,
2005.2 , http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/223/022301.pdf

４－３４

ア 水道、ガス、電気、通信等に関わる公益事業者
イ 鉄道、航空、港湾の運輸関係者等
ウ 第二レベル対応者は、緊急事態において第一レベル対応者を補助する。
４．３．２．２ 重要インフラ回復計画
重要インフラ回復計画（Critical Infrastructure Resilience Programme、CIRP）は、
分野横断的な重要インフラの回復力（災害への適応力及び復旧能力）の向上を目標とした
計画である。この計画は、2009 年に準備が開始された。2010 年 3 月には「戦略枠組及び方
針（Strategic Framework and Policy Statement）
」として具体的な作業フレームワークが
発表されて、段階的な整備が進められている107。
４．３．２．３ 戦略枠組み及び方針
戦略枠組み及び方針（Strategic Framework and Policy Statement on Improving the
Resilience of Critical Infrastructure to Disruption from Natural Hazards）は自然
災害時の重要インフラの回復力向上のための戦略フレームワーク及び方針である108。
戦略枠組み及び方針で示されているセクター回復計画の必要性を図４－９、重要インフ

ｶﾃｺﾞﾘ5

ラの重要度測定基準を表４－５、重要度の測定尺度を図４－１０に示す。
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図４－９ セクター回復計画の必要性
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Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical
Infrastructure to Disruption from Natural Hazards , Cabinet Office, March 2010,
https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/strategic-framework-and-policy-s
tatement-improving-resilience-critical-infrastructu
108
Strategic Framework and Policy Statement, Cabinet Office, March 2010,
http://interim.cabinetoffice.gov.uk/media/349103/strategic-framework.pdf

４－３５

表４－５ 重要インフラの重要度測定基準
重要度

概要

カテゴリ 5

当該インフラが機能停止した場合、英国に壊滅的な影響が生じる。該当する
資産は、英国に必要不可欠であり、失われた場合は長期的かつ多方面にわた
る影響が生じうる。カテゴリ 5 に該当するインフラは比較的少ない。

カテゴリ 4

分野によっては最重要となるインフラは、レベル 4 に該当する。当該インフ
ラが機能停止した場合、英国に必要なサービスに大きな損失が発生し、数百
万人に影響が生じる可能性がある。

カテゴリ 3

分野によっては甚大な影響が発生し得るインフラである。当該インフラが機
能停止した場合、多くの地方や、数十万人に影響が生じる可能性がある。

カテゴリ 2

当該インフラが機能停止した場合、数万人又は特定の地方で必要なサービス
が停止し、影響を受ける可能性がある。

カテゴリ 1

当該インフラが機能停止した場合、比較的小規模な影響が生じ、中規模の地
方や、数千人に影響が生じる可能性がある。

カテゴリ 0

当該インフラが機能停止しても、影響が小さいものを指す。

レベル５

レベル４

影
響
の
深
刻
度

重要国家インフラ

レベル３
重要度
分岐点
レベル２

一般的な国家インフラ

レベル１

レベル０
生命への影響

経済への影響

重要サービス
への影響

影響の種類

図４－１０ 重要度の測定尺度
４．３．２．４ 分野別回復計画
分野別回復計画（Sector Resilience Plan for Critical Infrastructure）作成の目的
は、全ての重要インフラの緊急事態対応能力を向上させることである。

４－３６

現在は「対洪水」をテーマにした分野別回復計画が作成されている109。
４．３．３ 組織
４．３．３．１ 英国内閣府
官庁間や民間企業との連携を調整し、全ての重要インフラの回復力（Resilience）向上
計画を推進する。
４．３．３．２ 重要インフラ主管官庁
重要インフラ分野を主管する官庁は、監督機関や運用企業と協力して、プログラムの具
体的な実施策について検討、決定する。
(1) 想定する災害に対して特に脆弱と考えられるインフラ施設を特定し、その重要度を検
討する（脆弱な重要インフラ施設を特定する。）
。
(2) 重要インフラ施設の所有企業と協力し、分野別回復力（Resilience）向上計画を作成
する。
(3) 重要インフラ施設の所有企業や監督機関と協力し、所管分野の回復力（Resilience）
を向上するための方策及び優先順位を決定する。
(4) 上記方策について監督し、進捗状況を内閣府緊急事態対応局に報告する。
(5) 監督機関と協力し、上記方策の実施が遅れている企業に指導を行う。
(6) 上記方策に関して生じた問題（資金及び法的な問題を含む。
）の解決を主導する。
４．３．３．３ 重要インフラ施設所有組織（民間企業）
重要インフラ施設所有組織（民間企業）は、関係機関と情報共有し、地域のリスク評価
や緊急事態計画作成に参加する。また、主管官庁や監督機関と協力し、緊急事態における
回復力（Resilience）向上策を実施する。
４．３．３．４ 国家インフラ保護局（CPNI）
英国の重要インフラ防護における最高責任者は内務大臣であるが、複数の政府機関に跨
る取組であるため、国家の重要インフラを保護することを目的とした調整機関として、2007
年に、内務省（DoI）下に、国家インフラ保護局（Centre for Protection of National
Infrastructure、CPNI）が設置された110。
国家インフラ保護局（CPNI）は、国家重要インフラとして指定された公共・民間組織を
対象に、システムの脆弱性の公開やリスク評価等セキュリティ・アドバイスを実施する。
国家インフラ保護局(CPNI)は、2012 年 1 月、情報セキュリティの教育、調査研究機関で
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Sector Resilience Plan for Critical Infrastructure 2010, Cabinet Office, March 2010,
http://www.icpem.net/LinkClick.aspx?fileticket=r-0z5QGqqW4%3D&tabid=107&mid=588
110
Centre for Protection of National Infrastructure, http://www.cpni.gov.uk/

４－３７

ある SANS111の「上位 20 の重大なセキュリティコントロール112」を取り入れた新しい指針文
書を公表した113。この管理事項は、どの組織にも適用可能な、サイバーディフェンスを改善
するための情報セキュリティ対策や、コントロールの中でも優先度の高いものについての
基本事項が説明されている。SANS のこの管理事項は、国家安全保障局(NSA)も採用を表明し
ている114。
国家インフラ保護局(CPNI)が採用した「上位 20 の重大なセキュリティコントロール」を
以下に示す。

(1) 管理 1：認可された装置と認可されていない装置の目録
(2) 管理 2：認可されたソフトウェアと認可されていないソフトウェアの目録
(3) 管理 3：ラップトップ、ワークステーション及びサーバ上のハードウェアとソフトウェ
アの安全な構成
(4) 管理 4：継続的な脆弱性評価及び改善
(5) 管理 5：マルウェア防御
(6) 管理 6：アプリケーション・ソフトウェアの安全性
(7) 管理 7：無線デバイス管理
(8) 管理 8：データ復旧能力
(9) 管理 9：セキュリティ・スキル評価及びスキルのギャップを埋めるための適切な訓練
(10) 管理 10：ファイアウォール、ルータ、スイッチ等のネットワーク・デバイスの安全な
構成
(11) 管理 11：ネットワーク・ポート、プロトコル、サービスの制限及び管理
(12) 管理 12：管理された管理者権限
(13) 管理 13：境界防御
(14) 管理 14：セキュリティ監査ログの保守、監視、分析
(15) 管理 15：知る必要性に基づいた管理された利用
(16) 管理 16：アカウントの監視及び管理
(17) 管理 17：データ損失予防

111

http://www.sans.org/about/sans.php
Twenty Critical Security Controls for Effective Cyber Defense: Consensus Audit
Guidelines, SANS, http://www.sans.org/critical-security-controls/
113
20 critical controls for effective cyber defence, CPNI, Jan. 13, 2012,
http://www.cpni.gov.uk/advice/infosec/Critical-controls/
114
NSA Crafting Cyber Guidelines, DefeseNews, Jan. 16, 2012,
http://www.defensenews.com/article/20120116/DEFREG02/301160016/NSA-Crafting-Cyber-Gui
delines
112

４－３８

(18) 管理 18：インシデント対応能力
(19) 管理 19：安全なネットワーク・エンジニアリング
(20) 管理 20：侵入テスト及び赤チームによる訓練
４．３．４ 情報連携
国家インフラ保護局(CPNI)は各政府機関の出向者で組織されており、各職員が親機関の
情報集約や調整の役割を担っている。
４．３．４．１ 民間企業との連携
(1) 英国コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム（CSIRTUK）
英国コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム（Computer Security
Incident Response Team for United Kingdom、CSIRTUK）は、国家インフラ保護局(CPNI)
の下に設置され、重要インフラに関わる脅威・脆弱性・インシデント情報を収集・分析
する機能を担う。
英国コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム（CSIRTUK）で収集・分析
された情報は、後述の WARPs や Information Exchange(IE)を使用して民間部門に提供さ
れる。

(2) 警告・助言・報告システム(WARPs)
警告・助言・報告システム（Warning, Advice and Reporting Points、WARPs）は、中
小企業のような、自身でコンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム（Computer
Security Incident Response Team、CSIRT）を持つことができない組織に対して、シス
テムの脅威や脆弱性情報をウェブベースで配信する仕組みである115116。

(3) ネットワーク・セキュリティ情報交換（NSIE）
ネットワーク・セキュリティ情報交換 NSIE（UK Network Security Information Exchange、
NSIE）は、特定の分野に設置されている情報共有の枠組である。重要インフラ分野の代
表者と国家インフラ保護局(CPNI)等の政府組織の担当者が参加する非公開のミーティン
グの中で直接情報交換を行う117。
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http://www.govcertuk.gov.uk/warps.shtml
What is a WARP?, GovCertUK, http://www.warp.gov.uk/
117
UK Networks & Security, An Overview, CPNI, 29 May 2008 ,
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/events/files/ENISA_uk_networks_and_security_Powel
l.pdf
116

４－３９

４．４ オーストラリアにおける重要インフラ防護
４．４．１ オーストラリアの重要インフラ
オーストラリアの重要インフラ118を表４－６に示す。
表４－６ オーストラリアの重要インフラ
分野
銀行及び金融
（Banking &Finance）
保健衛生
（Health）

主管官庁
司法省
(Attorney-General’s Department、AGD)
保健・高齢者担当省
(Department of Health and Ageing、DoHA)

食物チェーン
（Food Chain）

農林水産省
(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
、DAFF)

輸送
（Transport）

交通・地方サービス省
(Department of Infrastructure, Transport, Regional
Development and Local Government、DITRDLG)

通信
（Communications）

ブロードバンド・通信・ディジタル経済省
(Department of Broadband, Communications and the
Digital Economy、DBCDE)

水
（Water Services）

司法省(AGD)

エネルギー
（Energy）

資源、エネルギー、ツーリズム省
(Department of Resources, Energy and Tourism、DRET)

４．４．２ 法律、規則、方針等
４．４．２．１ 国家テロ対策計画
オーストラリアの重要インフラ防護は、国家テロ対策計画（National Counter-Terrorism
Plan II、NCTP II)）で「産業界、連邦政府及び各州政府が共同で負う。」と定められてお
り、テロ行為からの保護を監督する責任が国家テロ対策委員会（NCTC）に付与されている。
４．４．２．２ 重要インフラ防護国家戦略
「重要インフラ防護国家戦略（Critical Infrastructure Protection National
Strategy）
」は、重要インフラ防護の国家戦略として、2004 年に国家テロ対策委員会（NCTC）
によって公表された119。
118

CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE STRATEGY, Australian Government,
http://www.emergency.qld.gov.au/publications/pdf/Critical_Infrastructure_Resilience_S
trategy.pdf
119
Critical Infrastructure Protection National Strategy, Version 2.1, Trusted Information
Sharing Network for Clitical Infrastructure Protection, 12 March 2004,

４－４０

この戦略では、重要インフラ防護の関係機関（政府機関、重要インフラ事業者等）に対
してこれらに基づいた詳細な計画の策定を求めている。
民間部門に対するインターネット上の脅威、脆弱性情報、分析結果、アラート等の提供
は、オーストラリアのコンピュータ緊急対応チーム AusCERT120によって行われる。
４．４．２．３ 重要インフラをテロ行為から守るための国家ガイドライン
「重要インフラをテロ行為から守るための国家ガイドライン（National Guidelines for
Protecting Critical Infrastructure from Terrorism）」は、政府の各レベルの機関が重
要インフラの保護において一貫した指揮を取るための指針として 2005 年 2 月に国家テロ対
策委員会（NCTC） から発表されたガイドラインである121。
各州政府は、領域内の重要インフラを特定し、これらの適切な安全確保体制の確立に責
任を持つ。連邦政府においては国家的重要性のあるインフラの特定とその保護が任務とさ
れ、更に、これらの国家的重要インフラのデータベースの維持に責任を持つこととされて
いる。連邦政府の規制下にある民間部門のために保護体制が適切に配備されるようにする
ことも、連邦政府の責任とされている。
４．４．２．４ 重要インフラ回復戦略
重要インフラ回復戦略（Critical Infrastructure Resilience Strategy）は、2010 年に
オーストラリア政府から公表された122。
４．４．３ 組織
４．４．３．１ 国家テロ対策委員会（NCTC）
国家テロ対策委員会（National Counter-Terrorism Committee、NCTC）123 は、テロ事件
の未然防止と、事件が起きた場合に対処するための連邦全体の協力の枠組を調整する機関
http://www.ict-industry-reports.com/wp-content/uploads/2009/11/2004-australian-critic
al-infrastructure-protection-national-strategy-march-2004.pdf
120 AusCERT , http://www.auscert.org.au/
121
National Guidelines for Protecting Critical Infrastructure from Terrorism, Australian
Government,
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(930C12A9101F61D43493D44C70E84EAA)~Na
tional+Guidelines+Updated+5+June+07+with+background.pdf/$file/National+Guidelines+Upd
ated+5+June+07+with+background.pdf
122
CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE STRATEGY, Australian Government,
http://www.emergency.qld.gov.au/publications/pdf/Critical_Infrastructure_Resilience_S
trategy.pdf
123
National Counter Terrorism Committee, Australian Government,
http://www.gold.gov.au/osearch.php?ou%3DNational%20Counter%20Terrorism%20Committee%2C
ou%3DOther%20Portfolio%20Bodies%5C%2C%20Committees%5C%2C%20Boards%20and%20Councils%2C
o%3DPrime%20Minister%20and%20Cabinet%2Co%3DPortfolios%2Co%3DCommonwealth%20of%20Austr
alia%2Cc%3DAU&changebase

４－４１

として、2002 年 10 月に設立された。連邦・各州政府の関連機関を代表する上級職員及び各
レベルの警察により構成される。
国家テロ対策委員会（NCTC）の任務は、各レベル政府の首相及び関係閣僚に戦略的政策
的助言を与え、関連機関の情報共有体制を維持すること、全国のテロ対策立法又はテロ対
策実施体制が十分であるかを審査、チェックし、助言すること、全国の対テロ準備状況に
ついて、連邦・各州首相に年次報告を行うこと、3 年ごとに全国テロ対応体制のレビュー
を行うことなどがある124。
４．４．４ 情報連携
４．４．４．１ 高信頼情報共有ネットワーク（TISN）
高信頼情報共有ネットワーク（Trusted Information Sharing Network、TISN）は、重要
インフラ防護の実行のために必要となる各レベル政府間と民間部門の協議や情報交換の場
として、連邦政府の手で構築された官民連携組織である。
高信頼情報共有ネットワーク（TISN）は、重要インフラの所有者/運用者である民間企業
と政府が、災害時の重要インフラ防護や、サービスの継続に必要なセキュリティに関する
重要な情報を共有するための環境を提供している125。
４．５ 欧州における重要インフラ防護
欧州では、2007 年のエストニアにおける大規模なサイバー攻撃及び中国を起源とするサ
イバー攻撃を主な理由に、重要インフラ防護対策に対する意識が高まっている。
４．５．１ 欧州の重要インフラ
欧州の重要インフラ126を表４－７に示す。

124

梅田久枝, オーストラリアのテロリズム対策, 外国の立法 228, pp.194-210, 2006.5,
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/228/022813.pdf
125
Trusted Information Sharing Network, http://www.tisn.gov.au/Pages/default.aspx
126
Critical infrastructure protection,
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrori
sm/l33259_en.htm

４－４２

表４－７ 欧州の重要インフラ
分野
エネルギー施設及びネットワーク
（Energy installations and networks）
通信及び情報技術
（Communications and information technology）
金融（銀行、証券投資）
（Finance (Banking, Securities and Investment)
保険医療
（Health Care）
食物
（Food）
水（ダム、貯蔵、処理、配水）
（Water (Dams, Storage, Treatment and Networks)）
輸送（空港、港、共同施設、鉄道及び大量輸送ネットワーク、交通管理システム）
（Transport (Airports, Ports, Intermodal Facilities, Railway and Mass Transit
Networks and Traffic Control Systems)）
危険物の製造、蓄積、輸送（化学、生物学、放射線、核物質）
（Production, Storage and Transport of Dangerous Goods (e.g. Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Materials)）
政府（重要サービス、施設、情報ネットワーク、資産、主要国家施設及び記念物）
（Government (e.g. Critical Services, Facilities, Information Networks,
Assets and Key National Sites and Monuments)）

４．５．２ 法律、規則、方針等
欧州の重要インフラ防護に関する法令等の関係を図４－１１に示す。

欧州ネットワーク・情報安全庁, 2004
（European Network and Information Security Agency: ENISA）
・EUでは、2004年にサイバーセキュリティ対策の専門機関である欧州ネットワーク・情報安全庁（ENISA）が設立され、重要インフラ保
護に関する政策及び法整備が大きく進められている。

重要情報インフラ防護計画,2009
Critical Information Infrastructure Protection (CIIP)(2009.3)
・EUの重要インフラ保護政策に関しては、欧州委員会が「重要情報インフラ防護計画」（CIIP）を2009年3月に発表した。

図４－１１ 欧州の重要インフラ防護に関する法令等

４－４３

４．５．２．１ 重要情報インフラ防護計画
欧州の重要インフラ防護政策に関しては、欧州委員会が「重要情報インフラ防護計画
（Critical Information Infrastructure Protection、CIIP）
」127を 2009 年 3 月に発表して
いる。このプログラムの策定は、鉄道、電気、水道等の重要インフラ一般の防護に関わる
欧州の対策強化の流れに沿ったものである。
ここでは、エネルギー（電気、石油、ガス）と交通（道路、鉄道、航空、船舶）部門の
インフラ保護政策が策定され、情報通信部門は将来的に優先して保護が必要となる分野と
された。そして、2009 年にエネルギーと交通部門とは独立して、重要情報インフラ防護計
画（CIIP）が発表された。
重要情報インフラ防護計画（CIIP）では、以下の 5 項目についての行動計画が述べられ
ている。

(1) 準備と予防
ア 欧州域内で加盟国が提携して活動できるように、４．５．３．１節で後述する欧州
ネットワーク・情報安全庁（European Network and Information Security Agency、
ENISA）の支援の下、2010 年末までに各国のコンピュータ緊急対応チーム（CERT）の最
低限の能力とサービスのレベルを決定する。そして、2011 年末までに全加盟国内で、
コンピュータ緊急対応チーム（CERT）が的確に機能できるようにする。
イ 通信網セキュリティに関する官民パートナーシップ体制を 2010 年半ばまでに整え、
通信網保護に関して官民セクターの提携を強化する。
ウ 欧州委員会主導で、加盟国間で関連情報を共有するためのフォーラムを設立する。
このフォーラムでは、欧州ネットワーク・情報安全庁（ENISA）等の機関の活動成果を
吸収する。

(2) 探知と対応
欧州規模のセキュリティシステム「欧州情報共有・警報システム」を開発し、展開す
る。このシステムは、EU（European Union）加盟国の全市民及び中小企業向けに作られ、
ICT（Information and Communication Technology、情報通信技術）セキュリティ関連の
情報を共有することを可能にするものである。特に的確な実践に関する情報（フィッシ
ングメール等の特定方法等）を共有すること、セキュリティに問題がある場合警告を出
すこと、現在の通信網の状況等を把握することを目的とする。2010 末には、同システム
作成のロードマップを策定することが目指される。
127

Critical Information Infrastructure Protection, Europe’s Information Society
Thematic Portal,
http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/index_en.
htm
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(3) リスク軽減と復旧
ア 不測の事態に対応できるように、欧州委員会は、各加盟国が国レベルでの予行演習
を規則的に実施することを促す。加盟国内の公営のコンピュータ緊急対応チーム
（CERT）が予行演習計画の策定及び実施を主導する。欧州ネットワーク・情報安全庁
（ENISA）は、同分野における最適な実践について専門知識を与える。2010 年末までに、
各国は最低一度国家規模の予行演習を実施することが目標となる。
イ 欧州規模で、サイバーテロ及び事故等を想定した国際予行演習を行う。2010 年末ま
でに予行演習の方法を定め、実際に実施する。以上に関して、欧州委員会は財政支援
を行う。
ウ EU 内で公営の CERT の提携活動を強化するため、既存の提携活動システム「欧州 CERT
（European Government CERTs、EGC）128」をてこ入れし、同システムを拡張する。欧州
CERT（EGC）
は EU 諸国の CERT の非公式な団体であるが、
2010 年末までに欧州 CERT（EGC）
参加国の数を 2 倍に増やすことが目指される（現在は 9 カ国）。また、欧州ネットワー
ク・情報安全庁（ENISA）は、欧州規模でのコンピュータ緊急対応チーム（CERT）の提
携活動を推進し支援する。

(4) 国際提携活動
問題が生じたインターネット網の修復と安定性を強化するため、次の活動を実施する。
ア 欧州委員会主導で、官民両方のセクターと共に、欧州規模で議論し、インターネッ
ト網の修復と安定性に関する欧州で統一した優先事項を決定する。
イ 欧州委員会の主導で、欧州レベルで、インターネット網の修復と安定性に関わる規
則及びガイドラインを策定する。2010 年末までに、規則とガイドラインの第一草稿を
起草する。
ウ 欧州委員会は、加盟国と共同して上記の欧州基準及びガイドラインを第三国に対し
て普及させる。
エ 欧州委員会は、2010 年末までにインターネット網の復旧とリスク軽減に関する世界
規模の予行演習に欧州のステークホルダーが参加できるように支援するための枠組及
びロードマップを提案する。

(5) ICT 部門の欧州重要インフラのための基準
欧州委員会は、加盟国及び全ステークホルダーと提携して、ICT 部門の重要インフラの
問題点を特定するための基準を定める。

128

European Government CERTs (EGC) group, http://www.egc-group.org/

４－４５

４．５．３ 組織
４．５．３．１ 欧州ネットワーク・情報安全庁
EU では、2004 年にサイバー・セキュリティ対策の専門機関である欧州ネットワーク・情
報安全庁（ENISA）129が設立され、重要インフラ防護に関する政策及び法整備が大きく進め
られている。130
４．５．４ 情報連携
４．５．４．１ 欧州情報共有・警報システム
欧州情報共有・警報システム（European Information Sharing and Alert System、EISAS）
は、 欧州規模のセキュリティ・システムである。
EU 加盟国の全市民及び中小企業向けに作られ、ICT セキュリティ関連の情報を共有する
ことを可能にする。特に的確な実践に関する情報（フィッシングメール等の特定方法等）
を共有すること、セキュリティに問題がある場合警告を出すこと、現在の通信網の状況等
を把握することを目的とする。
欧州情報共有・警報システム（EISAS）ロードマップ131を表４－８に示す。
表４－８ 欧州情報共有・警報システム（EISAS）ロードマップ
活動
EU域内で加盟国が提携して活動できるように、ENISAの支援の下、2010末までにEU加盟諸国内のコン
ピュータ緊急対応チーム（CERT）の最低限の能力とサービスのレベルを決定し、2011年末までに全
加盟国内で、CERTが的確に機能できるようにする。
EU内で公営のCERTの提携活動を強化するため、既存の提携活動システム「EGC（European
Government CERTs）」にてこ入れし、同システムを拡張する。

欧州情報共有・警報システム（EISAS）の基本機能及びサービスを開発する。
EU加盟諸国内のコンピュータ緊急対応チーム（CERT）の情報共有・警報システムを統合する。

期限
2011末

2011－2012

H1 2011
2011－2012

EU域内で加盟国の要望に合うように、欧州情報共有・警報システム（EISAS）のカスタマイズされた
サービスを開発する。

H2 2011

欧州情報共有・警報システム（EISAS）の展開を可能にするために、EU加盟諸国内の情報共有・警報
システム（ISAS）の相互運用性を開発する。

H2 2012

EU加盟諸国の一部の国の間で、欧州情報共有・警報システム（EISAS）の試行運用開始

H2 2012

EUとしての欧州情報共有・警報システム（EISAS）の展開

129

2013

European Network and Information Security Agency, http://www.enisa.europa.eu/
欧州におけるサイバーセキュリティ政策と研究開発の現状および最新動向調査, NICT パリ事
務所, 2010 年 10 月 31 日, ttp://www2.nict.go.jp/r/r313/images/stories/pdf/re101031.pdf
131
EISAS (European Information Sharing and Alert System)oadmap, Feb 16, 2011,
ttp://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder/eisas_roadmap
130

４－４６

４．６ 日本における重要インフラ防護
日本における重要インフラ防護に関する方針は、米国等と同様に、情報セキュリティ対
策は一義的には重要インフラ事業者等が自らの責任において実施するものであり、政府は
重要インフラ事業者等の情報セキュリティ対策に関する取組みに対して必要な支援を行う
というものである。また、個々の重要インフラ事業者等が単独で取り組む情報セキュリテ
ィ対策のみで、多様な脅威への対応が万全であることを確認することは難しいために、分
野内の他事業者や他分野の事業者等との連携の充実の必要性をとなえている。132
４．６．１ 日本の重要インフラ
我が国の重要インフラは、
「他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が
形成する国民生活及び社会経済活動の基盤であり、その機能が停止、低下又は利用不可能
な状況に陥った場合に、我が国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼすおそ
れが生じるものをいう。133」と定義されている。
重要インフラの対象分野は、当初は「情報通信」、
「金融」、
「航空」、
「鉄道」
、
「電力」
、
「ガ
ス」
、
「政府・行政サービス（地方自治体を含む）
」の７分野が指定されていた134が、後に「医
療」
、
「水道」
、
「物流」の 3 分野が追加され、計 10 分野となった135。
日本の重要インフラを表４－９に示す。

132

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第２次行動計画, 情報セキュリティ政策会議,
２００９年２月３日, http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt2.pdf
133
第２次提言, 平成 17 年 4 月 22 日, 情報セキュリティ基本問題委員会,
http://www.nisc.go.jp/conference/kihon/teigen/pdf/2teigen_hontai.pdf
134
重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画, 平成１２年１２月１５日,情報セキュ
リティ対策推進会議,
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/2000_1215/1215actionplan.html
135
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画, 2005 年 12 月 30 日, 情報セキュリテ
ィ政策会議決定, http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt.pdf

４－４７

表４－９ 日本の重要インフラ
分野
情報通信
金融
航空
鉄道
電力
ガス
政府・行政サービス
（地方公共団体を含む。）
医療
水道
物流

４．６．２ 法律、規則、方針等
「情報セキュリティ政策会議」は、2005 年に IT 戦略本部の下に設置され、情報セキュリ
ティ政策に関する基本戦略（中期計画及び年度計画）の策定等を実施してきた。
また、経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室は、2010 年から計 6 回に渡り
開催した「サイバー・セキュリティと経済 研究会」の成果を、中間報告書としてとりまと
め、その中で、
「日本がとるべき新しい 3 つの政策」を示した。
「情報セキュリティ政策会議」が策定してきた重要インフラ防護に関する基本戦略等を
表４－１０、経済産業省が発表た「日本がとるべき新しい 3 つの政策（経済産業省）
」136を
図４－１２に示す。

136

サイバーセキュリティと経済 研究会 報告書 中間とりまとめ、2011 年 8 月 5 日、経済産業省,
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110805006/20110805006.html

４－４８

表４－１０ 重要インフラ防護に関する基本戦略等
年

方針等

2000 年 12 月

「重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画137」

2005 年 4 月

「情報セキュリティ基本問題委員会第 2 次提言138」

2005 年 9 月

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る基本的考え方139」

2005 年 12 月

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」
（第１次行動
計画）140

2009 年 2 月

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画141」

2010 年 5 月

「国民を守る情報セキュリティ戦略142」

図４－１２ 日本がとるべき新しい 3 つの政策（経済産業省）
137

重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画, 平成 12 年 12 月 15 日,情報セキュリテ
ィ対策推進会議,
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/2000_1215/1215actionplan.html
138
第 2 次提言, 平成 17 年 4 月 22 日, 情報セキュリティ基本問題委員会,
http://www.nisc.go.jp/conference/kihon/teigen/pdf/2teigen_hontai.pdf
139
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る基本的考え方, 平成 17 年 9 月 15 日, 情報セキュ
リティ政策会議決定, http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/2siryou06-1d.pdf
140
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画, 2005 年 12 月 30 日, 情報セキュリテ
ィ政策会議決定, http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt.pdf
141
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第２次行動計画, 2009 年 2 月 3 日
情報セキュリティ政策会議, http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt2.pdf
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国民を守る情報セキュリティ戦略, 2010 年 5 月 11 日, 情報セキュリティ政策会議,
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/senryaku.pdf
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４．６．３ 組織
４．６．３．１ 内閣官房情報セキュリティセンター143
内閣官房情報セキュリティセンター（National Information Security Center、NISC）
は、2005 年 4 月 25 日、日本政府が内閣官房に設置した組織である。前身の情報セキュリテ
ィ対策推進室の機能を強化して設置され、IT 戦略本部の「情報セキュリティ政策会議」と
共に日本の情報セキュリティ対策として中心的な役割を果たす。情報セキュリティ政策会
議は、2005 年 5 月 30 日に IT 戦略本部令により日本政府が設置を決定した会議（それに伴
い「情報セキュリティ対策推進会議」を廃止）であり、第 1 回の会合は 2005 年 7 月 14 日
である。
情報セキュリティセンターには五つのチームがあり（2010 年現在）、ハッカー対策の立案、
国際会合の FIRST（Forumof Incident Response and Security Teams）への参加、政府統一
基準の作成、サイバー攻撃の未然防止、ライフラインである重要インフラの防護など、官
民一体となって取り組んでいる。内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）の組織体制
を図４－１３に示す。

図４－１３ 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）の組織体制
以下に各チームの活動概要について述べる。
ア 基本戦略立案チーム
「基本戦略立案チーム」は、我が国の情報セキュリティ政策に関する基本戦略を立
案することと平行して、情報セキュリティ政策に関する研究開発・技術開発戦略の立
案を行いつつ、横断的政策事項に関する広報・普及啓発及び政府職員の人材確保・人
材育成等を実施している。
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NISK 内閣官房情報セキュリティセンター, http://www.nisc.go.jp/index.html
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イ 国際戦略チーム
「国際戦略チーム」は、我が国の情報セキュリティに関する横断的な政策事項に関
し、全般的な国際戦略を立案するとともに、各府省庁の総合調整を実施し、諸外国の
政府機関等に対応する窓口として活動している。
また、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）の発足以降は、経済協力開発機
構（Organisation for Economic Co-operation and Development、OECD）の情報セキ
ュリティに関わる作業部会や、コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チー
ム（CSIRT）の国際連携組織である FIRST などの国際会合に出席するとともに、米国、
英国、韓国等の情報セキュリティ担当機関と意見交換を行うなど、内閣官房情報セキ
ュリティセンター（NISC）の設立や情報セキュリティに関わる日本政府の取組みを説
明し、周知広報を図る。
ウ 政府機関総合対策促進チーム
「政府機関総合対策促進チーム」は、情報セキュリティ政策会議が策定する情報セ
キュリティ対策に関わる政府統一的な基準案の作成と当該基準に基づく評価作業の実
施及び評価に基づいた勧告案の作成と当該勧告への対応を促進させる。
エ 事案対処支援チーム
「事案対処支援チーム」は、政府機関等におけるセキュリティ事案の危機管理対応
のため、各省庁及び関係機関と連携し、被害の未然防止に関わる攻撃予兆等の情報の
収集・分析・提供、事案発生時の対処に必要な調整、被害に関する情報の収集・分析
等を行う。
オ 重要インフラ対策チーム
重要インフラ対策チームは、我が国の国民生活と社会経済活動が大きく依存する重
要インフラの情報セキュリティ対策を推進するため、関係省庁及び重要インフラ事業
者等と緊密な連携を保ちつつ「国民を守る情報セキュリティ戦略」（平成 22 年５月 11
日情報セキュリティ政策会議決定）及び「重要インフラの情報セキュリティ対策に係
る第２次行動計画」
（平成 21 年 2 月 3 日情報セキュリティ政策会議決定）に基づき、
各種施策を進めている。
施策の企画・立案や実施結果については、情報セキュリティ政策会議において審議
されている。また、その下に設置された重要インフラ専門委員会においては、情報セ
キュリティ政策会議の審議に資するための調査検討が行われている。

４－５１

４．６．３．２ 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）を取り囲む情報セキュリテ
ィ対策関係主体144
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）を取り囲む情報セキュリティ対策関係主
体として、
「情報セキュリティ関係省庁」、
「事案対処省庁」、
「重要インフラ所管省庁」、
「関
係主体」及び「重要インフラ・地方公共団体」がある。
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）を取り囲む情報セキュリティ対策関係主
体を以下に示す。

(1) 情報セキュリティ関係省庁
ア 警察庁
イ 総務省
ウ 防衛省・自衛隊
エ 経済産業省

(2) 事案対処省庁
ア 総務省消防庁
イ 警察庁
ウ 防衛省・自衛隊
エ 海上保安庁

(3) 重要インフラ所管省庁
ア 金融庁
イ 総務省
ウ 厚生労働省
エ 経済産業省
オ 国土交通省
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丹代武, 重要インフラに関する情報セキュリティ政策について, 内閣官房情報セキュリティ
センター（NISC）, 2010 年 1 月 25 日,
http://www.jpcert.or.jp/present/2010/20100125_NISC_Tandai-sama.pdf
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(4) 関係主体
ア @police
イ 独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
ウ 独立行政法人産業技術総合研究所
エ IPA 情報処理推進機構
オ Telecom-ISAC Japan
カ JPCERT/CC

(5) 重要インフラ・地方公共団体
ア 情報通信
イ 金融
ウ 航空
エ 鉄道
オ 電力
カ ガス
キ 政府・行政
ク 医療
ケ 水道
コ 物流
４．６．４ 情報連携
４．６．４．１ 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）における情報共有体制
IT 障害に対する対策向上のための情報共有・分析機能として、
「重要インフラの情報セキ
ュリティ対策に係る行動計画（2005 年 12 月）」の中で重要インフラ分野ごとに「セプター
（Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and
Response、CEPTOAR）
」を整備することが決定された。
また、重要インフラの情報セキュリティ対策を一層強化するための体制として、セプタ
ー間の分野横断的な情報共有の場として 2009 年 2 月には「セプターカウンシル（CEPTOAR
－Council）
」が創設された145。
「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画」では、重要インフラの
情報セキュリティ対策のための情報共有体制として、内閣官房情報セキュリティセンター
（NISC）を中心して、事案対処省庁、情報セキュリティ関係省庁、重要インフラ所管省庁、
そしてセプターカウンシルを含めた体制が示されている。
セプターカウンシルを構成するセプターを表４－１１、セプターカウンシルの構成を図
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セプターカウンシルの創設について, 平成 21 年 2 月 26 日,
http://www.nisc.go.jp/press/pdf/ceptoar_council20090226_press.pdf

４－５３

４－１４、重要インフラの情報セキュリティ対策のための情報共有体制を図４－１５に示
す。
表４－１１ セプターカウンシルを構成するセプター
セプター名
情報通信

T-CEPTOAR
放送における情報共有体制

金融

銀行等 CEPTOAR
証券 CEPTOAR
生命保険 CEPTOAR
損害保険 CEPTOAR

航空分野における CEPTOAR
電力における IT 障害に係る情報共有・分析機能
GAS

CEPTOAR

自治体 CEPTOAR
水道 CEPTOAR
（2009 年 2 月現在）

４－５４

図４－１４ セプターカウンシルの構成

図４－１５ 重要インフラの情報セキュリティ対策のための情報共有体制
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４．６．４．２ サイバー情報共有イニシアティブ（経済産業省）
経済産業省は、2011 年 10 月 25 日、官民でサイバー攻撃の情報を共有する組織「サイバ
ー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）
」を発足させた146。2011 年 8 月の三菱重工業など防衛
産業への同時多発的な攻撃が相次いだことを受け、攻撃の特徴や手口を共有し、各社の防
御体制強化につなげることを目的にしている。
発足当初の参加企業は、防衛省との取引が大きい三菱重工、IHI、川崎重工、富士重工、
日立製作所、東芝、NEC、三菱電機、富士通の 9 社と、セキュリティ対策会社のラック（LAC）
、
IPA 情報処理推進機構、
（社）日本情報システム・ユーザー協会、JPCERT/CC、経済産業省で
構成されている。
主な活動としては、IPA 情報処理推進機構を情報ハブ（集約点）の役割として、①「標的
型サイバー攻撃特別相談窓口」の設置、②情報の匿名化及びメンバー間での情報共有、③ 標
的型サイバー攻撃の実態調査を実施し、被害の発生や拡大を防ぐための「早期警戒のため
の情報共有」及び「各社コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム（CSIRT）
の設立／強化」を支援する。
４．６．４．３ サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会（警
察庁）
警察庁は、 2011 年 8 月、ウイルス対策ソフトウェア提供事業者及びオペレーティングシ
ステム提供事業者からなる「サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策
協議会」を設置し、不正プログラム対策に関わる情報共有を実施している147。
特に、警察庁からは、市販のウイルス対策ソフトで検知できない新たな不正プログラム
に関する情報及び未知の脆弱性に関する情報を提供し、IT ユーザ全体のセキュリティ対策
の向上を図ることを目指している。
４．６．４．４ サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク（警察庁）
警察庁は、 2011 年 8 月、警察と防衛や先端科学技術などを扱う全国約 4,000 の事業者
等により「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」を設置し、次のような情報
交換を実施している。

(1) 警察は、事業者等に対する個別訪問等を通じ、標的型メール攻撃等の情報窃取を企図
したものと考えられるサイバー攻撃事案に関わる情報を集約
(2) 警察は、事業者等から提供された情報及びその他の情報を総合的に分析し、これを事
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IPA 情報処理推進機構, http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html
サイバーインテリジェンス対策に係る警察の取組について, 警察庁, 平成 23 年 8 月 4 日,
http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/230804kouhou.pdf
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業者等に提供し、注意喚起等を実施
警察庁によると「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」に参加する事業者
等に対して不審なメールが届いた場合、各都道府県警を通じて警察庁に提供してもらい、
サイバーフォースセンターで不正プログラムの強制接続先などを分析し、結果を企業側に
伝えるほか、メールの差出人や内容をほかの事業者にも提供し、注意喚起を行う。
また、民間企業等と連携した取組を推進している外国治安情報機関との情報交換を強化
を推進している。
警察庁は、インターネットを使って機密情報を盗み取ろうとする情報収集活動（サイバ
ー インテリジェンス）対策のため、４．６．４．３節の「サイバーインテリジェンス対策
のための不正プログラム対策協議会（警察庁）
」及び上述の情報共有を含めて、官民におけ
る機密情報の窃取の未然防止に取り組んでいる。
警察のサイバーインテリジェンス対策の取組の概念を図４－１６に示す。

図４－１６ 警察のサイバーインテリジェンス対策の取組の概念

４－５７

５ 提言
本報告書では、サイバー防御力向上のためサイバー戦における民間企業の防護支援とし
て、重要インフラ防護の観点から、サイバー戦において、民間企業が軍や国家からどのよ
うな防護支援を受けるのかを調査し、そのあり方について考察した。
本章では、我が国のサイバー攻撃への取り組みに対する提言を述べる。
５．１ サイバー戦能力の向上
元米国大統領補佐官クラーク氏の研究結果に基づき、日本の総合サイバー戦能力を推定
すると、近隣のロシア、中国及び北朝鮮より劣っていると考えられる。ネット戦とサイバ
ー戦で論じたように、この両者の境界にはグレーゾーンが存在するため、平時からサイバ
ー戦には備えておく必要がある。これに対応できる組織を持っておく必要があるが、平成
25 年度に防衛省にサイバー空間防護隊（仮称）が創設される。また、一方でサイバー攻撃
を行ったシステムを特定できるスキルを民間委託により現在開発中という新聞報道もあり、
日本の総合サイバー戦能力の向上を期待できる。
防衛省・自衛隊は、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）の組織にあっては、情
報セキュリティ関係省庁、また、事案対処省庁の一つに指定されているが、内閣官房情報
セキュリティセンター（NISC）の重要インフラ防護に対する対策が防衛省が関係するとこ
ろまで進んでいないのが実状である。内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）による
重要インフラ防護対策の能力向上に寄与するためにも防衛省・自衛隊のサイバー戦能力向
上が望まれる。
５．２ 国家レベルでの対応能力の強化
2011 年 8 月の三菱重工業などへの防衛産業への同時多発的な攻撃を受けて「サイバー情
報共有イニシアチブ」が発足したが、IPA 情報処理推進機構が中心となっている。主な役割
は、標的型サイバー攻撃等の情報共有であり、サイバー脅威の監視・分析、最も重要な警
告の発信機能がない｡カナダを例にとると、サイバー・インシデント発生時、連邦政府が持
つ能力を最大活用するための危機管理センターを設立しており、24 時間の監視体勢をとり、
IT セキュリティ関連の技術的指導、対応機能の構築、各種分析・攻撃などの情報発信を行
っている。
日本においては、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）のほかに、前述の「サイ
バー情報共有イニシアチブ（経済産業省）」や「サイバーインテリジェンス対策のための
不正プログラム対策協議会（警察庁）」、「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワ
ーク（警察庁）」が設立されたが、いずれも情報共有の域を出ていない。国家レベルでの
早期対応能力の向上が望まれるが、積極的な手段を講じるに当たっては情報部門（例えば
防衛省の情報組織）を取り込んで脅威に対する事前警告機能を持たせる必要がある。

５－１

５．３ 官民共同のサイバー演習
ネット戦とサイバー戦で論じたように、サイバー攻撃の目的と手段が犯罪レベル、テロ
攻撃、そして軍事行動が明確に区分できない状況においては、あらゆる事態に対応できる
ようにしておかなければならない。このため国家サイバー演習を行い問題点を明らかにす
る必要があるが、国家レベルで統一した対応計画や対処要領が存在しない状況では、実施
は困難である。米国で実施された防衛産業基盤（DIB）サイバー・パイロットは、防衛産業
基盤（DIB）を構成する企業が悪意のある活動を識別し阻止する訓練であったが、有意義と
考えられる。事が起こる前にその対応計画・要領の試行や関係する要員の慣熟訓練のため、
我が国においても、近い将来に、国家的サイバー演習（少なくとも防衛省と防衛産業間で。）
を行うことを提言する。
５．４ 重要インフラ事業者からの情報提供
情報共有を推進するためには、プライバシーや著作権保護の観点から、重要インフラ事
業者から提供される情報の取扱いに対する保護が重要になる。
我が国の、重要インフラ事業者からの連携提供された情報の取扱い方に関する考え方は
「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画」の「別添」情報提供・情
報連絡について」で整理されている。法体系の違いがあるためやむを得ないのかもしれな
いが、情報公開法や民事訴訟法を考慮した米国の情報の取扱いに比べて情報保護が曖昧で
あるため、重要インフラ事業者から任意提供される情報の範囲が狭まる可能性がある｡情報
の保護の観点からも法整備が必要である。
また、情報提供が重要インフラ事業者からの任意に基づくものであることを考慮して、情
報提供者に対するインセンティブに提供なども充実させる必要がある。
５．５ 国家による重要インフラ事業者への支援
重要インフラ防護に関する情報セキュリティ対策の責任は、いずれに国においても一義
的には「重要インフラ事業者が自らの責任において実施する。」となっている。情報セキ
ュリティ対策の実施において、政府が詳細に関与することを重要インフラ事業者自身が望
まないという背景もあるようであるが、情報セキュリティ対策を実施するための費用は、
重要インフラ事業者にとって大きな負担となっているのが現状である。
このような状況で政府に期待される役割と責任は、「重要インフラ事業者の情報セキュ
リティ対策に関する取組に対する支援」である｡情報セキュリティ対策実施に関する補助金、
情報セキュリティに関する情報、サービス等の、国等からの無償提供、政府によるサイバ
ー・セキュリティ分野での研究開発支出の確保等に関する支援体制の整備が望まれる。

５－２

６ 付録
６．１ サイバー作戦のための米国防総省戦略148
６．１．１ はじめに

「サイバー・セキュリティの脅威は、我々が国家として直面している、国家安全保障、
公共の安全及び経済上の最も深刻な課題の一つである。」
（2010 国家安全保障戦略（National Security Strategy、NSS）
）

サイバー空間は、現代の生活の特徴を表している。個人とコミュニティが、サイバー空
間を通して全世界規模で接続され、社会的及び組織的な構成要素となっている。2000 年か
ら 2010 年の間に、世界のインターネット利用者は、3 億 6 千万人から 20 億人以上へと増加
した。インターネットを利用する範囲が拡張するにつれて、サイバー空間は、地球規模で、
日々の生活に組み込まれたものに変化していく。
サイバー空間における米国内及び国際的なビジネス貿易品やサービスは、資産を数秒で
地球を移動させる。他領域における貿易の促進に加えて、サイバー空間それ自身が、世界
経済の主要領域となっている。サイバー空間は、経済を促進し本質に影響を与える、新し
い形の企業家、技術促進、自由な発言の広がり、新しい社会的ネットワークの育成器にな
ってきた。エネルギー、銀行、金融、輸送、通信、防衛産業基盤（DIB）等の米国の重要基
盤のセキュリティ及び効果的な運用は、破壊や窃取等に結びつく脆弱性を持つ可能性のあ
るサイバー空間、企業の制御システムや IT に依存している。
ほかの米国政府機関と同様に、米国防総省（DoD）は機能的にサイバー空間に依存してい
る。この依存関係を誇張するのは難しいが、米国防総省（DoD）は、15,000 以上のネットワ
ークと、世界中の多数の国の数百の装置を経由した 700 万以上のコンピュータ装置を使用
している。米国防総省（DoD）は、人や装備品の移動、軍の作戦のための指揮統制等を含む、
軍、情報収集及び業務を遂行するためにサイバー空間を使用している。
米国防総省（DoD）や国家は、サイバー空間に脆弱性を持っている。サイバー空間に対す
る我々の依存は、サイバー空間のセキュリティの不確実さと比べると正反対である。更に、
ネットワークで接続されたシステム、装置、プラットフォームの継続的な成長は、サイバ
ー空間が米国防総省（DoD）が任務を遂行するために必要とする多くの戦闘能力の中に組み
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込まれていることを意味する。今日、他国の多くは米国防総省（DoD）の unclassified と
classified のネットワークを窃取するための活動をしており、幾つかの外国の情報収集組
織は米国防総省（DoD）の情報基盤を破壊するための能力を、既に獲得している。更に、非
国家の実施者（non-state actors）が米国防総省（DoD）のネットワークやシステムに侵入
したり、破壊したりする脅威を増している。我々は、米国防総省（DoD）のネットワークや
システム上で、我々がまだ検知することができていない悪意のある活動が行われている可
能性を認識している。
米国防総省（DoD）は、政府の省(局)間及び国際的なパートナーと協力して、個人のプラ
イバシー、市民的自由（civil liberties）、表現の自由及びサイバー空間を米国繁栄と安
全に不可欠な部分とするイノベーションを保護・尊重しながら、米国及び同盟国のサイバ
ー空間能力を脅かすリスクを軽減させるための方法を模索している。米国防総省（DoD）に
内在する不確かさの管理と脆弱性の低減と同時に、サイバー空間の目標達成のための機会
にどんな影響を及ぼすかは、米国の防衛レディネス（準備ができていること。）と、これ
から数年間の国家のセキュリティに重大な影響を及ぼす。
６．１．２ 戦略

「指揮統制システム、情報収集、兵站、兵器技術等、米国防総省の情報ネットワーク
への依存は大げさではない。」
（2010 年版 4 年ごとの国防計画見直し（Quadrennial Defense Review、QDR）
）

６．１．２．１ 米国防総省（DoD）のサイバー空間における強みと機会
米国全体がそうであるように、米国防総省（DoD）は、基本的な自由、プライバシー及び
情報の自由な流れを保護できる、安全で信頼できるサイバー空間に依存している。米国の
主要義務と国家安全保障の一環として、米国防総省（DoD）は、サイバー空間における重要
な強さ（強度）と目標達成のための機会を持っている。速やかな通信と情報共有を実施す
るために米軍がサイバー空間を使用できる能力を持つことは、米国防総省（DoD）の任務遂
行に不可欠である。よりおおまかに言えば、米国防総省（DoD）が、地球規模の情報及び通
信技術分野において、サイバー・セキュリティ専門家を含む、深い知識を保有することが
できれば、米国防総省（DoD）にとって、サイバー空間における戦略的な強みとなる。
公共及び民間セクターにおける米国の人的資本と知識ベースの質は、米国防総省（DoD）
が、現在及び将来に必要なサイバー能力を構築するために必要な強力な基盤を提供する。
米国防総省（DoD）は、人材、調査研究及び技術に対する投資を通して、民間セクターが技
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術的な能力を構築し、広めるために重要な役割を果たしてきた。米国防総省（DoD）は、将
来のサイバー空間における活動を成功させるために、起業家としてのこの精神を継続し、
これらのコミュニティや団体とのパートナーシップに基づく活動を続ける予定である。
サイバー空間の活動が活発になった場合、国家（国民）は、共通の権益を防御し、セキ
ュリティを向上させるために共に活動しなければならない。同盟国や国際的なパートナー
との米国防総省（DoD）の関係は、米国の更なる国際的なサイバー空間の強力関係を実現す
るために、力強い基盤を提供する。国際協定の継続、集団的自衛（collective self-defense）
及び国際的なサイバー空間規範の制定は、全ての者にとってのサイバー空間の強化に役立
つ。
６．１．２．２ サイバー脅威

「我々がリードし創造するための力となる真の技術は、同時にそれらを妨害し破壊す
る力ともなる。」
（2010 国家安全保障戦略（NSS）
）

インターネットは、協力的で、素早く拡張し、技術的な変革（イノベーション）に容易
に対応できるように設計されている。情報の流れは内容の完全性確保に優先し、利用者の
識別認証は接続性ほど重要ではなかった。インターネットのもともとの設計者は、インタ
ーネットが米国防総省（DoD）とその任務にこれほど重要な、そして増大する役割を担うこ
とになるとは想定していなかった。米国防総省（DoD）のネットワークやシステムが地球規
模の範囲に展開していることは、敵対者に対して、窃取と攻撃に必要な幅広い機会を提供
している。
ハッキング・ツールが広範囲に利用可能であることも含め、悪意のあるサイバー活動を
実施するための障壁が低いことは、サイバー活動をしようとしている個人又は小グループ
が、米国防総省（DoD）や国家及び経済の安全保障に重大な損害を与える可能性があること
を意味する。小規模の技術が、そのサイズに不相応な悪影響を与えることができる。潜在
的な敵対者は、米国の国家安全保障に対する重大な脅威を引き起こすために、高価な兵器
システムを構築する必要がない。
サイバー空間における作戦戦略を開発するために、米国防総省（DoD）は、サイバー脅威
の多くの中心的な側面に焦点を当てている。これらの対象としては、外部の脅威者、内部
の脅威（インサイダー）、サプライチェーンの脆弱性、米国防総省（DoD）の作戦能力に対
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する脅威等がある。米国防総省（DoD）は、脆弱性や、国家や非国家の活動家が、米国防総
省（DoD）のネットワークやシステムに不正なアクセスをしようと計画する行為に取り組ま
なければならない。
米国の公共及び民間セクターのシステムに対する外国のサイバー空間作戦は、数も巧妙
さも増加している。米国防総省（DoD）のネットワークは、毎日何百万回も探索されており、
一旦侵入が成功すると、米国のネットワークや連合国や企業パートナーのネットワークか
ら何千というファイルが窃取される。更に、この脅威は、洗練された破壊能力の開発に焦
点を置いている敵対者の成長の証として進化を続ける。
サイバー空間において、非対称な影響を及ぼす小さなグループの存在は、悪意のある活
動に対して非常に現実的な刺激となる。サイバー犯罪は、政府の正式な活動を超えて、何
百万もの感染したホストを用いてボットネットを制御することができる。サイバー犯罪者
によって開発されたツールや技術は、信じられない速さでますます精巧になり、これらの
多くはインターネット上で安価に購入することができる。彼らの目的が金銭、知的財産
（intellectual property）へのアクセス又は米国防総省（DoD）の重要システムの破壊の
いずれであっても、瞬く間に進化する脅威の状況は、国家及び経済の安全保障にとって複
雑で非常に難解な様相を見せている。
あるサイバー脅威は、内部犯罪者（インサイダー）から発生している可能性もある。悪
意のあるインサイダーは、外国政府、テロリストグループ、犯罪構成員、悪徳社員等から
の命令又は自分の意志で、自身のアクセス権を窃取する。悪意のあるインサイダーの目的
がスパイ行為、政治的主張、個人的な不満のいずれであるにせよ、その結果は、米国防総
省（DoD）や国家安全保障にとって破壊的な被害をもたらすことになる。
ソフトウェアやハードウェアは、稼動するシステムに組み込まれる前でさえ、悪意のあ
る干渉にさらされるリスクがある。米国で使用さる大半の情報技術製品は、海外で製造、
組み立てされている。外国での製造や開発を米国防総省（DoD）が信用することは、設計、
製造、サービス、展開、廃棄の各時点でのリスク管理における課題を持つことを意味する。
潜在的な米国の敵対者は、米国防総省（DoD）が依存しているネットワークやシステムを
窃取、破壊、サービス不能、デグレードする機会をうかがっている。米国防総省（DoD）は、
潜在的な敵対者の活動を、特に、以下の三つの分野に関して警戒している。
① データの窃盗又は窃取
② ネットワーク、情報、ネットワークを有効にする資源の有効性（availability）に影響
を与えるアクセスやサービスの破壊又は不能
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③ ネットワークや接続されたシステムを破壊、デグレードするおそれがある改悪、改竄を
含む破壊活動又は直接的な活動
米国の国家安全保障に対するサイバー脅威は、軍の攻撃目標だけでなく、社会の全ての
側面に影響を与える。ハッカー及び外国政府は、民間の重要インフラを制御しているネッ
トワークやシステムに対する侵入能力をますます洗練させている。サイバー空間が統合さ
れた場合、コンピュータによって引き起こされる電力網（パワーグリッド）、輸送ネット
ワーク又は金融システム等の喪失は、大規模な物理的被害と経済的混乱を引き起こす。米
国防総省（DoD）の作戦は、国内及び海外共に、この重要インフラに依存している。
知的財産に対する脅威は、重要インフラに対する脅威より視覚的に現れにくいため、今
日、最も広がっているサイバー脅威となっている。毎年、米国企業、大学、政府機関等で
扱われているネットワークから、国会の図書館に蓄積されているデータよりも大量の知的
財産が盗まれている。軍の強度は、結局は経済の活力に依存しているため、知的財産の漏
洩が続くことは、地球規模の経済における米軍の有効性及び国家の競争性を衰退させるこ
とになる。
６．１．２．３ 戦略的イニシアチブ 1
米国防総省（DoD）は、サイバー空間における全面的な優越性（full advantage）を確保
するために、サイバー空間を、組織化、訓練、装備化するための作戦領域として扱う。

「サイバー空間は人が造った領域であるが、今や、陸、海、空、宇宙と同様に、米国
防総省の活動に直接関係がある領域である。」
（2010 年版 4 年ごとの国防計画見直し（QDR）
）

サイバー空間を構成しているネットワークやシステムは人が造ったものであり、しばし
ば個人が所有し、主に民間が使用しているが、サイバー空間を作戦領域として扱うことは、
米国防総省（DoD）の国家安全保障の任務遂行上、重要な組織的なコンセプトである。これ
によって、米国防総省（DoD）は、国家安全保障上の権益を維持するために、空、陸上、海
上、宇宙と同様に、サイバー空間を対象として組織化、訓練、装備化等を実施することが
できる。更に、これらの活動は、セキュリティが低下したサイバー環境（a degraded cyber
environment）における重要任務の実施も対象にしなければならない。
国家安全保障戦略（National Security Strategy、NSS）で示されているように、米国防
総省（DoD）は、空、陸、海、宇宙、そしてサイバー空間全ての領域において、作戦を効果
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的に実施するために必要な能力を確保しなくてはならない。空、陸、海、宇宙、サイバー
空間の全てのレベルにおいて、米国防総省（DoD）は、サイバー空間の複雑な課題や目標達
成のための重要な機会（vast opportunities）に対応できるようにするために、組織化、
訓練、装備化を実施する。これを実施するため、国防長官は、サイバー空間における任務
の責任を米国戦略軍（USSTRATCOM）、ほかの統合軍及び軍関係省に付与した。サイバー空
間において有効に作戦を実施し、その資源を有効に組織化するための能力の必要性が明ら
かになったため、米国防総省（DoD）は、米国戦略軍（USSTRATCOM）の下部組織として米国
サイバー軍（USCYBERCOM）を設立した。米国サイバー軍（USCYBERCOM）の設立は、米国防
総省（DoD）の以下の活動に影響を与える。

(1) 増大する訓練、情報保証、高度な状況認識（situational awareness）、安全で回復性
の高い（resilient）ネットワーク環境の構築を通したサイバー空間のリスク管理
(2) 抜 け 目 の な い ス マ ー ト な パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 締 結 、 集 団 的 自 衛 （ collective
self-defense）の構築及び共通運用画面（Common Operational Picture、COP）の維持に
よる完全性（integrity）と有用性（availability）の確保
(3) 最も必要とする革新的な能力を素早く展開するための、統合軍（Combatant Commands）
、
各軍（Services）
、政府機関及び調達に関係するコミュニティとの密接な連携に基づく統
合された能力の確保
米国戦略軍（USSTRATCOM）は、米国戦略軍（USSTRATCOM）配下にある米陸軍サイバーコ
マンド、艦隊サイバーコマンド/第 10 艦隊、第 24 空軍、海兵隊サイバー空間コマンド、沿
岸警備隊サイバーコマンド等の各軍と同期をとって調整を実施する責任を米国サイバー軍
（USCYBERCOM）に付与した。米国サイバー軍（USCYBERCOM）を立ち上げた主要な組織的な
コンセプトは、国家安全保障局（NSA）と同じ場所に設置することである。加えて、国家安
全保障局（NSA）司令官は、米国サイバー軍（USCYBERCOM）司令官を兼任する。これらの異
なる二つの組織が同じ場所に位置し、司令官が兼任することにより、米国防総省（DoD）と
米国政府がその才能と能力を最大化し、互いに影響しあい、米国防総省（DoD）の任務を遂
行するために、より効果的な活動が可能になる。
セキュリティが低下（デグレード）したサイバー空間（degraded cyberspace）での長期
間におよぶ作戦の遂行は現実であり、任務の最中で妨害が起こるおそれがあるため、広範
囲にわたる不測事態に米軍が対応できるようにするために、米国防総省（DoD）は、あらゆ
る角度から想定したサイバー空間におけるシナリオを、演習や訓練に取り込もうとしてい
る。この活動の基礎として、戦争ゲームや演習にはサイバー赤チームが含まれている。侵
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害を仮定した作戦では、米国防総省（DoD）は、任務保証（mission assurance）と重要作
戦能力の保護のための活動に重点を置きながら、機敏（agile）性と回復性を確保する
（resilient）必要がある。
これらの活動を実施するためには、ますます回復力のあるネットワークやシステムの開
発が必要である。ネットワーク障害又は重大な障害等の不測事態が発生した場合、米国防
総省（DoD）は、冗長的能力の活用又は作戦を別のシステムに移動する等によって影響を隔
離・無効化させて、作戦を持続させることができなければならない。多重ネットワークは、
サイバー空間の作戦に多様性、回復性、任務保証を付加することができる。米国防総省（DoD）
は、作戦を規模と作戦の全ての範囲に応じて、安全なネットワークに切り替えることがで
きる機能に関する調査研究に投資している。
６．１．２．４ 戦略的イニシアチブ 2
米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）のネットワークやシステムを防御するための
新しい防衛作戦概念を採用する。

「国民の安全、繁栄、プライバシーに対する脅威から防御するためには、安全で信頼
でき、回復性の高いネットワークが必要である。」
（2010 国家安全保障戦略（NSS）
）

絶えず発展している防衛作戦概念を実装することは、現在及び将来の米国防総省（DoD）
のサイバー空間における任務を遂行するために必要である。第一ステップとして、米国防
総省（DoD）は、サイバー・セキュリティを高めるために、サイバー予防手段のベスト・プ
ラクティスを向上させる。第二に、インサイダーの脅威を抑止・軽減させるために、米国
防総省（DoD）は、要員間のコミュニケーション、要員の責任、内部監視及び情報管理能力
を強化する。第三に、米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）のネットワークやシステ
ムに対する侵入を阻止するために、能動的なサイバー防衛能力（active cyber defense
capability）を使用する。第四に、米国防総省（DoD）は、新しい防衛作戦コンセプト及び
コンピューティング・アーキテクチャを開発中である。これらの全ての構成要素が組み合
わさって、米国防総省（DoD）のネットワークやシステムを防護するための適応性のある動
的な防衛を構成する。
米国防総省（DoD）のシステムに対するほとんどの脆弱性や悪意のある活動は、きちんと
したサイバー予防措置（cyber hygiene）を行うことで検地可能である。サイバー予防措置
（cyber hygiene）は、全ての人々によって常に実施されなければならない。一人一人が、
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セキュリティ・ソフトウェアや OS を常に最新の状態に保ち、自分自身を守るということを
意識することが重要である。米国防総省（DoD）は、民間セクターが、自身のコンピューテ
ィング装置を強化し、サイバー予防措置のベスト・プラクティスを維持するための継続的
な更新方法を統一する。更に、優れたサイバー予防措置を実施することは、情報セキュリ
ティの保守、ユーザにも管理者にも必要な優れたサイバー・セキュリティ訓練の促進、安
全なネットワーク設計及び実装、抜け目のない効果的なネットワーク及び構成管理の採用
等につながることになる。全体的な効果としては、米国防総省（DoD）のネットワークやシ
ステムの安全性と完全性を確保するための、保護、監視、保守、設計、管理が可能になる。
優れたサイバー予防措置を維持し、内部脅威を減少させることで、人が米国防総省（DoD）
の第一線の防衛ラインとなる。インサイダー脅威を減少させ、取扱いに注意を要する情報
や機密に分類される情報の漏えいを防ぐために、米国防総省（DoD）は、新しい脆弱性を削
減するための新しい運用概念の探求も含め、現在の情報保証規範を強化し、より優れたも
のとする米国防総省（DoD）の取り組みは、通信、人材育成、新技術及びプロセスに焦点を
当てている。米国防総省（DoD）は、悪意のある活動に対する費用負担をより高くし、振る
舞いや態度を明確にして、従業員の中に、個々の責任を確実にして、悪意のあるインサイ
ダーを抑止することで、情報保証に関するより強固な文化を育成しようと努めている。こ
の文化的なシフトは、新しいポリシー、人材育成の新しい方法及び革新的な従業員のコミ
ュニケーションによって可能となる。
悪意のあるサイバー活動は増え続けているため、米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）
のネットワークやシステムに対する侵入を防ぎ、敵対者の活動を無効にするために、能動
的なサイバー防衛（active cyber defense）を採用した。能動的なサイバー防衛（active cyber
defense）とは、同時性を持ち、リアルタイムで発見、対処、分析、脅威及び脆弱性の軽減
を行って防御する能力である。能動的なサイバー防衛は、米国防総省（DoD）のネットワー
クやシステムを防護するための伝統的なアプローチの上に、新しい運用概念を考慮したベ
ストプラクティスを補足して成り立っている。能動的なサイバー防衛は、悪意のある活動
が米国防総省（DoD）のネットワークやシステムに影響を与える前に、検知・防除するため
に、センサー、ソフトウェア、情報を活用してネットワークと同じスピードで動作する。
全ての侵入を常にネットワークの境界で食い止めることはできないため、米国防総省（DoD）
は、ネットワーク上の悪意のある活動を検知、発見、描写し、軽減するための、高度なセ
ンサー群の運用と改善を継続する。
ネットワークやシステムの回復性や抜け目のないの多様性を促進するために、米国防総
省（DoD）は、現在そして将来の課題として、新しく革新的なアプローチやパラダイムを探
求する。これらの活動は、モバイル・メディアや安全なクラウド・コンピューティングの
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領域も対象とする。米国防総省（DoD）は、発展的かつ迅速な変化を行いながら、サイバー
空間における課題に適合し続ける。
６．１．２．５ 戦略的イニシアチブ 3
米国防総省（DoD）は、政府全体のサイバー・セキュリティ戦略を実現するために、ほか
の米国政府機関及び民間セクターと協力する。

「政府も、民間セクターも、個々の市民もこの課題を単独で解決することはできない。
我々は共に協力することで解決策を見つける。」
（2010 国家安全保障戦略（NSS）
）

サイバー空間の難しさは、セクター、企業、米国政府部門、機関等をまたがっているこ
とであり、サイバー空間は、国境や世界経済の構成要素を横切って広がっている。米国防
総省（DoD）の重要機能や作戦の多くは、インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）
や世界規模のサプライチェーン等、米国防総省（DoD）が効果的にリスクを削減するための
直接の権限を持たない市場の資産に依存している。それゆえ、米国防総省（DoD）は、サイ
バー空間にまたがる課題に対処するために、アイデアを共有し、新しい能力を開発するた
めに、国土安全保障省（DHS）、その他の政府諮問機関、民間企業等と協力して活動を行う。
政府全体が一丸となったアプローチを可能にするために、米国防総省（DoD）は、政府諮
問機関と、国家のサイバー・セキュリティを向上させるための新しく革新的な方法で密な
連携を行う。重要なイニシアチブの一つの例として、国防長官と国土安全保障省長官によ
って署名された、サイバー・セキュリティの協調関係を締結し、向上させるための 2010 年
の覚書149がある。国土安全保障省（DHS）と米国防総省（DoD）間の強力なパートナーシップ
は、三つの重要な方法で国家のサイバー・セキュリティを向上させることになる。第一に、
構造を正式化することで、米国防総省（DoD）と国土安全保障省（DHS）の協調における現
在の法律やポリシー上の限界を再確認する。第二に、計画されるプログラムに一緒に参加
することで、それぞれの部門の任務有効性（mission effectiveness）を向上させる。とり
わけ、サイバー・セキュリティの必要性に関する共通の理解を向上させ、プライバシーと
市民的自由（civil liberties）保護を確実にする。第三に、限られた予算資源を節約して
利用する。この合意は、国土安全保障省（DHS）が、州、地方自治体、先住民族政府（tribal
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MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND THE DEPARTMENT
OF DEFENSE REGARDING CYBERSECURITY , Oct, 13, 2010,
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governments）、民間セクターとのパートナーとの共同作業の中で、”.gov”のドメインの
実行部門を最適に保護し、米国の重要インフラの防護を調整する活動を支援する。
米国防総省（DoD）は、また、取扱いに注意を要する情報を保護するために、防衛産業基
盤（DIB）とパートナー関係を締結する。防衛産業基盤（DIB）は、防衛技術、兵器システ
ム、ポリシー及び戦略開発、人材提供等の面で米国防総省（DoD）を支援する公共及び民間
の組織や企業で構成される。防衛産業基盤（DIB）のネットワークの保護を強化するために、
米国防総省（DoD）は、2007 年に防衛産業基盤（DIB）のサイバー・セキュリティ情報保証
計画150を開始した。この計画を立ち上げるとともに、米国防総省（DoD）は、悪意のある又
は未知のサイバー活動や防護するサイバー・セキュリティの測定基準に関する情報共有活
動に、自発的に加入することの実現可能性と便益を実証するための試験的な公共-民間セク
ターパートナーシップも設立した。
サイバー空間を特徴づける変化を速やかに入手することで、米国防総省（DoD）は、省(局)
間や民間セクターのパートナーと、サイバー・セキュリティに関する新しい協力的なアプ
ローチを試験するための活動を継続することができる。これらの活動には、国家の重要イ
ンフラが持つサイバー脆弱性を発見・軽減するための国土安全保障省（DHS）に対する米国
防総省（DoD）の支援も含まれる。これらを成功させるためには、公共と民間の相乗効果を
促進するための、更なる試験計画、ビジネスモデル及びポリシー・フレームワークが必要
である。公共と民間のパートナーシップでは、法規で規定されるものとボランティア活動
（自主的活動）とのバランスが必要であることは避けられず、それらはイノベーション、
開放、信頼の上に成り立っている。場合によっては、民間企業の参加を促進するために、
インセンティブ（報奨金、刺激）やその他の基準を必要とする参加者と相互のイノベーシ
ョンを確実にするために、米国防総省（DoD）の活動は、大企業だけでなく、小～中規模の
企業も対象として拡張する必要がある。協調的な国家（国民）の努力により、サイバー・
セキュリティを向上させ、民間をより良くするためのポリシーの問題に対する共通で実施
可能な解決方法を見つけることができる。
米国防総省（DoD）は、情報や通信技術セクターの世界化に関連するリスクの管理のため
の全政府レベルでのアプローチの開発支援を継続する。多くの米国の技術企業は、製品の
ソフトウェアやハードウェア部品、場合によっては知識ベースを海外の企業から外部調達
している。更に、偽造製品や偽造部品の数が増加しており、リスクの軽減及び質の向上を
実現するための手順が必要になってきている。信頼できない出所から提供される技術への

150

Defense Industrial Base (DIB) Cyber Security/Information Assurance (CS/IA) Activities ,
NUMBER 5205.13, January 29, 2010 ,
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依存は、米国防総省（DoD）が要求している予測可能性（predictability）と保証を低減さ
せるため、米国防総省（DoD）は、これらのリスクをより正確に識別・発見するために、国
土安全保障省（DHS）や関連する省(局)間パートナーと共に活動する。地球規模の技術サプ
ライチェーンは、米国防総省（DoD）のミッション･クリティカルな面、米国主要政府及び
民間セクターの機能に影響を及ぼすため、そのリスクは戦略的な公共-民間セクターの協調
によって軽減されなければならない。
６．１．２．６ 戦略的イニシアチブ 4
米国防総省（DoD）は、集合的サイバー・セキュリティを強化するために、米国連合国及
び国際的なパートナーと強固な関係を構築する。

「外国との防衛関係を通して、米国は危機を避けるだけでなく、それらに対処する能
力を向上させる。」
（2010 年版 4 年ごとの国防計画見直し（QDR）
）

米国の「サイバー空間における国際戦略151」と省(局)間パートナーの協力に基づき、米国
防総省（DoD）は、サイバー空間における主要な約束事項や共通の関心事項に影響を与える
ための、強固な国際的な関係を模索している。国際的に共有される状況認識や警告能力の
開発は、集団的自衛（collective self-defense）及び集団的抑止を可能にする。サイバー
事象、悪意のあるコードの特徴、新しい実行犯や脅威に関する情報をタイムリーに共有す
ることで、同盟国や国際的なパートナーは、集団的サイバー防衛を向上させることができ
る。サイバー空間は、何千ものインターネット･サービス･プロバイダー（ISP）を含んだ地
球規模のネットワークである。単一の国家や組織だけで効果的なサイバー防衛を実施する
ことはできない。
米国防総省（DoD）の国際的な協定は、米国の「サイバー空間における国際戦略」と基本
的自由、プライバシー、情報の自由な流れに関する大統領の約束に基づくものである。米
国防総省（DoD）は、開放性、相互運用性、安全性及び信頼性を向上させる、国際的なサイ
バー空間規範を開発し推進しようとしている米国政府の活動を支援する。米国防総省（DoD）
は、責任ある行動を推進し、ネットワークやシステムを妨害しようとする行動を妨害し、
悪意のある活動を阻止・抑止し、国家の重要資産を防衛する権利を保持するために、省(局)
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間や国際的なパートナーと協力する。これらの活動によって、全てにとって革新と利益を
もたらす機会を提供するサイバー空間を維持することができる。
国際的なサイバー空間の協力は発展し続けるため、米国防総省（DoD）は、サイバー空間
における米国及び同盟国の利益を防護するための、同盟国との密接なサイバー空間協力を
推進する。米国防総省（DoD）は、共有の警告能力を開発、能力構築を保証、統合訓練を実
施するために、同盟国及び国際的なパートナーと密接に活動する。この取り組みは、科学
捜査、能力開発、訓練参加、公共―民間のパートナーシップ等におけるベストプラクティ
スの共有のための会話を始める機会を創造する。更に、責任分担調整により、各国の強み
や能力をいかすことができる。これによって、熟練者が少ないバートナーのエリアを支援
し、能力を向上させ、集団的サイバー・セキュリティを強化させることができる。
米国防総省（DoD）は、集団的自衛（collective self-defense）力の発揮、集団的抑止
力を向上させるための、連合国やパートナー軍の連合体を拡大するための公式/非公式のサ
イバー共同体を拡張させる。米国防総省（DoD）は、同じ目的をもった国々が、共有された
原則に基づいて協力して活動を行うための新しい機会を創造する。連合国や国際的なパー
トナーとの拡張及び強化された関係によって、限られたサイバー能力を最大化し、リスク
を軽減し、サイバー空間における悪意のある活動を抑止するための連合体を生成すること
ができる。これらの連合体は、米国防総省（DoD）の公式な連合国やパートナーシップの増
大や、より広範囲なサイバー・セキュリティの実現に役立つ。
６．１．２．７ 戦略的イニシアチブ 5
米国防総省（DoD）は、特別なサイバー要員と素早い技術的イノベーションを通して、国
家の仕組みを強化する。

「我々は、これらの課題に対処するために必要なイノベーションや発見に必要な最先
端技術の調査と開発に投資をし続ける。」
（2010 国家安全保障戦略（NSS）
）

サイバー空間における米国の国家安全保障の防衛は、米国民の才能と創意に依存する。
米国防総省（DoD）は、サイバー空間で活動し、米国防総省（DoD）の目的を達成するため
に必要な才能ある民間及び軍の人材プールを構築するために、米国の科学的、学問的、経
済的資源対する触媒作用を引き起こす。技術的なイノベーションは、国家安全保障上の最
重要事項であり、米国防総省（DoD）は、効果的なサイバー空間の運用を確実にするために、
速やかなイノベーションを促進し、その調達プロセスを向上させる。米国防総省（DoD）は、
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国家安全保障に必要なサイバー空間能力を生成、維持するために、人材、技術、調査研究
及び開発に投資する。
優れた能力を持つサイバー要員の育成や維持は、米国防総省（DoD）の戦略の中心であり、
それぞれの戦略イニシアチブは、要員育成の戦略に沿っている。米国防総省（DoD）は、米
国防総省（DoD）のサイバー要員、必要条件及び能力を定期的に評価する。サイバー要員の
育成は、米国防総省（DoD）にとっての最重要事項である。新しいサイバー要員の要求は、
サイバー脅威の厳しさに比例して高い。米国防総省（DoD）は、技術的スキルを持った人材
に長期的に政府の活動に加わってもらえるよう、職場としての競争力を持たなければなら
ない。その目的を達成するために、米国防総省（DoD）は、才能ある人材を早期に確保する
ための精力的な計画の確立に焦点を当てており、2010 年の大統領イニシアチブで政府の要
員募集及び雇用プロセスの向上を強化する。米国防総省（DoD）は、また、革新的なサイバ
ー能力を持つ人材を保持、育成するために、サイバー要員の雇用手続きを簡素化し、官民
間でのサイバー専門職の相互交流にペナルティを課さない要員交換計画を意図した方策を
探求するために、大統領行政府と協力する。
このような求人、教育、訓練イニシアチブによって世代を超えた人材の採用・育成計画
を持つことで、米国防総省（DoD）は、将来の防衛及び国家安全保障任務に必要な、才能を
持ったサイバー要員を育てることが可能になる。予備役（Reserve）と州兵（National Guard）
のサイバー能力の開発のような、パラダイムシフト・アプローチを採用することで、米国
防総省（DoD）、連邦政府、州、民間セクターをまたがった、より優秀な能力、専門性、柔
軟性を構築することができる。要員交換の機会や教育計画の継続は、サイバー要員の育成
に関する民間企業のアプローチを導入して、米国防総省（DoD）が探求する。教育や訓練を
継続することで、米国防総省（DoD）の知的能力を維持・開発するサイバー要員の質を保証
することができる。
民間セクターの活発さを模倣し、コンピュータの利用に関する概念の発展に関するパワ
ーを利用することで、米国防総省（DoD）の情報技術に関する調達プロセスは、五つの原則
を採用する。第一：スピードは、最優先事項である。米国防総省（DoD）の調達プロセス及
び規定は、技術開発のライフサイクルに適合しなければならない。情報技術と同じサイク
ルで考えると、このサイクルとは 7～8 年ではなく 12～36 か月を意味する。第二：米国防
総省（DoD）は、大規模で複雑な単一システムの開発よりも、インクリメンタルな開発や試
験を採用する。第三：米国防総省（DoD）は、迅速でインクリメンタルな改善を実施するた
めに、幾つかのカスタマイズを諦めたり、延期したりする。第四：米国防総省（DoD）の情
報技術の必要性（核の指揮統制システムの近代化からワープロソフトウェアの更新まで）
は、米国防総省（DoD）の重要システムの優先度に応じて、異なるレベルで採用される。第
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五：改善したセキュリティの測定基準は、ソフトウェア、ハードウェアを含む、米国防総
省（DoD）が購入する全てのシステムに適用される。侵入を許すバックドアを残さず、テス
トモジュールを残さない。これらの原則は、米国防総省（DoD）によって強化されている、
信頼できる防衛システムやサプライ･チェーンのリスク軽減戦略の一部である。ハードウェ
ア、ソフトウェア、アーキテクチャ、システム、プロセスについては、米国防総省（DoD）
は、信頼できるシステムの設計、調達、実装において、多層防護のセキュリティ・アプロ
ーチをとる。
米国防総省（DoD）は、中小企業のための業務の機会も改善し、米国防総省（DoD）全体
にまたがった、革新的なアイデアの迅速な概念化、バイロット計画化、採用等のために、
シリコンバレーやその他の米国技術のイノベーションの中心企業達と協力する。米国防総
省（DoD）のサイバー空間調達計画は、サイバー空間の適応能力に影響を与える。サイバー
空間調達計画は、機敏さを強調し、新しい運用概念を包含し、科学的なコミュニティや米
国連邦政府全体にまたがった協力を促進する。
米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）の防衛能力を強化し、米国防総省（DoD）のシ
ステムを悪意のある活動に対してより抵抗力のあるものにするための、新しいアーキテク
チャを含む市場の流れを変える（Game-Changing）アプローチを探求する。米国防総省（DoD）
は、サイバー空間の技術的な基礎を再考するような革新的な技術を追求する。それを実現
するため、米国防総省（DoD）は、悪意のある活動により抵抗力のある、新しい、安全なサ
イバー空間能力を開発するために、主導的な科学機関と協力する。
国家サイバー領域（NCR）の開発は、米国防総省（DoD）、その他の米国連邦政府機関、
米国以外の政府パートナーが新しいサイバー空間概念、ポリシー、技術等を試験・評価す
るための活動の成功を可能にする。米軍は、多様なシミュレーション環境を使って、目標
とする領域を対象に定期的に訓練を実施しているが、米国防総省（DoD）は、サイバー空間
の作戦をシミュレートするための能力は限られている。国家サイバー領域（NCR）は、多様
なネットワークモデルを素早く構築することができ、軍やその他の機関が新しい技術や能
力をシミュレートしたり試験したりするという要求に適合することができる。
強健なサイバー空間能力の開発への民間企業の参加を奨励するために、米国防総省（DoD）
は、影響力が大きく革新的な技術を開発した企業に報奨を与えながら、革新的な概念や技
術のための情報センターとしての権限を与える。技術革新の中心を確立するこの取り組み
によって、米国防総省（DoD）は、中小企業技術革新研究（Small Business Innovation Research、
SBIR）、創造的なジョイントベンチャー、目標としたイノベーション、実証されていない
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未知の概念のための助成金のようなイニシアチブを通して、中小企業のイノベーションや
迅速さを推進する。
国家の、人、技術、活力は、軍や民間の要員を育成したり、技術的な能力を推進したり
するための強固な土台を米国防総省（DoD）に提供する。米国防総省（DoD）は、強固なサ
イバー空間能力を開発するための活動を続け、公共や民間機関がサイバー・セキュリティ・
イノベーションを能動的に行うための、政府機関をまたがった支援を実施する。米国防総
省（DoD）は、サイバー空間の目的を達成し、米国の国家安全保障を支援するために、将来
の人材や能力に投資する。
６．１．３ まとめ

「米国防総省がサイバー空間における自国システムの保護に失敗すれば、今日及び将
来における防衛任務の遂行能力に基本的なリスクを持つことになる。」
（2010 年版 4 年ごとの国防計画見直し（QDR）
）

国家の安全保障は、サイバー空間によって再定義される。これによって、米国防総省（DoD）
は、重大なサイバー空間の課題に直面している。米国防総省（DoD）の軍、情報収集及び業
務遂行の任務の成功は、全てサイバー空間に依存している。「サイバー空間における作戦
のための米国防総省（DoD）の戦略」は、これらの課題や機会を評価し、米国防総省（DoD）
のサイバー任務のための戦略的アプローチを示している。
米国防総省（DoD）の五つの戦略的イニシアチブは、米国防総省（DoD）がサイバー空間
において、国家重要事項を防衛し、国家安全保障の目的を達成するためのロードマップを
提供している。それぞれのイニシアチブは、ほかの四つのイニシアチブと必然的に関係あ
る部分もあるが、基本的には別ものである。戦略全体を通して、一つのイニシアチブの中
で実施される活動は、米国防総省（DoD）の戦略的思考に寄与し、ほかのイニシアチブに対
する新しいアプローチを導く。
この戦略で述べられている活動を遂行することによって、米国防総省（DoD）は、サイバ
ー空間によって米国防総省（DoD）に割り当てられた機会を利用し、米国防総省（DoD）の
ネットワークやシステムを侵入や悪意のある活動から防護し、諸機関間、国際的、重要な
産業パートナーのためのサイバー・セキュリティを強化するための活動を支援し、強固な
サイバー空間能力及びパートナーシップを構築することができる。本戦略は、米国及び同
盟国及びパートナーが情報時代におけるイノベーションの恩恵を受け続けられるようにす
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るために、サイバー空間における米国の重要事項に対する米国防総省（DoD）の防御を主導
する。
６．２ 防衛産業基盤（DIB）重要インフラ及び主要資源セクター別計画（抜粋）152
６．２．１ 序文
６．２．１．１ 前置き
2006 年 6 月、国土安全保障省長官は、国防長官その他全ての政府機関の主要メンバーの
支援を受けて「国家安全保障に関する国家戦略」及び「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」
で要求されている「国家インフラ防護計画（NIPP）」を発行した。「国家インフラ防護計
画（NIPP)」は、国家の多くの重要インフラと主要資源保護イニシアチブを国家の単一の方
針として統合するための包括的なアプローチを提供する。
各重要インフラ・セクターは、自身の特徴、運用モデル及びリスク背景等を考慮して活
動を行っていることを考慮して「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」は、各セクターに
セクター別機関（SSA）の設置を求めている。
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）のセクター別機関（SSA）である。米国防総
省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）のためのセクター別計画（SSP）を発行している。
この計画は、米国防総省（DoD）、中間機関及び民間企業の代表者による広範囲な協力の
産物である。国内及び国際的な民間セクターのパートナーが、防衛産業基盤（DIB）の所有
者/運用者の大半を占め、中小企業から数千人規模の従業員を雇用するフォーチュン 500 社
の企業までを対象にしている。
６．２．１．２ 概要
防衛産業基盤（DIB）セクター別計画（SSP）は、企業と政府のセキュリティ・パートナ
ーの協力によって開発され、セクターレベルの重要インフラ及び主要資源（Critical 防衛
産業基盤（DIB）セクター別計画（SSP）は、「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」によ
って付与されたセクター別機関（SSA）の責任を遂行するための米国防総省（DoD）のアプ
ローチの概要を述べており、国土安全保障省（DHS）によって発行された「2006 重要インフ
ラ及び主要資源の保護のためのセクター別計画ガイダンス」に準拠している。防衛産業基
盤（DIB）セクター別計画（SSP）は、その他の米国防総省（DoD）の重要インフラポリシー
を補完する。
「国家インフラ防護計画（NIPP）」基礎計画との有効な統合を確実にするために、本資
料では以下について述べる。
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Defense industrial base Critical Infrastructure and Key Resources Sector-Specific Plan
as unput to the National Infrastructure Protection Plan, DHS, DoD, May 2007,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defense-industrial-base.pdf
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(1) セクターの概観と目標
本節では、防衛産業基盤（DIB）の製品とサービスを分類するための、防衛産業基盤（DIB）
セクターとその分類法について述べる。また、政府機関及び民間セクターにおけるセキ
ュリティ・パートナーを確認し、それらの役割と責任について述べる。本節は、防衛産
業基盤（DIB）の目標と、期待される長期期間のセキュリティ態勢を含み、セキュリティ・
パートナーに価値ある提案を提供する。

(2) 資産、システム、ネットワーク及び機能の識別
本節は、米国防総省（DoD）と防衛産業基盤（DIB）の所有者/運用者が自分達の資産、
システム、ネットワーク及び重要機能を識別するために使用する変数、要求及び測定方
法について述べる。本節は、被害を受けた場合に、米国防総省（DoD）の任務、国家経済
の安定、国民の健康と安全及び国民の信頼に受容し難い結果を及ぼす可能性がある資産、
システム、ネットワーク及び機能を識別するためのプロセスに焦点を当てている。

(3) 資産のリスク
本節は、国家保護戦略の基本である「国家インフラ防護計画（NIPP）」のリスク管理
フレームワークを補完する、防衛産業基盤（DIB）のリスクアセスメントプロセスを示す。
リスクに焦点を当てることで、効果的な資産の保護が期待できる。リスクアセスメント
には、重要度、脆弱性及び脅威分析を含む。米国防総省（DoD）は、重要資産を識別する
ための現存の基準の評価について、それが米国防総省（DoD）の任務、国家経済の安定、
国民の健康と安全及び国民の信頼に与える影響について、適切な評価を実施できるかど
うかの評価を実施中である。必要であれば、評価基準の修正が実施されるであろう。

(4) インフラの優先順位付け
本節は、セクター内に含まれる防衛産業基盤（DIB）資産、システム、ネットワーク及
び機能のリスクに基づく優先度付けを実施するためのプロセスとして、資産優先度付け
モデル（APM）について述べる。資産優先度付けモデル（APM）の主要要素は、任務（5
要素）、脅威（5 要素）、経済（4 要素）、その他（2 要素）という、四つの分野に分類
された 16 段階の重みと、1～3 の度合いを持つ（1：重要度低、3：重要度高）を掛け算
して計算する。

(5) 保護計画の開発及び実装
この節で強調しているのは、インフラ防護に対する「多重防護」のアプローチである。
このアプローチは、まず民間セクターにおける自己評価と自己防護、その次のレベルの
保護として、地方自治体の緊急対策サービス、そして最も危機的な状態にあるか又は最
も重要な資産を持つセクター別機関（SSA）による直接の活動という、協力関係の実現に
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依存している。この方法に基づいて開発された計画は、脅威の決定、脆弱性の軽減によ
って関連するリスクの管理し、関連する結果を極小化するために活用できる。

(6) 進捗の測定
本節では、防衛産業基盤（DIB）セクターによるリスク管理成果の測定方法について述
べる。リスク管理結果測定方法は、防衛産業基盤（DIB）セクターの保護及びリスク削減
効果を継続的に向上させるための目標と対応する測定基準で構成される。本節は、セク
ターのリスク管理プロセスの成熟度に応じて精錬される。国家としての目標及び測定基
準は、国土安全保障省（DHS）の指導に基づいて、本節内に統合される。

(7) 重要インフラ及び主要資源（CI/KR）保護のための調査及び開発
防衛産業基盤（DIB）セクターに特化した重要インフラ及び主要資源（CI/KR）保護の
ための調査及び開発は、まだ初期の段階である。防衛産業基盤（DIB）リスク管理プロセ
スの成熟度として、米国防総省（DoD）は、セキュリティの目標を満たすために、まだ考
慮されていない要求を確認する予定である。米国防総省（DoD）は、現存の計画を強化し、
国家の資産を保護又は適切なセクター固有の調査・開発を始めるために、国土安全保障
省（DHS）と協力する。本節は、概念、認識及び可能な仕組みの現在の状態について議論
し、将来の開発のための協調的な方法を提案する。

(8) セクター別機関（SSA）の責任の管理と統合
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナーが防衛産業基
盤（DIB）の脆弱性評価を実施したり、保護したり、攻撃による被害を軽減させたりする
ためのリスク管理戦略を推進したりする協力について、「国土安全保障大統領指令 7
（HSPD-7）」によって、セクター別機関（SSA）の責任組織と指定されている。本節では、
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」で付与されたこれらの責任を支援するために、
セクター別機関（SSA）によって開発される管理プロセスについて述べる。
この計画は、「国家インフラ防護計画（NIPP）」基本計画の付録として開発され、防
衛産業基盤（DIB）の保護を向上させるための初期活動を示している。セクター別計画
（SSP）は、脅威、技術及びセクターの特徴の変化を反映させるために毎年見直される。
リビジョンは防衛産業基盤（DIB）のセクター・セキュリティ・パートナーと調整される。
６．２．１．３ 序論
米国防総省（DoD）は、国家防衛戦略（National Defense Strategy、NDS）で要求されて
いる能動的で多層化された概念に基づく「国土防衛及び民間支援（Homeland Defense and
Civil Support）」のための戦略を遂行している。この能動的で多層化された防御は、宇宙
やサイバー空間等のグローバル・コモンズ（Global Commons、国際公共財）、米国の領土
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及び本土に対するジオグラフィック・アプローチ（geographic approaches）等を考慮した、
世界規模でシームレスに統合された米国が持つべき能力である。それは多重防護の考えで
ある。この防衛方法は、国家の安全、経済の活性化及び生活に欠くことのできない米国の
重要インフラ及び主要資源（CI/KR）を防御するためのものである。重要インフラ及び主要
資源（CI/KR）には、国家の維持に必要なサービスを提供する資産、システム、ネットワー
ク及び機能を含む。重要インフラ及び主要資源（CI/KR）に対するテロリストの攻撃、その
他の人為的災害、自然災害等は、政府や企業の機能を破壊し、影響を受けたインフラ・セ
クターやインシデントの物理的な場所に限定しない大量の被害を及ぼす。直接的な攻撃は、
大規模な人的被害、資産の破壊、経済的な損害を及ぼし、国家の威信、モラル及び信頼に
大きな被害を及ぼす可能性がある。国家の重要インフラ及び主要資源（CI/KR）を利用した
テロリストの攻撃は、より破壊的な物理的、心理的、経済的影響を及ぼす可能性がある。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」は、米国防総省（DoD）に二つのタスクを付与
している。第一に、全ての政府部門や機関と同じように、米国防総省（DoD）は、任務を遂
行するために必要なインフラを識別、優先度付け、保護する責任を持つこと。第二に、米
国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）が持つ重要インフラの識別、評価、リスク管理
の改善を実施するための協調的な活動の指導に責任を持つ、セクター別機関（SSA）として
指名された。これらの責任をきちんと果たすことで、「国土防衛及び民間支援（Homeland
Defense and Civil Support）のための戦略」で示されている「主導」、「支援」、「可能」
のフレームワークに適合することができる。米国防総省（DoD）自身が所有する防衛産業基
盤（DIB）に対する「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」の責任の遂行において、米国
防総省（DoD）は明らかにリードしており、防衛重要インフラ防護計画（Defense Critical
Infrastructure Program、DCIP）153をカバーする方針を策定している。それゆえ、本計画に
は、米国防総省（DoD）が所有する防衛産業基盤（DIB）資産の識別、評価及びリスク管理
の向上活動は、含まれていない。代わりに、本計画は、ほかの重要な防衛産業基盤（DIB）
資産の所有者/運用者の取り組みを、米国防総省（DoD）が支援する協力環境について述べ
ている。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」の要求に基づいて、国土安全保障省長官は、国
防長官やその他の閣僚レベルの機関と協力して、「国家インフラ防護計画（NIPP）」を発
行した。「国家インフラ防護計画（NIPP）」は、全てのレベルの政府機関、民間セクター、
国際組織、同盟国間で協力する国家的な取り組みを開発、実装、維持するために必要な、
前例のないフレームワークを提供する。このフレームワークの重要な要素は、各セクター
別機関（SSA）で要求される、補完的なセクター別計画（SSP）である。
本資料は、防衛産業基盤（DIB）のためのセクター別機関（SSA）として米国防総省（DoD）
が実施すべき、セクター内の重要資産の識別、リスク評価、リスク管理向上に必要なビジ
ョンと方法を示すための計画を準備するために必要な事項について述べる。米国防総省
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（DoD）は、危機的な状況においては、必要に応じて、産業パートナーを主導し、防衛産業
基盤（DIB）において、何らかのインシデントが発生した場合に最初の対応者となる国や地
方自治体レベルの民間当局を支援する。これによって、全てのセキュリティ・パートナー
が自身のセキュリティに対する備えを向上することができる。
セクター別計画（SSP）は、「国家インフラ防護計画（NIPP）」で示されている仮定条件
を維持し、セクターの重要インフラを防護するために関連のある防衛産業基盤（DIB）のセ
クター別の仮定条件を明確にする。セクター別計画（SSP）の残りは、リスク管理フレーム
ワークで示された各ステップに従って以下のように構成されている。

(1) セキュリティ目的を規定する。
特定の結果、条件、効果的な防護姿勢をとれたことを規定する終了点又は性能目標を
定義する。

(2) インフラを識別する。
米国外に設置されているインフラも含んで、国家の重要インフラを構成する資産、シ
ステム、ネットワーク、それらが提供する重要機能の目録を作成し、リスク管理に必要
な情報を収集する。

(3) リスクを評価する。
テロリスト攻撃又はその他の災害、起こりうる多様な災害に対する脆弱性、一般的若
しくは特別な脅威情報が持つ、直接又は間接的な因果関係を組み合わせることで、考え
られるリスクを決定する。

(4) 優先度を付ける。
資産、システム、ネットワークの重要度を決定し、保護の優先度を確立して保護計画
や情報に基づく資産配置を提供するための国家のインフラに対するリスクの包括的な姿
を描くために、評価結果を集計し、分析する。

(5) 保護計画を実行する。
識別されたリスクを軽減し、優先度付けされた資産を安全に保つために、適切な保護
活動又は計画を選択する。

(6) 効果を測定する。
国家インフラ防護計画の進捗度を測定し、効果を評価するために、国家及びセクター
レベルで測定基準及びその他の評価手順を使用する。
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防衛産業基盤（DIB）は、国家軍事戦略（National Military Strategy、NMS）を満たす
ために必要な軍の要求にあった軍の兵器システム、サブシステム、構成要素、部品等を調
査、開発、製造、展開、維持する能力を持つ、米国防総省（DoD）、米国連邦政府及び民間
セクターの世界規模の産業複合体である。防衛産業基盤（DIB）は、何千何百という産業体
からなる。防衛産業基盤（DIB）の大多数は、民間で所有され、あらゆる規模の事業から構
成される。
防衛産業基盤（DIB）に対するセクター別機関（SSA）の責任を遂行するため、米国防総
省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）の重要資産の所有者/運用者との信頼を構築するための
活動を起こし、維持しなければならない。この活動によって、異なる防衛産業基盤（DIB）
パートナー間での双方向の情報共有、有意義な関係と頻繁な意見交換の維持が推進される。
「国家インフラ防護計画（NIPP）」への民間セクターの参加は自由意志である。多くの
大規模な防衛産業は、彼らの物理的、人的及びサイバー資産の保護に多くの力を注いでい
る。しかし、多くの中小企業は、脆弱性評価及びその対策を実施するための資本投資を行
うのに苦労している。このセクター別計画（SSP）は、
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」
の意図に合うように、米国防総省（DoD）が防衛産業基盤（DIB）のセキュリティ・パート
ナーとの活動をどのように計画しているかを述べている。一言で言えば、我々の努力は、
相互理解、情報共有、セキュリティパートナーシップの構築、長期的なリスク管理計画の
作成、資源利用効率の最大化により、より確か、より安全で回復性のある防衛産業基盤（DIB）
を構築することである。
６．２．２ 本文
６．２．２．１ セクターの概観と目標
(1) セクターの概観
防衛産業基盤（DIB）は、米国防総省（DoD）、米国連邦政府及び軍の要求を満たす能
力（調査及び研究開発、設計、製造、配達、兵器システム（サブシステム、装置、部品
等）の維持管理）を持った民間セクターの世界規模の産業複合体である。防衛産業基盤
（DIB）には、米国防総省（DoD）やほかの政府機関のために活動する、何千何百の国内
及び海外の活動体（エンティティ）やその下部組織を含む。
防衛産業基盤（DIB）には、電気、通信及び輸送等の公共インフラは含まれていない。
これらの公共インフラは、米国防総省（DoD）以外の他のセクター別機関（SSA）によっ
て対処される。154
防衛産業基盤（DIB）のうち米国防総省（DoD）が所有しているものはほとんどないた
め、本資料で議論される活動は、米国防総省（DoD）や連邦政府機関が、民間所有者/運
用者を支援するために、国家安全保障上重要であるとみなしたインフラに対して実施す
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電気、通信及び輸送等は国土安全保障省が規定した、他の重要防護インフラとして分類されて
いる。
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べき活動に焦点を当てている。米国防総省（DoD）の関係部署と調整を行う役割の国防次
官補（本土防衛及び国土安全保障担当） (ASD(HD&ASA))は、重要な防衛産業基盤（DIB）
資産の識別、リスクアセスメントの推進、民間が所有する重要資産の脆弱性の改善の促
進を確実にする。防衛産業基盤（DIB）に対する米国防総省（DoD）内の役割と責任は後
述する。
防衛産業基盤（DIB）は、製造する兵器システムのプラットフォーム、構成品、消耗品
等の観点から、セグメント、サブセグメント及び取扱商品に分類される。この分類方法
は、防衛産業基盤（DIB）資産の貢献を分類するために、米国防総省（DoD）内で使用さ
れている。この分類方法は、米国防総省（DoD）の任務達成における影響分析をする際に
最適であるが、経済、生活、健康に関連する分野においても有用である。本節で後述す
るように、防衛産業基盤（DIB）内のセキュリティ・パートナーは、この分類に沿って、
分析と責任を組織化する。
防衛産業基盤（DIB）の分類を表６－１、防衛産業基盤（DIB）の取扱商品を表６－２
に示す。
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表６－１ 防衛産業基盤（DIB）の分類
大分類
ミサイル

小分類
・ 戦術ミサイル
・ 魚雷
・ 戦略ミサイル

航空機

・ 固定翼
・ ヘリコプター
・ 無人航空機

兵士支援

・ 兵士システム
・ 衣類及び織物
・ 生活/医療
・ 禁煙
・ 核、生物、化学システム

宇宙

・ 打上ロケット
・ 衛星

戦闘車両

・ 無限軌道車
・ 戦務車両

弾薬

・ 爆弾、弾頭
・ 弾薬カードリッジ、導火線
・ 爆薬

武器

・ 小
・ 中
・ 大

情報技術（IT）

・ 指揮、統制、コンピュータ、情報収集
・ 情報保証
・ 訓練者及びシミュレータ
・ コンピュータ周辺装置

造船

・ 水上艦船
・ 水中艦艇

電子工学

・ 電子戦
・ ソナー
・ レーダー

６－２３

表６－２ 防衛産業基盤（DIB）取扱商品
分類
機械

取扱い商品
・ ディーゼルエンジン
・ ロケットエンジン
・ タービンエンジン
・ 航空機トンランスミッション
・ 自動車トランスミッション
・ ランディングギア
・ ベアリング
・ ポンプ及びコンプレッサー
・ 核構成品
・ 油圧、水圧機器

建築

・ 鍛造品
・ 鋳物
・ 劣化ウラン防護具
・ セラミック防護具
・ 合成品
・ 貴金属

電気

・ 電気モーター
・ サーマルバッテリー
・ 補助電源装置
・ 低発煙ワイア及びケーブル
・ 航空機回路ブレーカー
・ スイッチギア

電子

・ 光学機械
・ 誘導/制御
・ 通信
・ デジタル化
・ GPS レシーバー
・ 半導体
・ 進行波管
・ 回路基板
・ ソフトウェア
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(2) セキュリティ・パートナー
ア 米国防総省（DoD）内
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、国防長官に対し、防衛産業基盤（DIB）
の主要インフラ及び重要資源（CI/KR）のために、関連する部署と協調して脆弱性アセ
スメント及びリスク管理を推奨して実施させることの責任を割り当てている。これら
の責任を効果的に果たすためには、異なった役割や任務を持つ組織の複雑なコミュニ
ケーションネットワークが必要である。
(ｱ) 国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）(ASD(HD&ASA))
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）(ASD(HD&ASA))は、国内の重要イン
フラの保護の調整と、国家、政府及び地方レベルでの重要インフラ防護（Critical
Infrastructure Protection、CIP）計画への米国防総省（DoD）の参加に関する責任
を持つ。また、
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」によって米国防総省（DoD）
に付与された責任と同等レベルで、国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）
(ASD(HD&ASA)) は、国防長官に、防衛産業基盤（DIB）に対するリード・セクター別
機関（SSA）として仕える。
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）(ASD(HD&ASA))は、防衛重要インフ
ラ防護計画(DCIP)に対する責任を、国防副次官補（兵力計画及び雇用担当）の配下
の重要インフラ防護の長官に割り当てた。重要インフラ防護の長官は、防衛重要イ
ンフラ防護計画(DCIP)を通しての防衛重要インフラ防護計画（DCIP）の活動のポリ
シー、計画概要、統合及び調整を実施する。また、関係する米国防総省（DoD）や防
衛重要インフラ防護計画（DCIP）を支援する国家計画に影響を及ぼす。
(ｲ) 国防次官（調達、技術、兵站担当）(Undersecretary of Defense for Acquisition,
Technology and Logistics、USD(AT&L))
国防次官（調達、技術、兵站担当）
（USD(AT&L)）は、主要な補助スタッフであり、
防衛調達システム（Defense Acquisition System、DAS）に関連する全ての事項につ
いて、国務長官に対するアドバイスを行う。それに加え、国防次官（調達、技術、
兵站担当）（USD(AT&L)）は、防衛産業基盤（DIB）を米国防総省（DoD）の要求に適
合させるための、産業及び技術に関する基本アセスメントの開発、それを維持する
ための方針、能力の開発に関する指導を主導する。その責任は、防衛産業基盤（DIB）
セクター別機関（SSA）の責任と大きく重複している。この重複により、国防次官（調
達、技術、兵站担当）
（USD(AT&L)）は、防衛産業基盤（DIB）セクター別機関（SSA）
の責任の遂行に貢献するための主要な役割を持つ。
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(ｳ) 国防契約管理局(Defense Contract Management Agency、DCMA)
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）(ASD(HD&ASA))は、国防契約管理局
（DCMA）に、防衛産業基盤（DIB）の所有者/運用者との協調関係を確立するための、
セクター別機関（SSA）の責任の遂行するための運用的な主導を割り当てている。国
防契約管理局（DCMA）の責任は、防衛産業基盤（DIB）の重要な資産やそれに関連す
る影響を識別、分析及び評価するために、米国防総省（DoD）の全ての機関や、防衛
産業基盤（DIB）の要素を保有又は運用する民間セクターのパートナーと計画をたて、
協調することである。
(ｴ) 国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）(ASD(NII))
国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）(ASD(NII))は、情報保証、ネットワ
ーク及びネットワーク・セントリックポリシーとコンセプト、米国防総省（DoD）全
体規模のアーキテクチャと情報技術（IT）に関して、国防長官の主な補佐役となる。
国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）(ASD(NII))は、情報保証とサイバーに
関連したポリシーや事項について、国防次官（情報担当）
（Under Secretary of Defense
(Intelligence)、USD(I)）
、国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）
、国防次官（調達、技術、兵站担当）（USD(AT&L)）を支援する。
国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）(ASD(NII))は、情報、IT、ネットワ
ーク・セントリックの展望、GIG（Global Information Grid、全地球情報網）の有
効性の保証の観点から、世界規模の防衛戦略の系統立てと実装に責任を持つ。国防
次官補（ネットワーク、情報統合担当）(ASD(NII))は、米国防総省（DoD）の情報保
証計画及び分類されたポリシーと標準を作成し、情報セキュリティに関する義務と
責任を遂行しなければならない。国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）
(ASD(NII))は、GIG の有用性の保証に対して米国防総省（DoD）内に責任を持つが、
これらの責任は防衛産業基盤（DIB）の民間セクターが保有する部分には拡張しない。
防衛産業基盤（DIB）セクターにはサイバー資産としての明確な資産分類がまだない。
個々の防衛産業基盤（DIB）資産は、それらの中にサイバーの要素は持っているが、
その責任は、資産の所有者／運用者にある。サイバー・セキュリティは、重要資産
リスク・アセスメントの一部分であり、国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）
(ASD(NII))の専門家は、全ての防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナーと共
有するために開発や配分に関するベストプラクティスを求めている。
(ｵ) 国防次官（情報担当）(USD(I))
米国防総省（DoD）のポリシーにより、国防次官（情報担当）(USD(I))は、米国防
総省（DoD）の上級セキュリティ職員となる。国防次官（情報担当）(USD(I))の責任
には、リスク管理されたセキュリティ及び保護ポリシーと人員、物理的、産業、情
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報、運用、化学/生物等に関する計画及び調査研究や技術保護等の米国防総省（DoD）
の特別な資産計画の統合が含まれる。
(ｶ) 国防次官（人員、即応体制役担当）(Undersecretary of Defense (Personnel and
Readiness)、USD(P&R))
国防次官（人員、即応体制役担当）(USD(P&R))は、国家軍事戦略（NMS）を実行す
ることができる兵力を確実にするための、管理及び評価に関する国防長官の主要ア
ドバイザーである。国防次官（人員、即応体制役担当）(USD(P&R))のスタッフは、
予備役報告システム（Defense Readiness Reporting System、DRRS）の開発と維持
を監督している。予備役報告システム（DRRS）は、防衛産業基盤（DIB）の要素に関
する情報を統合する。
イ 民間セクター所有者/運用者及び組織
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）インフラ上での情報交換を民間産業組
織に依存している。米国防総省（DoD）は、国防産業団体（National Defense Industrial
Association、NDIA）、航空宇宙工業会（Aerospace Industries Association、AIA）、
機密区分管理協会（National Classification Management Society、NCMS）
、企業セキ
ュリティ協会（American Society of Industrial Security、ASIS）、国際産業セキュ
リティ・ワーキング・グループ（International, and Industrial Security Working Group、
ISWG）等の防衛産業組合と連携している。これらの協会及びその他の防衛産業協会は、
本資料で後述するセクター調整評議会（Sector Coordinating Council、SCC）のメン
バーとなっている。これらの産業と活動を共にして、米国防総省（DoD）は、セクター・
セキュリティ・パートナーと共に、重要な防衛産業基盤（DIB）の資産に関する情報共
有及び保護のためのプロトコルを開発する。
ウ その他の連邦政府部門及び機関
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）のセクター別計画（SSP）が、国家の重
要インフラ防護（CIP）活動と米国防総省（DoD）の国家防護要求に矛盾しないように
するために、国土安全保障省（DHS）、他のセクター別機関（SSA）、関連する連邦政府
機関と協力する。
防衛産業基盤（DIB）のための、他の連邦政府機関の役割は以下のとおりである。
(ｱ) 国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）
a 連邦政府機関で、セクター別機関（SSA）の計画の手引きが首尾一貫して使用さ
れるよう監督する。
b 防衛産業基盤（DIB）に対する物理的及びサイバー・インシデントを阻止、予防、
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打ち負かすために、米国防総省（DoD）と協力する。
c 防衛産業基盤（DIB）の脆弱性評価を実施又は促進するために、米国防総省（DoD）
と協力する。
d 防衛産業基盤（DIB）に対する攻撃を防護し、被害を軽減するためのリスク管理
戦略の開発を調整する。
e 重要インフラ及び主要資源（CI/KR）を識別、優先度付け、保護を実施するため
の防衛産業基盤（DIB）特有の付加的なメカニズムの識別・確立のために米国防総
省（DoD）と協力する。また、物理的及びサイバー脅威、脆弱性、インシデント、
保護基準、ベストプラクティス等に関する情報共有を促進する。
(ｲ) 国土安全保障省サイバー・セキュリティ及び電気通信局（Office of Cyber Security
and Telecommunications, Department of Homeland Security、DHS CST）
国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）と協力して、全ての重要インフラ及び
主要資源（CI/KR）セクターに対するサイバー・インシデントの阻止、予防に責任を
持つ。
(ｳ) 連邦捜査局（FBI）
a 重要な防衛産業基盤（DIB）への配慮を継続する。
b 重要な防衛産業基盤（DIB）の所有者/運用者が、責任官庁から、少なくとも年に
１回対面式の連絡を受けるよう保障する。
c 報告された疑わしい活動を調査し、報告を基にフィードバックを提供する。
d 資産所有者/運用者又は国家や地方自治体の法執行機関から要求があった場合に、
インシデントに対処する。
(ｴ) エネルギー省(DoE)
国家核安全保障局（National Nuclear Security Administration、NNSA）を通し
て、テロリストや大量破壊兵器からの地球規模の脅威を削減することにより、核エ
ネルギーの軍用使用に関する国家安全保障を促進するために活動する。
a 核兵器管理
米国の核兵器保有量を安全に、信頼性を持って管理することで、米国の核兵器が
その第一の目的である抑止力となることを確実にする。
b 核拡散防止
大量破壊兵器に関する物質、技術及び技術者の拡散を制限するために技術的なリ
ーダーシップをとる。世界中の大量破壊兵器の拡散を発見ための技術を促進する。
核兵器に利用可能な余剰兵器やインフラを削減する。
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c 海軍原子力推進機関部（Naval Reactors、NR）
米海軍に安全で軍の目的にあった核推進計画を提供し、安全で信頼性のある作戦
遂行を可能にする。
(ｵ) 商務省(Department of Commerce、DoC)
産業安全保障局（Bureau of Industry and Security、BIS）を通して、効果的な
輸出制御や条約順守を確実にし、米国の戦略技術や防衛産業基盤（DIB）のリーダー
シップを推進することで、米国の国家安全保障、外交政策及び経済目標を促進する。
(ｶ) 財務省(DoT)
財務長官は、外国投資委員会（Committee on Foreign Investment in the United
States、CFIUS）の議長を務め、財務省国際問題担当次官補室（Office of the Assistant
Secretary for International Affairs）に事務局を持つ。
米国防総省（DoD）は、この委員会に参加するほかの 11 の連邦政府機関と一緒に、
国家安全保障に脅威を及ぼすと想定される外国企業の買収、合併及び乗っ取りを防
ぐために大統領を支援する。
(ｷ) 国務省(DoS)
a 米国外に設置されている重要な防衛産業基盤（DIB）資産の保護を強化するための
米国防総省（DoD）、諸外国及び国際組織の活動を支援する。
b 主要国、海外の防衛産業基盤（DIB）資産所有者、米国防総省（DoD）間の情報交
換を推進する。
c 米国の軍需品リストに掲載されている軍需品の輸出や輸入を制限することで、米
国の国家安全保障及び外交政策の目的を推進する能力を支援する。
(ｸ) ホワイトハウス科学技術政策室 (Office of Science and Technology Policy、OSTP）
a 米国防総省（DoD）及び防衛産業基盤（DIB）と技術情報を共有する。
b 重要インフラの防護を推進するために諸機関間の研究開発を調整する。
c 防衛産業基盤（DIB）に適応する研究の必要性や技術の選定を支援する。
エ 州及び地方自治体
防衛産業基盤（DIB）を保護するための連邦政府の役割を調整するために、米国防総
省（DoD）は、主に州兵（National Guard）との間で締結された覚書を通して国家や地
方自治体と協力する。
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オ 国際的組織及び諸外国
国境業務のパートナーシップは、日常のことであり重要な防衛産業基盤（DIB）が米
国外に存在する場合がある。「国土防衛及び民間支援（Homeland Defense and Civil
Support）
」戦略の一部として、米国防総省（DoD）は、国際的な能力を向上するために、
他の連邦政府機関、諸外国政府及び国際的組織と協力して活動する。技術、能力及び
人材を共有することで脅威等に対する国家の能力を強化する。
パートナーシップの主要組織を以下に示す。
(ｱ) 北米技術産業基盤組織（North American Technology and Industrial Base
Organization、NATIBO）
(ｲ) カナダ国防省（Department of National Defence、DND）
カ その他
(ｱ) 政府調整評議会（Government Coordinating Council、GCC）
政府調整評議会（GCC）は、防衛産業基盤（DIB）のセクター・セキュリティ戦略、
活動、ポリシーそして連邦政府や防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナー間
のコミュニケーションを効率的に支援するための活動を実施する。防衛産業基盤
（DIB）と相互関係がある他のインフラ・セクターとの間の調整も実施する。
政府調整評議会（GCC）は、以下の組織の代表者で構成される。
a 米国防総省（DoD）


国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）（ASD(HD&ASA)）



国防次官（調達、技術、兵站担当）(USD(AT&L))



国防次官補（ネットワーク、情報統合担当）ASD(NII)



州兵局長



国防研究技術本部長



国防調達政策本部長



国防次官 (情報保全担当) (USD(I))



国防次官（人員、即応体制役担当）USD(P&R)

b 関係機関


国土安全保障省インフラ防護局（DHS OIP）



国土安全保障省国家通信システム（DHS NCS）



エネルギー省(DoE)



運輸省(Department of Transportation、DoT)



商務省(DoC)



財務省（DoT）
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国務省(DoS)



司法省(DoJ)



保健福祉省（DHHS）



環境保護庁（EPA）



国土安全保障省運輸保安局（DHS TSA）

(ｲ) セクター調整評議会（SCC）
セクター調整評議会（SCC）は、防衛産業基盤（DIB）の所有者/運用者によって組
織化された独立した自治体である。民間セクターの所有者/運用者が国土安全保障、
米国防総省（DoD）、他のセクター別機関（SSA）、重要インフラ防護（CIP）につい
て意見交換をすることを認可されている。
セクター調整評議会（SCC）は、以下の組織の代表者で構成される。


航空宇宙工業会(AIA)



企業セキュリティ協会 (ASIS)



国際産業セキュリティ・ワーキンググループ（ISWG）



機密区分管理協会（NCMS）



国防産業団体（NDIA)

(3) セクター・セキュリティの目標
ア セクター・セキュリティ目標の要素及び特徴
セキュリティ目標の候補を以下に示す。これらは、政府調整評議会（GCC）とセクタ
ー調整評議会（SCC）間の審議の基準となる。セキュリティ目標の候補は、追加的なリ
スク評価等によって追加・修正される。
(ｱ) 重要資産の縮小
セクターは、重要資産を削減するために努力する。
セクターの回復力は、他のセクターよりも重要な資産がないほど確実になるため、
究極の目標は重要な防衛産業基盤（DIB）資産をゼロにすることである。
(ｲ) 人的セキュリティ
重要な防衛産業基盤（DIB）資産に関係する要員は、雇用される際に適応性、信頼
性について、それぞれのポジションに応じて確立された手順に沿った審査を受ける。
(ｳ) 物理的セキュリティ
重要な防衛産業基盤（DIB）資産を失った場合の、米国防総省（DoD）の任務に対
する想定される影響を確定する。
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(ｴ) 情報セキュリティ
重要な防衛産業基盤（DIB）資産を識別する又は特徴を示す全ての情報は、情報の
レベルに従った取扱い手順が確立され、許可されない漏えいから保護される。
(ｵ) 情報保証
防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者は、防衛産業基盤（DIB）資産を保護す
るために、情報保証方法に基づいた機能的で十分な情報保証計画を持つ。
(ｶ) 内部脅威
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者がセキュリティ
問題予防措置として、防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者がネットワークや
システムの管理者に同一基準の教育を実施できるようにするために、セキュリティ
教育及び訓練を提供する。
(ｷ) 監視及び報告
当局は、重要な防衛産業基盤（DIB）資産に責任を持つ所有者/運用者、地方自治
体の法執行機関、医療、輸送等のその他の第一対応機関に報告される政府に対する
脅威情報の報告を確実に実施できるようにする。
(ｸ) 訓練及び教育
重要な防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者のための特定のセキュリティ教
育及び訓練教材を開発する。
イ セクター・セキュリティ目標を確立するためのプロセス
米国防総省（DoD）は、連邦政府調達規則（Federal Acquisition Regulations、FAR）
や防衛連邦調達規定（Defense Federal Acquisition Regulations）、米国防総省（DoD）
の関連するポリシー等に準拠した成就可能なセキュリティ目標を公式化するために、
セクター調整評議会（SCC）を通して企業と協力する。

(4) 重要性の保護
米国防総省（DoD）は、セキュリティ・パートナー、とりわけ民間セクターの所有者/
運用者による能動的、自発的及び全員参加のコンセンサスに基づくセクター・セキュリ
ティの構造体を追求する。米国防総省（DoD）は、全ての参加者が、自身が参加すること
による活動の意義を理解して初めてこのことを実現できる。
重要性を保護するための主要領域を以下に示す。
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ア サービスの破壊を最小限に留める。
イ 回復性及び破壊されたサービスを復旧する能力を持つ。
ウ 準備、サービスの継続、優れた企業の市民性が、投資家、顧客、将来の従業員に対
する企業の評価を確実するということに対する国民の理解を得る。
６．２．２．２ 資産、システム、ネットワーク及び機能の識別
防衛産業基盤（DIB）は、非常に大規模で、多種多様、複雑、相互依存的、独立した、階
層的、自由自在な、資産の集合である。米国防総省（DoD）と商務省（DoC）は、防衛産業
基盤（DIB）を、軍の要求にあった兵器システム、サブシステム、構成要素及び部品等の調
査及び開発（R&D）、設計、製造、配送、維持の能力を持つ何百何千という世界的な政府や
民間セクターでの複合体であると評価している。
ほかのインフラ・セクターと異なり、防衛産業基盤（DIB）は提供する製品やサービスで
はなく、それらの製品やサービスを要求している顧客で定義される。米国防総省（DoD）と
直接取引をする企業もあれば、それらの企業の下請け企業、契約に付随する製品やサービ
スを提供する企業等がある。防衛産業基盤（DIB）は、あらゆるセクターやサブ・セクター
を対象とし、製品だけでなく、サービスを提供する企業も含まれ、中小企業から世界的な
大企業まで、幅広く対象となる。防衛産業基盤（DIB）は提供する製品やサービスではなく、
それらの製品やサービスを要求している顧客で定義されるため、防衛産業基盤（DIB）の資
産はほかのインフラ・セクターにも属する場合がある。米国防総省（DoD）は、対応の重複
や欠落を識別するために、国土安全保障省（DHS）や他のセクター別機関（SSA）と協力し
ている。

(1) 防衛産業基盤（DIB）に関する基本情報の定義
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）の重要資産の可能性のある資産について、
以下の情報を収集する。
ア 契約者及び政府登録コード、企業名及び住所
イ 契約内容の専門事項、設備のセキュリティ管理者及び契約情報
ウ 売上、雇用、設備稼働率、敷地面積、
エ 製品、機能、生産率
オ 計画、構成要素、サブシステム等
６．２．２．３節で示される基準に基づいて、資産が「重要（critical）」であると
決定された場合、米国防総省（DoD）は、以下の情報を追加収集する。
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カ 緯度・経度
キ 企業が重要な譲歩を蓄積している建物や構造物の場所
ク 機能を提供するために必要なサービスや支援への依存
(ｱ) 同一セクター内の他の資産に対する依存
(ｲ) 異なるセクターの資産に対する依存
ケ 資産内に構築する冗長性等

(2) インフラ情報の収集
現地調査や現地訪問に加えて、米国防総省（DoD）は、調査票、公共の情報源（Dun &
Bradstreet 社155やその他のインターネット情報源等）、所有者の調査、非開示情報、購
買同意書等、多様な方法でデータを収集する。米国防総省（DoD）は、また、特定の防衛
関連企業や重要技術に関するデータ収集に関して産業安全保障局（BIS）と協力する。
米国防総省（DoD）は、産業、技術能力及び金融/経済のアセスメント・プロセスを支
援するために、防衛産業基盤（DIB）資産から年に１回にデータを収集する。データは、
保証アセスメント・プロセスや、臨時の要求に対応するためにも収集される。現在、イ
ンフラに関する情報を提供するための、防衛産業基盤（DIB）資産に対する規定された要
求はない。
防衛産業基盤（DIB）資産は、米国防総省（DoD）による保証付きの自主的活動として
データを提供する。測定基準と手順は確立しており、ビジネス上の取扱いに注意を要す
るデータや特許情報の保護が行われる。
資産情報は、分類されたポータル上の電子資産ポートフォリオに当たる。電子資産ポ
ートフォリオは、重要であると考えられる防衛産業基盤（DIB）資産の、裏書された文書
のサマリが記載された文書のリポジトリである。
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）（ASD(HD&ASA)）及びその他の米国防総
省（DoD）の意思決定者は、この情報をリスク管理及び運用目的の継続のために使用する。

155

国内、海外の企業情報の提供会社（企業データベースの提供、国内企業信用調査レポート、海
外企業調査レポート、倒産情報、出版物、市場調査などの提供等）
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ア 一般情報
イ 企業、技術能力、財務/経済評価
ウ 脆弱性評価結果
エ セクターの特徴
オ 脅威の評価
カ 自己評価
キ サイト・リスク評価
ク 対テロリズム/脅威対処教育及び訓練資材
必要に応じて、米国防総省（DoD）は、国家資産データベース（National Asset Database）
に登録するために、資産情報を国土安全保障省（DHS）に提供する。

(3) インフラ情報の検証
米国防総省（DoD）は、情報の正確さを確保するために、データ確認のために資産所有
者/運用者に意見を聞きながら、定期的に全ての防衛産業基盤（DIB）資産データの見直
しを実施する。情報が不完全又は不正確であると判明した場合は、米国防総省（DoD）は、
フォローアップのために現場を訪問したり、電話インタビューを実施したりして、追加
の情報を収集する。
重要資産データは、情報の公開が国家安全保障に明らかに関連すると判断される場合
に「取扱いに注意を要する情報（cllasified）」になり「米国防総省重要インフラ防護
機密分類ガイド（DoD CIP Security Classification Guide）」に従って、分類され取り
扱われる。「秘密（secret）」と分類された情報は、米軍の機密情報を流すネットワー
クである SIPRNET を使って送受される。

(4) インフラ情報の更新
米国防総省（DoD）は、重要資産の識別と優先度付けを矛盾なく実施するために、その
手法の見直しを継続的に実施する。米国防総省（DoD）は、重要資産リストを定期的に見
直し、見直しや検証のための多くの組織を経由して厳しく吟味する。
６．２．２．３ リスクの評価
(1) セクターにおけるリスク評価
防衛産業基盤（DIB）の資産は、多少の例外はあるが、ほとんどが民間セクターによっ
て所有/運用されている。現時点で、リスク評価の実施に関する正式な要求はないが、大
きな企業では、一般的に、業務の一環として、何らかのレベルのリスクアセスメントを
実施している。セクター・セキュリティ・パートナー（Sector Security Partner、SSP）
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と協力して、米国防総省（DoD）は、全てのレベルの防衛産業基盤（DIB）における、状
況認識の確保及びリスク管理に関するベスト･プラクティスの使用を目指す。
米国防総省（DoD）は、重要な防衛産業基盤（DIB）資産に対するリスク評価を実施す
るための独自の計画を持っている。「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）」及び現在の
「国家インフラ防護計画（NIPP）」ガイダンスの発行より前は、米国防総省（DoD）の防
衛産業基盤（DIB）計画は、米国防総省（DoD）の任務を遂行するために重要な防衛産業
基盤（DIB）資産を評価し、リスクを低減させることに焦点を当てていた。米国防総省（DoD）
は、現在、今までの実施結果やその手法が「国家インフラ防護計画（NIPP）」のより広
い焦点に適合し、政府の能力以外の領域に適応するかどうかの評価を実施している最中
である。
ア 企業分析：重要製品やサービスに提供するための能力に悪影響を及ぼす可能性のあ
るビジネス、経済、製造のリスクを分析する。
イ 共通の市場インフラ分析：重要インフラ資源（エネルギー、電気、輸送等）を提供
する重要な供給者への依存度を分析する。
ウ 前兆の分析：重要共有者にとっての問題の存在を事前に把握する。
エ 脆弱性評価：供給者の脆弱性の定義、損失時の影響、必要な対策、そのランク
オ 脅威評価：国家として対応すべき脅威、一国の利害を超えて対応すべき脅威、テロ
リスト、自然災害等あらゆる観点からみた脅威を想定する。

(2) インフラの選択
重要な防衛産業基盤（DIB）資産の数が非常に多く、民間セクターの応諾は任意意思に
基づくものであり、包括的なリスクアセスメントを実施するためのリソースが限られて
いるため、米国防総省（DoD）は、情報が欠落することを前提とした最初の振い分けを実
施しなけばならない。「国家インフラ防護計画（NIPP）」は、「国土安全保障大統領指
令 7（HSPD-7）」に基づいて、セクター別機関（SSA）に四つのカテゴリへの影響を考慮
することを要求している。


人的影響：人類の生活及び物質的な健康への影響（死亡、傷害等）



経済的影響：直接及び間接的な経済への影響（資産再構築費用、攻撃に対す
る対処、被害復旧等の費用、製造やサービスの停止に伴う費用、環境被害に
よる長期的な費用等）



国民の信頼に対する影響：国民経済や政治制度における国民のモラル及び信
頼性上の影響



政府の能力に対する影響：命令の持続、最低限の公共サービスの提供、公衆
衛生及び安全、国家安全保障に関する任務の能力に関する政府の能力上の影
響
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ア 任務に基づく選択
まず最初に、米国防総省（DoD）は、重要な防衛産業基盤（DIB）資産を、米国防総
省（DoD）の任務遂行にとって「重要（important）」かどうかで振い分けを実施する。
重要な防衛産業基盤（DIB）設備は、以下の基準を満足する場合に「重要（important）
」
であると考えられる。
(ｱ) 唯一の資源である。
(ｲ) 古いものに機能を付加した又は未来（最新の）技術を使用している。
(ｳ) リードタイムが長く必要である。
(ｴ) サージ156から機器を保護するための回路[装置]がない。
(ｵ) 装置の費用が非常に増大する。
次節で後述する基準は、「大切（important）」な資産から「重要（critical）」なも
のを決定する際に適用される。

(3) 結果の評価
(2)ア節（任務に基づく選択）で述べた基準に基づいて選択された「重要」資産のリス
トから、重要な防衛産業基盤（DIB）資産は、以下の条件を満足する場合、米国防総省（DoD）
の任務にとって「重要（critical）」なものに分類される。

(4) 脆弱性の評価
脆弱性評価は、多くのレベルで実施される。米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）
資産の所有者/運用者が状況認識を訓練するためのプロセスを制定している。
ア 米国防総省（DoD）にとっての重要事項の保護
イ 米国連邦政府にとっての重要事項の保護
ウ 兵士にとっての任務の確からしさ。
エ 業務回復計画のために協力が必要な地方自治体、連邦政府、州、地方の法執行機関、
民間権力者等との関係を促進する設備の重要性

(5) 脅威の評価
米国防総省（DoD）は、自然災害から国家に対する敵対者の活動まで、全てを考慮して
脅威を想定する。米国防総省（DoD）は、重要インフラに関する脅威や災害の情報を国土

156

surge、電気系統などに対して、異常に高い電圧が瞬間的に発生する現象
発生する「雷サージ」を指す場合が多い。
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落雷などによって

安全保障省（DHS）と密に連携して共有する。国土安全保障省情報収集及び分析室（DHS
I&A）は、資産に対する脅威を特定するために、複数の情報源から情報を収集する。
６．２．２．４ インフラの優先度付け
資源が限られているため、米国防総省（DoD）とその防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・
パートナーは、投資すべき資産と、実施可能な最も効果的な改善活動を探求する。その結
果として、米国防総省（DoD）は、その資産が失われたり、弱められたりした場合に想定さ
れる影響に基づいて「重要な（critical）」防衛産業基盤（DIB）資産を優先度付けする。

(1) 資産優先度付けモデル
米国防総省（DoD）は、リスクの分析及び削減のための防衛産業基盤（DIB）のランク
付けに資産優先度付けモデル（APM）を使用する。資産優先度付けモデル（APM）は、ス
コアが高いほど、その資産を失った場合の影響が大きいとみなす指数モデル（index
model）である。
米国防総省（DoD）は、結果として受ける影響に基づいて、追加評価及び脆弱性の緩和
を目的とした投資のために、資産を優先度付けする。受ける影響のスコアは、また、資
産の”危険度（criticality）”も表す。資産優先度付けモデル（APM）は、脆弱性評価
や重要インフラ防護（CIP）の任務確実度評価のようなより厳密な評価の代用ではなく、
順序付けの意思決定を支援する方法である。

(2) 資産優先度付け要素
米国防総省（DoD）は、資産優先度付けモデル（APM）のスコアを、任務（5 要素）、脅
威（5 要素）、経済（4 要素）、その他（2 要素）という四つの分野に分類された 16 段
階の重みで計算する。各要素は 1～3 の度合いを持つ（1：重要度低、3：重要度高）。こ
れらの度合いは、16 段階の重みに掛け算して計算する。
米国防総省（DoD）は、重み付け要因を、米国防総省（DoD）の任務上の損失と現在及
び将来的に想定される経済的影響を基に決定している。計算結果としてのスコア（136
～408）は、防衛産業基盤（DIB）資産を重要度に基づいてランク付けする。
優先度付け要素を表６－３に示す。

６－３８

表６－３ 優先度付け要素
モデル要因

重み

要因の分類

複数の計画に対する影響

16

任務

現在遂行中の戦闘能力に対する影響

15

任務

計画されている戦闘能力に対する影響

14

任務

企業の経済的リスク

13

経済

地域の経済的脆弱性

12

経済

復旧計画

11

任務

再構成：時間

10

任務

再構成：費用

9

経済

脅威：設備に対する既知の外部脅威

8

脅威

既知のセキュリティ事項

7

脅威

災害リスク：測定基準

6

脅威

化学/生物/放射性物質/核/爆発物による付帯的損害（軍事行

5

脅威

影響を受けるエリア

4

脅威

国家又は大都市統計地域（Metropolitan Statistical Areas、

3

経済

2

その他

1

その他

動によって民間人が受ける人的及び物的被害）

MSA）における利益としての地域雇用
防衛重要インフラ防護計画（DCIP）状況認識調査フォローア
ップ
脆弱性アセスメント又は重要インフラ防護計画の任務保証ア
セスメント（完了/計画中）

(3) 資産優先度付けのレビュー及び更新プロセス
米国防総省（DoD）は、資産優先度付けモデル（APM）手法や諸データを、以下の点に
考慮して定期的に見直、更新する。
ア 顧客要求及び関心事項
イ 高レベルの手引き及びポリシー
ウ モデルに影響を及ぼす新しい情報及び情報源
エ 新しい情報技術及びその他のプロセスの改善
オ セクター（分野）を通したリスク像の進化
米国防総省（DoD）の分析官は、安全なコンピューティング環境で資産優先度付けモデ
ル（APM）スコアを計算し、重要資産リストの最終的な優先度を提供する。スコアがチェ
ック及び評価された後、国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）（ASD(HD&ASA)）
が評価スケジュール及び改善活動を決定する。
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６．２．２．５ 保護プログラムの実施
全ての資産の絶対的な保護は、技術的にも経済的にも不可能である。それゆえ、防衛産
業基盤（DIB）資産の所有者/運用者は、保護のための投資を優先度つける方法を確保する
必要がある。そのためには、リスク管理が必要不可欠である。
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者が、防衛産業基盤（DIB）
インフラ防護のために、リスク管理の手法を適応することを促進している。米国防総省
（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者が、特定の資産に対して、失った場
合の影響、脆弱性及び脅威との関連を理解することを支援する。防衛産業基盤（DIB）資産
の所有者/運用者が、そのリスクが許容できないと考えた場合、彼らは、リスクが許容レベ
ルになるまで、リスク要因のうち、少なくとも一つのリスクを軽減するための活動を実施
しなくてはならない。
防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者は、手頃さ、実際的の観点から、リスクを軽
減するために特定のアクション（活動）を選択する。手続きや運用の変更等、リスク軽減
アクションに費用的問題がない（コストが掛からない。）活動がある。米国防総省（DoD）
は、ビジネス継続に関して低コストで実施できるリスク軽減アクションをとることの有効
性を防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者に気づかせることで、防衛産業基盤（DIB）
資産の所有者/運用者が低コストで実施できるリスク軽減アクションを採用することを推
奨している。
証明されたすぐに利用可能なセキュリティ装置の採用や冗長性オプションの実装のよう
なその他のアクションは、比較的低コストで実施可能であり、現在の予算で容易に扱うこ
とが可能である。しかし、幾つかのケースでは、リスク軽減には、資産所有者、米国防総
省（DoD）の資源委員会又はそれら全てによる長期計画や重要な投資が必要な場合がある。
米国防総省（DoD）は、リスクアセスメントの結果に基づく推奨保護方策を実証するため
の計画を開発するために、防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者と協力する。
改善（脆弱性の矯正）、脅威の阻止（資産を標的になりにくくする。）、軽減計画（資
産損失の場合の影響を管理する。）は、資産に対するリスク軽減又は回避の方法である。
防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者は、リスク軽減の意思決定を実施するが、米
国防総省（DoD）は、情報共有や意思決定支援ツールを推奨することで、情報に基づく正し
い意思決定を促進するために努力する。

(1) セクター保護プログラムの概要
以下に、防衛産業基盤（DIB）重要資産の多層防御方法の方針を示す。
ア 保護の第一レベル
資産所有者は、第一レベルの保護の責任を持つ。出資者や債権者等に対する本来の
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義務に加え、契約上の義務や、機密に区分された情報を含む施設、基本レベルの保護
を要求する規定や法律等の義務がある。
イ 保護の第二レベル
脅威の拡大が深刻になった場合、地方自治体は、資産所有者が保護責任を満たせる
ように、資産所有者を支援する。
ウ 保護の第三レベル
地方自治体の対応が、必要な保護のレベルを提供できなかった場合、州又は連邦政
府法執行機関が、保護の程度を強化するために介入する。
エ 保護の第四レベル
さらに深刻な場合、保護を強化するために、州知事がその他の連邦政府の支援を要
請したり、州兵（National Guard）を召集したりする。
オ 保護の第五レベル
正当な理由がある場合、大統領は、脅威に直面している防衛産業基盤（DIB）資産を
保護するために、直接米軍を招集する。
本節で議論される保護基準は、上述した適切なレベルの保護を実施するための、設備
の関係と情報共有に焦点を当てている。米国防総省（DoD）は、攻撃や災害によるリスク
を軽減するために、その業務の範囲で、全ての防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用
者を支援する。
米国防総省（DoD）は、資産所有者/運用者がリスク軽減を容易にできるようにするた
めに、技術やツールを共有する。また、適当な場合、米国防総省（DoD）は、リスクを軽
減させるために必要な決定や活動を、資産所有者/運用者を協力して実施する。
重要な防衛産業基盤（DIB）資産に対して、テロリストの攻撃や自然災害の被害を防止、
軽減、阻止、するための共同計画を準備し、弾力性のある、多様な通信能力をしかるべ
きところに確保することでビジネスの継続性を確保するために、米国防総省（DoD）は、
資産所有者/運用者、適切な政府、国家、地方自治体と協力する。この計画では、攻撃の
影響を制限させる方法で、そのような攻撃に対する対処、回復も明確にする。
更に、米国防総省（DoD）は、リスクアセスメントの結果を利用して、重要な防衛産業
基盤（DIB）資産にとっての最も望ましい防止、探知、保護、対処、復旧及び回復方法を
系統だてて整理するために、資産所有者/運用者と協力する。

６－４１

カ 米国防総省（DoD）の目標
(ｱ) インシデントの防止又は足留め
(ｲ) 可能性のある（潜在している。
）インシデントの発見
(ｳ) インシデントへの対処
(ｴ) インシデントからの回復
(ｵ) 回復力の開発

(2) 保護プログラムの要求の決定
米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）のポリシーを満たす重要サービスや製品を
保護するための、費用対効果の高い測定基準を吟味するために防衛産業基盤（DIB）の所
有者と協力し、追加すべき測定基準や戦略を決定する。

(3) 保護プログラムの実装
防衛産業基盤（DIB）防護計画の実装は、以下に示す主要活動及びプロセスを含む。
ア 施設のための脆弱性の改善、緩和、重要性管理を実施するための計画
イ 内部又は外部からの脅威に対する防護能力の開発
ウ 分析及び評価プロセスの情報の適用
エ 脅威、環境、重要性、優先度付された重要資産の継続的な監視、戦略、進捗度、施
設等に及ぼす影響の、政府、州、地方自治体レベルでの継続的な見直し。
オ

事業継続計画の策定及び実行

カ 外部評価及び報告
キ 教育、状況認識及び訓練
ク 重要な防衛産業基盤（DIB）資産内及び防衛産業基盤（DIB）間での準備状況のレベ
ルを向上させるための手順、ツール、資源
重要な防衛産業基盤（DIB）資産の所有者は、通常の事業継続計画の範囲での、自身の
資産の保護と安全を提供する責任を持つ。

(4) 保護プログラムの成績
保護プログラムの成績は、米国防総省（DoD）と次節で述べる防衛産業基盤（DIB）の
セクター調整評議会（SCC）によって監視される。

６－４２

６．２．２．６ 進捗の測定
(1) 重要インフラのパフォーマンス測定
本節では、防衛産業基盤（DIB）セクターのためのリスク管理の進捗を評価するために
使用される測定基準について述べる。セクターのための測定過程は二つの構成要素に分
割される（それぞれは互いに関係するが。）。
ア 全てのセクターに適用されるために国土安全保障省（DHS）によって開発される、セ
クター別計画（SSP）の実装状況を評価するための、主要な「国家インフラ防護計画
（NIPP）
」測定基準
イ 防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準
全てのセクターに適用可能な主要な「国家インフラ防護計画（NIPP）」測定基準の実
施活動を表６－４、防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準を表６－５、防衛産業
基盤（DIB）セクター実施活動を表６－６に示す。
表６－４ 「国家インフラ防護計画（NIPP）
」測定基準の実施活動（１／３）
実施活動
機関、役割及び責任
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」を検査し、実装（実行）を支援するために必要な
プロセスを確立する。
諸外国や国際的な組織との協力に関する戦略に「国家インフラ防護計画（NIPP）
」を
組み込む。
防護計画戦略：リスク管理
セクター特有の重要インフラ防護ガイダンスを作成する。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の基準との互換性を持たせるために、現存のリス
クアセスメント手法を見直す。
以下のスケジュールを作成する。
(1) セクター特有のリスク（管理）手法の作成
(2) 全ての重要インフラ・セクターが利用できるようにするための、最上位の振い分
け（トップ・スクリーニング、適格審査）の実施
最上位の振い分け（トップ・スクリーニング、適格審査）によって識別された、優
先度付けされた重要インフラのアセスメントを実施し、検証する。
優先度付けされた重要インフラ・セクターに脆弱性アセスメントを実施又は促進し、
セクターをまたがった脆弱性を確認する。
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表６－４ 「国家インフラ防護計画（NIPP）
」測定基準の実施活動（２／３）
実施活動
重要インフラ防護のための組織化及び提携
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の提携モデルに従って、セクター調整評議会（SCC）
及び政府調整評議会（GCC）を確立する。
重要セクターのための国土安全保障情報ネットワーク（Homeland Security
Information Network for Critical Sectors、HSIN-CS）利益共同体（Community of
Interest、COI）
（セキュリティ・パートナーに対する情報審査及び配布のための実
装ポリシー）を公開する。
セクターレベル、情報共有メカニズムを確認し、情報保護の実施が、機密に又は取
り扱いに注意を要する情報として区分された情報の保護が、適切なガイダンスに従
っていることを確実にする（保証する。
）
。
米国が国際的な重要インフラ防護（CIP）を行ったり「国家インフラ防護計画（NIPP）
」
と提携するために必要な更新を行う、機関をまたがったワーキンググループの定款
を見直したり、メカニズムを調整したりするために、国務省（DoS）と協力する。
国土安全保障計画の一部としての重要インフラ防護の統合
セキュリティ・パートナーと協力してセクター別計画（SSP）の開発を調整し、同意
されたドキュメントと共に、国土安全保障省（DHS）に提出する。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の重要インフラ防護（CIP）と国家対応計画
（National Response Plan、NRP）のインシデント管理要求の間の関連付けを強化す
るために、必要に応じて、重要インフラ関連の計画を検証し、改訂する。
国土安全保障警報システム（Homeland Security Advisory System、HSAS）の脅威条
件や特定の脅威の方向/シナリオとの整合を確実にするために、現在の重要インフラ
防護（CIP）測定基準を見直す。
効果的で有効な長期的計画の保証
包括的な国家重要インフラ防護認識計画（National Critical Infrastructure
Protection Awareness Program、NCIPAP）の開発及び実装
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の要求との一貫性を確保するために、訓練計画を
検証し、必要に応じて改訂する。
セキュリティ・パートナーに「国家インフラ防護計画（NIPP）
」導入教育を実施する。
重要インフラ防護及び「国家インフラ防護計画（NIPP）
」と国家対応計画（NRP）の
相互作用を含む国家規模の訓練を実施する。
国家としての研究開発（R&D）計画に使用するために、国土安全保障省（DHS）に重
要インフラ関連の研究開発の要求を伝える。
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表６－４ 「国家インフラ防護計画（NIPP）
」測定基準の実施活動（３／３）
実施活動
重要インフラのアプリケーションに関する全てのデータベース、データサービス、
データ資源及びモデリング能力を確認する。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」及びセクター別計画（SSP）の年 1 回のレビュー
を実施する。
重要インフラ防護計画のリソースの提供
セクターの重要インフラ防護の年間報告書を国土安全保障省（DHS）に提出する。
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」を支援する重要インフラの認可及び/又はその他
の資源を明確にするために、セクター別機関（SSA）認可計画の国家、地方及びの関
連政府機関に助言する。
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表６－５ 防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準（１／４）
記述

測定基準のタイプ

目的 A：米国防総省（DoD）は、いついかなる時も財政的及び法的制約下にある防衛産業基

出力

測定基準

目標 1：重要資産の削減
盤（DIB）の重要資産の数を減らすために努力する。

重要な防衛産業基盤
（DIB）資産の数

他のセクターに比べて重要な資産がないほど、セクターの回復力が最も確実になる。究極
のゴールは防衛産業基盤（DIB）の重要資産をゼロにすることである。
目的 B：防衛産業基盤（DIB）のインフラ資産の回復力、リスク軽減、冗長性を含む、リス

結果

ク管理の訓練を共有し、推進する。

防衛産業基盤（DIB）資
産所有者のフィードバ
ックの結果
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目標 2：人的セキュリティ
目標：重要な防衛産業基盤（DIB）資産に直接関係する全ての人材が、立場に対する要求

結果

とセキュリティポリシーを考慮して確立された手順を用いて、雇用の適切性、信頼性、信

防衛産業基盤（DIB）資
産所有者の報告

用について吟味されていることを確実にする。
目的 A：重要な防衛産業基盤（DIB）資産の、現在ある直近の 2/四四半期以降のプロファ

過程

診断要求の完了状態

イルを用いて、年度の検査要求とそれを全て実施するために必要な関連する費用を決定す

結果

否定的な成果は含まな

る。米国防総省（DoD）の取得及び調達機関、重要な防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/

い。

運用者に協力を要請する。結果に対して契約の実施を決定する。
目的 B：人的セキュリティ要求を特徴づけるために、重要な防衛産業基盤（DIB）資産の所
有者/運用者を、彼らの現在の慣行、とりわけ機密に分類されない情報を取り扱う契約に
ついて調査する。
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出力

防衛産業基盤（DIB）資
産所有者報告の割合

表６－５ 防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準（２／４）
記述

測定基準のタイプ

目標：重要な防衛産業基盤（DIB）施設の消失が米国防総省（DoD）の任務の支援に与える

出力

測定基準

目標 3：物理的セキュリティ
重要施設物理的セキュ

影響、既知の脅威及び脆弱性を決定する。破壊又は崩壊が、大量破壊兵器の影響のように、

リティリスクアセスメ

人的被害や経済崩壊を引き起こす可能性のある、特定の防衛産業基盤（DIB）資産を確認

ントが完了した防衛産

する。設備の物理的セキュリティリスクアセスメントの個々の結果を整理する。

業基盤（DIB）の数

目的 A：広がっている脅威環境を考慮した場合に、リスクが高い重要な防衛産業基盤（DIB）

過程

のリスクを軽減させるために、資産物理的セキュリティアセスメントを実施する。
目的 B:上述の目的 A で示した物理的セキュリティアセスメントを毎年度実施した結果を、

重要性が高い年間アセ
スメントが完了した数

出力

完了した定期的な報告

結果

情報公開及びコンプラ

重要な防衛産業基盤（DIB）資産に責任を持つ機関、米国防総省（DoD）の計画、取得、調
６－４７

達、財政に責任を持つ機関に対するサマリーとして、重要な防衛産業基盤（DIB）資産の
概要と共に編集する。
目標 4：情報セキュリティ
目標：政府又は民間セクターによって生成、保持、維持される重要な防衛産業基盤（DIB）
資産を特徴づける全ての情報は、情報のレベルにそって確立された手順に従って、許可さ

イアンスの報告

れていない漏洩から保護される。
目的 A：情報のレベルにそって確立された手順に従った、許可されていない漏洩、その他
のセキュリティ考慮事項、特定の契約条項、重要な防衛産業基盤（DIB）資産の特徴を表
すと判断された、政府や民間セクターによって生成、保持、維持される全ての情報の保護
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結果

許可されていない情報
漏えいの数

表６－５ 防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準（３／４）
記述

測定基準のタイプ

目的 B：取扱いに注意を要する技術を保護するために作成された適切なポリシーの実行

結果

測定基準
遵守している民間セク
ターの防衛産業基盤
（DIB）資産所有者の割
合

目標 5：情報保証
目標：防衛産業基盤（DIB）資産の所有者は、重要な防衛産業基盤（DIB）を保護し、サプ

結果

情報保証に基づいた訓

ライチェーンを含む、重要製品やサービスの製造過程や配送システムを管理する、防衛産

練計画の有効性を論証

業基盤（DIB）資産所有者の能力を確保するための、資産情報保証方法の訓練を実施する

する能力を持つ防衛産

機能的及び適切な計画を持つ。

業基盤（DIB）資産所有

６－４８

者の割合
目標 6：インサイダーの脅威
目標：米国防総省（DoD）は、セキュリティ計画を持たない防衛産業基盤（DIB）資産の所

結果

有者/運用者が、取扱いに注意を要する又は機密に区分された情報、製品、製造能力、サ

情報システムの完全性
の評価結果

プライチェーンの完全性を失った場合を想定して、システムやネットワーク管理者の準備
ができるように支援するための、キュリティ教育及び訓練を提供する。
目標 7：監視及び報告
目標：政府が、重要な防衛産業基盤（DIB）資産に責任を持つ関係機関、所有者、運用者、

過程

防衛産業基盤（DIB）資

地方の法執行機関、地方メディア、輸送コミュニティ等のその他の早期対応者に対して実

産所有者のフィードバ

施する脅威報告の有効性を決定する。

ックの結果
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表６－５ 防衛産業基盤（DIB）セクター固有の評価基準（４／４）
記述

測定基準のタイプ

目標：重要な防衛産業基盤（DIB）資産の所有者/運用者のための、特定のセキュリティ教

結果

測定基準

目標 8：訓練及び教育
育や訓練用具を開発する。

セキュリティ教育及び
訓練用具を実装してい
る防衛産業基盤（DIB）
の割合
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（１／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
初期の「国家インフラ防

防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）を確立する。

完了

護計画（NIPP）
」実装活動

国防次官補（本土防衛及
び国土安全保障担当）重
要インフラ防護局

暫定的な防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）

完了

国防産業団体（NDIA）

完了

セクター調整評議会

のドラフト定款に基づいて、防衛産業基盤（DIB）関連企業
のミーティングを召集する。
６－５０

防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）定款を確
定し、議長を選出する。

（SCC）

定期的に政府調整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC） 四半期毎及び必要に応

政府調整評議会（GCC）

のミーティングを召集する。少なくとも年に１回、政府調

とセクター調整評議会

じて

整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）の合同ミー

（SCC）の議長

ティングを召集する。
重要セクターのための国土安全保障情報ネットワーク

完了

（HSIN-CS）利益共同体（COI）に登録者名簿を完成させる。
セキュリティ・パートナーに対する情報を調査、配布する
ためのポリシーを実装する。

防衛産業基盤（DIB）所
有者/運用者

2007 年 6 月 30 日

防衛産業基盤（DIB）セ
クター調整評議会（SCC）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（２／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
セキュリティ目標の設定

米国防総省（DoD）のセクター保証計画を作成し調整する。 2006 年 12 月 30 日

国防契約管理局（DCMA）

防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）及びセクター

国防次官補（本土防衛及

2006 年 12 月 30 日

調整評議会（SCC）と協力して防衛産業基盤（DIB）セクタ

び国土安全保障担当）重

ーのセキュリティ目標と測定基準を起草し、調査する。

要インフラ防護局

目標の有効性を評価する。必要であれば目標を調整する。

毎年 7 月 1 日

国防次官補（本土防衛及
び国土安全保障担当）重

６－５１

要インフラ防護局及び
国防産業団体（NDIA）
資産、システム、根とワ

セクターをまたがった相互依存性を確認するために、他の

ーク及び機能の確認

セクター別管轄連邦政府機関と協力する。

毎年 7 月 1 日

政府調整評議会（GCC）
及びセクター調整評議
会（SCC）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（３／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
リスクの評価

国家防護に加え、国民の健康と安全、政治、経済、国民の

2007 年 6 月 30 日

国防次官（調達、技術、

信頼、国家安全保障上に防衛産業基盤（DIB）が与える影響

兵站担当）
（国防契約管

を考慮して、資産リスクに対して任務保証モデル（Mission

理局の支援で。
）

Assurance Model 、MAM）を適用する。
リスクアセスメントの結果を防衛産業基盤（DIB）政府調整

毎年 7 月 1 日

評議会（GCC）とセクター調整評議会(SCC)に報告する。

国防次官補（本土防衛及
び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）/重要イ
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ンフラ防護担当
防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）とセクター調

届出から６０日以内

整評議会(SCC)の共通の方向性及びガイダンスを作成する。

国防次官補（本土防衛及
び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）/重要イ
ンフラ防護担当

優先度付け

「国家インフラ防護計画（NIPP）
」の基準に従って重要な防 毎年 7 月 1 日

国防次官補（本土防衛及

衛産業基盤（DIB）資産を優先度付けする。

び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）/重要イ
ンフラ防護担当（国防契
約管理局（DCMA）の支援
を受けて。
）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（４／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

防護計画の実装

人的セキュリティ：機密に指定されない情報を扱う環境で

発行後 150 日以内、そ

防衛産業基盤（DIB）政

（人的セキュリティ）

防衛産業基盤（DIB）資産に直接たずさわる従業員を雇用す

の後、毎年

府調整評議会（GCC）と

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階

る際に、適切なチェックを実施していることを確かめるた

セクター調整評議会

めに、防衛産業基盤（DIB）の人事担当にデータ収集要求を

(SCC)が一緒に。

発行する。
人的セキュリティの目的 A：追加データ要求のために防衛産

2007 年 9 月 1 日

防衛産業基盤（DIB）政

６－５３

業基盤（DIB）の人事担当からの回答（要求に対する回答及

府調整評議会（GCC）と

び関連する費用（回答に必要な費用も含む。
）を評価する。

セクター調整評議会
(SCC)が一緒に。

人的セキュリティの目標 B：契約に機密に分類される情報を

セクター別計画（SSP） 政府調整評議会（GCC）

含まない重要な防衛産業基盤（DIB）の資産に責任を持つ防

の発行後 60 日

衛産業基盤（DIB）の人事担当の調査結果を評価する。
防護計画の実装

物理的セキュリティ：
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」 2007 年 9 月 1 日、その

（物理的セキュリティ）

の基準に基づいて、重要な防衛産業基盤（DIB）の資産の識
別を実施する。
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後、毎年

政府調整評議会（GCC）

表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（５／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
（続き）

物理的セキュリティの目標 A：国土安全保障省（DHS）によ 年１回又は要求時

政府調整評議会（GCC）

って発行された脅威環境情報によって、リスクの高い重要
な防衛産業基盤（DIB）の資産に対するセキュリティ・アセ
スメントを実施する。
物理的セキュリティの目標 B：国土安全保障省（DHS）に対 毎年 7 月 1 日

国防次官補（本土防衛及

する物理的セキュリティ・アセスメント報告を準備し提出

び国土安全保障担当）

する。

（ASD(HD&ASA)）/重要イ
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ンフラ防護担当
情報セキュリティの目標：適切な情報セキュリティ・ポリ
シーの遵守状況の有効性を評価する。

毎年 7 月 1 日

国防次官（情報担当）
（USD(I)）及び国防次官
（調達、技術、兵站担当）
（USD(AT&L)）
（国防次官
補（本土防衛及び国土安
全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）と協力
して。
）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（６／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
情報保証：個別及び集団としての重要な防衛産業基盤（DIB） 毎年 7 月 1 日

国防次官補（ネットワー

の資産所有者の情報保証計画について、それらの計画の実

ク、情報統合担当）
（ASD

施状況に基づいて有効性を評価する。

(NII)）（国防次官補（本
土防衛及び国土安全保
障担当）（ASD(HD&ASA)）
と協力して。）

内部脅威：個別の重要な防衛産業基盤（DIB）の資産所有者

毎年 7 月 1 日

６－５５

の内部脅威を抑止するための活動の有効性を評価する。

国防次官（情報担当）
（USD(I)）及び国防次官
補（ネットワーク、情報
統合担当）
（ASD(NII)）
（国防次官補（本土防衛
及び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）と協力
して。
）

監視及び報告：重要な防衛産業基盤（DIB）の資産所有者に

毎年 7 月 1 日

防衛産業基盤（DIB）政

タイムリーで効果的な脅威及被害の警告を提供するための

府調整評議会（GCC）及

米国防総省（DoD）及び国土安全保障省（DHS）の活動の有

びセクター調整評議会

効性を評価する。

(SCC)
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（７／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
防護計画の実装

訓練及び教育：訓練教材の有効に関する重要な防衛産業基

（訓練及び教育）

盤（DIB）の資産所からのフィードバックを評価する。

毎年 7 月 1 日

国防次官（調達、技術、
兵站担当）
（USD(AT&L)）
（国防契約管理局
（DCMA）、 国防次官（情
報担当）（USD(I)）及び
セクター調整評議会
(SCC)の支援を受けて。）
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重要資産削減目標 A：現在の重要な防衛産業基盤（DIB）資

毎年 5 月 1 日

国防次官（調達、技術、

産数及び削減計画後の数に関して政府調整評議会（GCC）及

兵站担当）
（USD(AT&L)）

びセクター調整評議会（SCC）に対する報告を準備し、提出

（国防契約管理局

する。

（DCMA）の支援を受け
て。）

重要資産削減目標 B：インフラのリスク管理の実施に関する 毎年 7 月 1 日

国防次官（調達、技術、

有効性と促進に関する重要な防衛産業基盤（DIB）資産所有

兵站担当）
（USD(AT&L)）

者からのフィードバックを要求する。

（国防契約管理局
（DCMA）及びセクター調
整評議会(SCC)の支援を
受けて。）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（８／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
有効性の測定

防衛産業基盤（DIB）セクター評価指標のアセスメントを再 毎年 7 月 1 日

防衛産業基盤（DIB）政

考する。

府調整評議会（GCC）及
びセクター調整評議会
(SCC)

他の防衛産業基盤（DIB） 米国防総省（DoD）にとって重要なインフラの安全と防護を
セクターの活動

毎年 7 月 1 日

推進するためのベスト・アプローチを識別し収集する。

国防次官補（本土防衛及
び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）/重要イ
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ンフラ防護担当
共通の重要インフラ防護（CIP）問題を確認し、議論するた 5 月 1 日、その後、要

国防次官補（本土防衛及

めに、防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）及びセ

求に基づいて定期的

び国土安全保障担当）

クター調整評議会（SCC）のコンファレンスを主催する。

に。

（ASD(HD&ASA)）
（国防契
約管理局（DCMA）と協力
して。
）
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表６－６ 防衛産業基盤（DIB）セクター実施活動（９／９）
「国家インフラ防護計画

防衛産業基盤（DIB）セクター別計画実施活動

マイルストン

実施機関

（NIPP）
」リスク管理フレ
ームワークの 段階
（続き）

政府と企業の関係、関係を正式化するための覚書の活用等、 継続中

防衛産業基盤（DIB）政

防衛産業基盤（DIB）防衛重要インフラ防護計画（DCIP）に

府調整評議会（GCC）及

関する企業との活動に関する役割と責任を見直し、更新す

びセクター調整評議会

る。

(SCC)（国防次官補（本
土防衛及び国土安全保
障担当）（ASD(HD&ASA)）
/重要インフラ防護担当
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の支援を受けて。）
防衛産業基盤（DIB）防衛重要インフラ防護計画（DCIP）の

継続中

国防次官補（本土防衛及

リスク管理戦略を確実にするために、国土安全保障省

び国土安全保障担当）

（DHS）
、国土安全保障省運輸保安局（DHS TSA）、国土安全

（ASD(HD&ASA)）/重要イ

保障省米国沿岸警備隊（DHS USCG）
、連邦捜査局（FBI）、国

ンフラ防護担当（政府調

務省（DoS）
、商務省（DoC）、ホワイトハウス科学技術政策

整評議会（GCC）及びセ

室（OSTP）等のその他の連邦政府機関と運用面での関係を

クター調整評議会(SCC)

構築することは、サイバー・リスクを含む、米国防総省（DoD）

の支援を受けて。）

の重要インフラ・リスク管理戦略や国家重要インフラ防護
活動を支援することと矛盾なく、有効な支援になる。
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ウ セクター別測定基準の開発
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）（ASD(HD&ASA)）と防衛産業基盤（DIB）
セクター調整評議会（SCC）は、セクター別計画（SSP）の実施過程を追跡するための
防衛産業基盤（DIB）セクター別測定基準（Sector-Specific Metrics、SSM）を協力し
て開発する責任がある。米国防総省（DoD）は、セクター別機関（SSA）として、防衛
産業基盤（DIB）セクター別測定基準（SSM）を記録し、米国防総省（DoD）、セクター
調整評議会（SCC）及び防衛産業基盤（DIB）を代表して国土安全保障省（DHS）に報告
する。
エ 情報収集及び評価
国防次官補（本土防衛及び国土安全保障担当）
（ASD(HD&ASA)）は、防衛産業基盤（DIB）
セクター調整評議会（SCC）と協力して、主要な防衛産業基盤（DIB）のセクター特有
の評価指標を用いて進捗データを評価する。防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会
（SCC）メンバーの協力により、米国防総省（DoD）は防衛産業基盤（DIB）の所有者/
運用者からのデータを活用する。
オ 報告
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」3.6.3 節（活動の評価及び進捗状況の報告）及び
7.1.1 節（国土安全保障省（DHS）へのセクター別管轄連邦政府機関からの報告）及び
8 節（セクター別管轄連邦政府機関の責任の管理及び調整）に基づき、防衛産業基盤
（DIB）は年に１回進捗状況を報告する。

(2) 活動の実施
米国防総省（DoD）及び防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）には、実施す
べき多数の活動とマイルストンがある。表６－６に防衛産業基盤（DIB）セクター実施活
動とマイルストン及び実施機関を示す。このリストは、
「国家インフラ防護計画（NIPP）
」
のリスク管理フレームワークとも対応する。

(3) 継続的な改善
米国防総省（DoD）及び防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）は、セクター
別計画（SSP）の実施状況を把握するために、協力して防衛産業基盤（DIB）のセクター
固有評価指標を作成する。米国防総省（DoD）は、セクター別機関（SSA）として、その
指標を記録し、国土安全保障省（DHS）に報告する。
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６．２．２．７ 重要インフラ及び主要資源（CI/KR）保護に関する調査及び開発
(1) 研究開発の概要
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、国家重要インフラ防護の研究開発計画
（National Critical Infrastructure Protection Resarch and Development Plan、NCIP
R&D Plan）を毎年の必要条件としている。国土安全保障省（DHS）の主要な研究開発組織
として、国土安全保障省科学技術局（DHS Science and Technology Directorate、DHS S&T）
はホワイトハウス科学技術政策室（OSTP）と協力して、年刊書として、国家重要インフ
ラ防護の研究開発計画（NCIP R&D Plan）を準備している。
国家重要インフラ防護の研究開発計画（NCIP R&D Plan）の長期ビジョンは、以下に示
す戦略的目標を示している。
ア 重要インフラに関する国家としての状況認識の統一
イ セキュリティ機能があらかじめ設計され、事案が起きてから要素を追加する必要の
ない、次世代インターネット・アーキテクチャ
ウ 回復性、自己診断、自己治癒能力のある、物理的及びサイバー・インフラ・システ
ム
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」は、また、ホワイトハウス科学技術政策室（OSTP）
と国土安全保障省（DHS）に、重要インフラ及び主要資源（CI/KR）の保護を推進するた
めの中間的研究開発機関の調整を指示している。各セクターは、研究開発の成果として、
適切に識別し、冗長性を削減した計画を策定するよう協力しなければならない。
研究開発の調整において、機関やセクター企業を支援するために国土安全保障省科学
技術局（DHS S&T）とホワイトハウス科学技術政策室（OSTP）は、国家重要インフラ防護
の研究開発計画（NCIP R&D Plan）を九つの研究テーマ領域に組織化した。
(ｱ) 検知及びセンサーシステム
(ｲ) 防護
(ｳ) （インターネットからの）入場場所
(ｴ) 内部の脅威
(ｵ) 分析及び意思決定支援方法
(ｶ) 対処、復旧、再構築
(ｷ) 新規及び新興の脅威及び脆弱性
(ｸ) 高度なインフラ・アーキテクチャ及びシステム設計
(ｹ) 人間/社会関連
それぞれのテーマの領域は、物理的な研究開発とサイバー空間における研究開発の両
方を含んでいる。また、それらの研究開発は、国家重要インフラ防護の研究開発（NCIP R&D）
戦略目標を含んでいる。
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米国防総省（DoD）は、国家重要インフラ防護の研究開発計画（NCIP R&D Plan）の作
成において、ホワイトハウス科学技術政策室（OSTP）と国土安全保障省科学技術局（DHS
S&T）を支援する。
セクター別機関（SSA）として、米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）のための
研究開発要求の開発、管理、調整の必要性を承認する。これらの要求及び活動は、米国
防総省（DoD）とその防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナーの重要インフラ防
護（CIP）の必要性に取り組んでいる、現在進行中の米国防総省（DoD）の調査研究を補
完し、強化すべきである。
米国防総省（DoD）の計画へのインプットは、防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議
会（SCC）を経由した企業のセキュリティ・パートナーと協力する防衛産業基盤（DIB）
セクターのための、重要インフラ防護（CIP）に関連する全ての研究開発活動のリストで
構成される。
６．２．２．８ セクター別機関（SSA）の責任の管理及び調整
米国防総省（DoD）の古い重要インフラ防護計画は、米国防総省（DoD）のセキュリティ
目標と大統領令 63「重要インフラ防護」の責任を遂行するために「集中管理と協力のアプ
ローチ」をとっていた。これらの計画の目標は、米国防総省（DoD）の任務の保証に焦点が
当てられていた。
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」の発行により、米国防総省（DoD）
は、任務の継続のために「分散管理のアプローチ」にシフトし、防衛産業基盤（DIB）セク
ター別機関（SSA）としての責任範囲を、国家安全保障上のその他の考慮事項にまで拡大し
ている。

(1) プログラム管理アプローチ
 関連する全ての連邦政府機関、国家及び地方自治体、民間セクター、インフ
ラ・セクターの主要人物や組織と協力する。


防衛産業基盤（DIB）セクターの脆弱性アセスメントを実施又は促進する。



重要インフラ及び主要資源（CI/KR）に対する攻撃防護や攻撃による影響の軽
減のためのリスク管理戦略を推進する。

防衛産業基盤（DIB）セクター別機関（SSA）としての責任を遂行するために、米国防
総省（DoD）は、以下の活動を保証しようと進めている。


双方向の情報共有を維持するために、連邦政府と防衛産業基盤（DIB）所有者
/運用者間の信頼を向上させる。



異なる防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナーをまたがった、有意義
で頻繁な会話を維持する。



最も重要性が高い重要な防衛産業基盤（DIB）資産の脆弱性に対処したり、軽
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減させたりするための負荷を軽減させる。
米国防総省（DoD）は、計画の優先度を調整したり産業の要求に対応したりするために、
防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）やセクター調整評議会（SCC）を通してセキ
ュリティ・パートナーと協力する。

(2) プロセスと責任
ア セクター別計画（SSP）の保守及び更新
米国防総省（DoD）は、セクター別計画（SSP）に対し年１回のセキュリティ・パー
トナーによるレビューを実施する。更新の必要がなければ、セクター別計画（SSP）は、
国土安全保障省（DHS）のガイダンスと共に、そのまま再発行される。米国防総省（DoD）
は、防衛産業基盤（DIB）セクター別計画（SSP）を準備し、実行するパートナーは、
防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）で十分であ
ると考えている。個々のメンバーは、計画の開発や維持への参加に対し確認書を提供
する。
イ 年一回の報告
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）セクターの年間報告を準備するために
必要な情報収集をセクター・セキュリティ・パートナーと協力して実施する。運用面
での主導者として、国防契約管理局（DCMA）は、効果的な情報収集メカニズムを確立
するために、防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）
と協力する。国防契約管理局（DCMA）は、協力が得られる場合、防衛産業基盤（DIB）
セクター調整評議会（SCC）の支援を受けて、防衛産業基盤（DIB）の所有者、運用者
及び供給者から情報収集する。
ウ 資源及び予算
現在のところ、米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）の重要インフラ防護（CIP）
計画の予算及び人材確保について、米国防総省（DoD）の本部レベルで中心的な責任を
維持している。しかし、国防契約管理局（DCMA）は、それを共有し始めている。米国
防総省（DoD）は、活動を実施するために必要な能力を支援するための予算計画を作成
し、パフォーマンスを追跡するための「成果に基づく測定基準」を使用する。
近々、米国防総省（DoD）は、予算取得のための管理を継続し、国防契約管理局（DCMA）
は、責任を遂行するための統合、協力を管理する。防衛産業基盤（DIB）政府調整評議
会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）は、セクターの要求の開発と、資源管理プロ
セスを報告するための、重要インフラ防護（CIP）の優先度付に貢献する。
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エ 訓練及び教育
米国防総省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）のリスク管理を十分に実施するために
は、十分な訓練、教育及び手の届く距離が必要であることを理解している。米国防総
省（DoD）は、防衛産業基盤（DIB）セクター・セキュリティ・パートナーが教育や訓
練を拡張することを支援しようとしている。

(3) セクター・パートナーシップモデルの実装
ア 「国家インフラ防護計画（NIPP）」調整評議会
防衛産業基盤（DIB）にとっての主要な協力体系は、防衛産業基盤（DIB）政府調整
評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）である。これらの協力体系は、防衛産業
基盤（DIB）のために、政府のセクター相互委員会（the Government Cross-Sector
Council）と民間セクター相互委員会（Private Sector Cross-Sector Council）のそ
れぞれの代表として活動する。
(ｱ) 防衛産業基盤（DIB）セクター政府調整評議会（GCC）
政府調整評議会（GCC）は、防衛産業基盤（DIB）のセクター・セキュリティ戦略、
活動、ポリシーそして連邦政府や防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナー間
のコミュニケーションを効率的に支援するための活動を実施する。また、政府調整
評議会（GCC）は、防衛産業基盤（DIB）と相互関係がある他のインフラ・セクター
との間の調整も実施する。
(ｲ) 防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）
防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）は、民間セクターの所有者/運用
者が国土安全保障、米国防総省（DoD）
、他のセクター別機関（SSA）と、重要インフ
ラ防護（CIP）について意見交換をするために認可されている。防衛産業基盤（DIB）
セクター調整評議会（SCC）は、幅広い代理人であり、防衛産業基盤（DIB）の所有
者/運用者によって組織化された独立した自治体である。防衛産業基盤（DIB）セク
ター調整評議会（SCC）は、少なくとも四半期に一度開催される。
防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）に参加している企業体には以下
のようなものがある。


航空宇宙工業会（AIA）



企業セキュリティ協会（ASIS）



国際産業セキュリティ・ワーキング・グループ（ISWG）



機密区分管理協会（NCMS）



国防産業団体（NDIA）
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(ｳ) 防衛産業基盤（DIB）重要インフラ・パートナーシップ助言協議会（CIPAC）
重要インフラ・パートナーシップ助言協議会（CIPAC）は、企業と政府パートナー
が、防衛産業基盤（DIB）関連する重要インフラ防護に関する事項について、協議す
る機会を提供する。通常は、政府調整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）
と一緒のミーティングという形をとる。重要インフラ・パートナーシップ助言協議
会（CIPAC）は、連邦諮問委員会（Federal Advisory Committee Act）法対象外の機
関として、国土安全保障省（DHS）によって設立された。
この保護により、防衛産業基盤（DIB）セキュリティ・パートナーは、以下に示す
ような様々な活動に参加できる。


計画、調整、実装、運用に関わる事項



セキュリティ計画の実施



インシデント対応、復旧、再構築等のインフラ防護に関する運用活動



「国家インフラ防護計画（NIPP）」やセクター別計画（SSP）を含む、国家計
画の開発や支援

(ｴ) ホームランド・インフラ財団レベル・データベース・ワーキング・グループ157
ホームランド・インフラ財団レベル・データベース(Homeland Infrastructure
Foundation Level Database Working Group、HIFLD)ワーキング・グループは、連邦
政府、国家、地方自治体、政府支援の研究開発センター、関連する民間企業パート
ナーの連合体である。メンバーは、国土安全保障、国土防衛、民間支援、緊急事態
準備及び対応に関連する地理空間又は位置情報認識に携わっている。国防次官補（本
土防衛及び国土安全保障担当）局の支援を受け、ホームランド・インフラ財団レベ
ル・データベース(HIFLD)ワーキング・グループには、米国北方軍（U.S. Northern
Command）
、国家地球空間情報局（NGIA）
、米国地質調査所（United States Geological
Survey、USGS）等の多くの政府機関の代表者が参加している。このグループは、国
内及び国外のインフラの地理的情報共有、保護、知識管理を推進している。
イ 国家、地方及び関連政府機関
防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）とセクター調整評議会（SCC）には、重
要インフラ防護を推進するための共同戦略を開発するために、異なる連邦政府機関、
州及び地方自治体の関係者が集まる。政府調整評議会（GCC）のメンバーには、連邦政
府機関、州、地方自治体から、防衛産業基盤（DIB）のセキュリティ関連の有力者が含
まれる。セクター調整評議会（SCC）は、連邦政府、国家、地域及び地方自治体の意見
統合の地方協議会とみなされている。
157

The Homeland Infrastructure Foundation-Level Data Working Group ,
https://www.hifldwg.org/
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ウ 国際的セキュリティ・パートナー
外国では、米国防総省（DoD）は、条約、駐留米軍の地位に関する協定(Status Of Forces
Agreement、SOFA)、双務協定、その他の外交手段に基づいて国務省（DoS）経由で活動
する。この形で可能な範囲で、米国防総省（DoD）は、構造上、米国の直接の制限下で
ない場所に位置する防衛産業基盤（DIB）資産に関する考察を行う。米国防総省（DoD）
は、他の連邦政府機関と共に、重要な防衛産業基盤（DIB）資産のセキュ安全性が外国
の所有者によって脅かされないかどうかを審議する外国投資委員会（CFIUS）のレビュ
ーの対象に含まれる。

(4) 情報共有及び報告
多くの組織が、重要な防衛産業基盤（DIB）資産の識別と組織化した防護に関わりを持
ち、その役割を担っている。対処に隙間をなくし、重複を最小限に抑えるようにするた
めに、各組織は、ほかの参加組織の役割と同様に、自身の役割を明確に理解する必要が
ある。また、米国防総省（DoD）は、各組織がインシデントを適切に防止、対処するため
に必要な情報を供給されている状態を確保する必要がある。米国防総省（DoD）は、多様
な防衛産業基盤（DIB）の重要インフラ防護の利益共同体（COI）内での情報共有の環境
と仕組みを明らかにした。これらの利益共同体には、重要な防衛産業基盤（DIB）資産を
識別し、共同で防護するために必要な国内組織（民間企業を含む）、国際的な民間企業、
国際的な連合及び同盟国、連邦政府機関、州、地方自治体、米国防総省（DoD）のその他
の組織を含む。
ア 米国防総省（DoD）が情報共有の場所として採用している環境
(ｱ) 防衛産業基盤（DIB）政府調整評議会（GCC）、セクター調整評議会（SCC）及び重
要インフラ・パートナーシップ助言協議会（CIPAC）のミーティング
(ｲ) 防衛重要インフラ防護計画（DCIP）アウェアネス・ビジット（協議会）
(ｳ) 企業の組合及び展示会
(ｴ) 学術的シンポジウム及びコンファレンス
(ｵ) 電子メール及び書簡
(ｶ) インターネット及び制限されたネットワーク・ポータル
イ 効果的な防衛産業基盤（DIB）重要インフラ防護を実施するための役割、責任及び概
念を話し合うメカニズム
(ｱ) 公表されたポリシー、方向、指示、方法
(ｲ) 文書化された運用概念
(ｳ) 協会、国際的、連邦政府、州、地方自治体のイベント、展示会、コンファレンス等
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でのプレゼンテーション及び口頭による発表
(ｴ) 防衛産業基盤（DIB）サイトでの現場からのオンサイト・プレゼンテーション
(ｵ) 訓練への参加及び発表された経験解説（lessons learned）
(ｶ) 防衛又はその他の学校でのカリキュラム
防衛産業基盤（DIB）資産所有者との最も重要な取り組みは、著作権を含む取扱いに注
意を要する情報の保護を支援する法的枠組みの確立である。国土安全保障省（DHS）は、
2006 年 9 月 1 日に「重要なインフラ情報を取り扱うための手順」158を発行した。この規
則では、重要インフラ情報の受領、検証、取扱い、蓄積、記録及び使用に関する「保護
される重要インフラ情報防護計画（Protected Critical Infrastructure Information
Program、PCII Program）」のための手順が決定されている。国家安全保障、経済及び公
共の福祉を担う重要インフラの重要性は、民間セクターによって所有/運用されているた
め、「保護される重要インフラ情報計画（PCII Program）」は、これらのインフラに関す
るセキュリティに関わる情報を自発的に共有できるようにするために、特別な保護によ
って民間セクターを支援するために作成された。
提出された情報は、重要インフラ情報セキュリティ法 CII Act159で要求される条件を満
たす場合、以下の事項から保護される。


情報公開法（Freedom of Information Act disclosure）



州及び地方自治体の情報公開法



民事訴訟での使用

これらの手順に準拠するため、米国防総省（DoD）は、以下の責任を遂行する「保護さ
れる重要インフラ情報（PCII）官」を指名する。


保護される重要インフラ情報（PCII）の扱い、使用、蓄積の監督



連邦規則（6 CFR 29.1(a)）に基づく適切な管理者及び個人との保護される重
要インフラ情報（PCII）の安全な共有の確保



保護される重要インフラ情報（PCII）の取扱い、使用、築盛に関して、定期
的なレビュー及び法令順守のアセスメントを含む、現在進行中の自己診断プ
ログラムを確立する。



保護される重要インフラ情報（PCII）を許可されないアクセスから防ぐため
に必要な、追加手順、測定基準、罰則を確立する。

158

“Final Rule: Procedures for Handling Protected Critical Infrastructure Information” ,
http://www.dhs.gov/files/laws/gc_1158333877680.shtm
159
Critical Infrastructure Information Act of 2002, 国家安全保障法（Homeland Security
Act）の第 II 章のサブタイトル B として 2002 年に成立した。重要インフラの脆弱性や脅威に
関して DHS に提供された情報の使用や公開について規定する。
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全ての質問、課題、保護される重要インフラ情報（PCII）の規則の遵守に関
して、保護される重要インフラ情報（PCII）計画マネジャーと迅速かつ適切
な協力を確立する。

米国防総省（DoD）は、保護される重要インフラ情報（PCII）の収集及び認定のための
認定計画の開発を計画している。防衛産業基盤（DIB）の防衛重要インフラ防護情報は、
機密に分類される情報になる場合がある。このような場合、米国防総省（DoD）は、適切
な規則に従って、機密に分類される情報として扱い続け、情報共有が必要な場合は、機
密に分類される情報を扱うネットワークやシステムの認可プロセスを実施する。
米国防総省（DoD）は、米国防総省（DoD）と防衛産業基盤（DIB）資産所有者間での双
方向のコミュニケーションを推進するために、明確な情報共有ポリシー、手続き、手順
を確立する必要がある。米国防総省（DoD）と企業は、それぞれに多くの異なる、別々の
情報源を持っているが、現在、それらはほとんど相互共有されていない。防衛産業基盤
（DIB）の防護活動を協力して実施するためには、米国防総省（DoD）と資産所有者は、
この問題を解決するために活動すべきである。防衛産業基盤（DIB）の政府調整評議会
（GCC）やセクター調整評議会（SCC）を確立して効果的な防衛産業基盤（DIB）重要イン
フラ防護情報の共有をするために、2006 年時点では、これが協調すべきポイントである。
例えば、米国防総省（DoD）と防衛産業基盤（DIB）セクター調整評議会（SCC）は、防衛
産業基盤（DIB）セクター間の情報共有ツールとして、他のセクター間と同様に、「重要
セクターのための国土安全保障情報ネットワーク（HSIN-CS）
」の活用を検討している。
６．３ サイバーストーム
６．３．１ 概要
米国は、2006 年 1 月、初めて政府主導によるフルスケール（連邦・州政府の関係機関及
び民間企業等）のサイバー・セキュリティに関する演習を実施した。この演習は、国土安
全保障省（DHS) の国家サイバー・セキュリティ部門（NCSD）が主管となり、国家的サイバ
ー演習（National Cyber Exercise)に位置付けて始められ、演習名サイバーストーム（Cyber
Storm、CS)として、その後、隔年で実施されることになった。（3 回の各回をサイバースト
ームⅠ、同Ⅱ、同Ⅲと記す。
）
情報システムは、様々な面で国家の経済及び社会の重要インフラに連結されているので、
国家のインフラを防御するサイバー・セキュリティが極めて重要である。特に、そのよう
なシステムが国の隅々まで行き渡っている米国においては、サイバー攻撃に対する備えに
は、あらゆるレベルにおいて、政府機関と民間各種部門との協力関係や連携が不可欠であ
る。結論を手短に言ってしまうと、このサイバーストームによって、国家のサイバー準備
態勢を継続的に補強するとともに、潜在的なリスクを適切に管理する絶好の機会が得られ
ているのである。
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サイバーストーム終了後、次のように毎回、国土安全保障省（DHS）の報告書が発刊され
ている。
CSⅠ：
「CYBER STORM Exercise Report」(DHS NCSD September 12, 2006)
CSⅡ：
「CYBER STORMⅡ Final

Report」(DHS NCSD July, 2009)

CSⅢ：
「CYBER STORMⅢ Final

Report」(DHS NCSD July, 2011)

次に述べる各サイバーストームの状況は各報告書からの摘要である。
６．３．２ 各サイバーストームの状況
(1) サイバーストームⅠ
ア 概要
「国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）
」タイトル「重要インフラの識別・優先度付
与・防御」
、2003 年 12 月 17 日）及び 8（タイトル｢国家準備態勢｣、同日）によってテ
ロリストの重要インフラ等の破壊・無力化・悪用等の攻撃から防御すべき重要インフ
ラが認識され、対応の優先順位について、連邦の省局に対する国家政策が明示された。
そして、国家サイバー・セキュリティの防御及びサイバー空間脆弱性の低減が連邦・
州・地方政府及び民間の各部門において、更に、国際的な協力関係も巻き込み焦眉の
課題となったのである。当初は、セキュリティに関してテロリストの活動、自然災害
等に対する同省の国家対応計画（NRP）160サイバー・インシデント付属書（Cyber Incident
Annex161）に示す国土安全保障省（DHS）の権限・責任に従って、連邦政府等関連機関・
民間部門・国際的パートナーを連結し模擬環境において、サイバー事象に対する準備
態勢・対応・連携及び回復のメカニズムを試験するための演習を行った。
初めての試みであり、事業の意義・重要性について、理解を得るために各種働きか
けも成されたのであろうが、報告書には議会承認への配慮等がうかがわれる。
イ 目標
様々なサイバー・インシデント対応における、意思疎通、インシデント対応指針/運
用手順の演練及び将来計画への反映・手順の改善を狙い演習が企図された。演習によ
り参加者に提示された代表的な課題は、グループ内外の組織（連邦・州・民間・海外）
間の情報共有に必要な指針や手順をどのように見い出すかということであった。おお
まかに言えば、演習において直接的に確認をすべき目標として①～④が、更に、イン
シデント対応を支える副次的な二つの目標として⑤及び⑥が設定された。
160

National Response Plan；全ての危機にあらゆる訓練を謳い、国内のインシデントを管理する唯一の包
括的なﾌﾚｰﾑﾜｰｸ（別紙第 1－大災害が発生した場合の国家の対応の事例（感染症等）参照）

Cyber Incident Annex；重要国家プロセス及び経済に影響する国家的重大事のサイバー関連
インシデントに関する準備、対応、及び回復に関する連携された多規範に基づく広範囲にわたる
アプローチの政策、組織、行動、及び責任を論ずる。
（別紙第 2 参照）
161
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①国家対応計画サイバー・インシデント付属書の合意に従う国家サイバー対応連携
グループ（National Cyber Response Coordination Group、NCRCG) 162を通じた省
（局）間の連携
②応答及び回復に影響を与える政策課題の認識
③公共・民間部門間の情報共有の経路とメカニズムを認識
④次の過程及び手順において、公共・民間部門の相互関係を認識、改善、及び促進
⑤サイバー・インシデントへの備え・対応、及びサイバー・インシデントからの回
復に利用可能なツールや分析能力
⑥特定のサイバー・インシデントに関連する経済的、国家的セキュリテｨの影響に認
識を高めること
ウ 参加者
主管である国土安全保障省（DHS）のほか、財務省（DoT）、国務省（DoS）、司法省（DoJ）
、
商務省（DoC）
、保健福祉省（DHHS）
、運輸省（DoT）及びエネルギー省（DoE）に加え国
家情報長官室（ODNI）、国家安全保障局（NSA）の連邦政府、ミシガン、モンタナ及び
ニューヨークの 3 州などが公共部門として参加した。民間部門は、IT、財務、電気及
び輸送の各部門の情報共有分析センター（ISAC）
、IT、財務、エネルギー、輸送のセク
ター調整評議会（SCC）及び関連企業等が参加した。更に、国際的パートナーとして、
英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのいわゆるエシュロン（Echelon）
運用国が参加した。計画段階から実施まで総計 100 の組織が参加した。
エ 演習のメカニズムとシナリオ
公共部門内部の連携、公共と民間の連携を演練できるような仕組みが配慮されると
ともに、参加部門の活動に配意した次のようなシナリオが準備された。


エネルギー・輸送を中断するサイバー攻撃



統治機能内部の崩壊や公的信頼の失墜を生じさせる連邦・州・国際的機関へ
の攻撃

また、参加者には次のような行動を取るように期待するレベルのシナリオ設定とさ
れた。


全通信チャネル識別、効率的使用



国家サイバー対応連携グループ（NCRCG）の立ち上げ及び運用：国家サイバー
対応連携グループ（NCRCG）の活動を、十分高い脅威を示す“一連の相互に関
連するインシデント”に拡大



省（局）間インシデント管理グループ（Interagency Incident Management Group、
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連邦間のメカニズム
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IIMG）の立ち上げ及び運用：国家サイバー対応連携グループ（NCRCG）と省（局）
間インシデント管理グループ（IIMG）間の意思疎通関係のテスト


計画・回復活動を通じた公共・民間全参加者の継続的な連携

オ 成果
最初の演習ということもあり、随分多くの問題点や改善事項を見出すことができた。
①省（局）間インシデント管理グループ（IIMG）及び国家サイバー対応連携グルー
プ（NCRCG）が演習間積極的に働きかけ相互に作用するまでに運用・調整手順の更
なる改善を必要とし省庁間連携は現時点では不十分である。政府内部から民間に
至るまでの即応態勢の相互理解が連携を促進する手始めであることを認識した。
②サイバー・インシデント対応コミュニティ全体における不測事態対応計画作成・
リスク評価・役割/責任の定義について相互理解・団結の継続が必要であり、これ
によってタイミングの良い対応ができる。
③ほとんどのインシデンとは個別の分離したインシデントとして処理されており、
単一インシデントなら問題はないが公共・民間部門間における多数インシデント
相関は今後の課題である。
④訓練演習計画により組織的なサイバー・インシデント対応の認識、役割、方針及
び手順が強化できるのでそれを維持する必要がある。
⑤サイバー事象数の増加に伴ないサイバー・インシデント存在時のリアルタイム対
応の連携がますます課題となり、コミュニティの連携・意思疎通の重要性が着目
される。
⑥サイバー・インシデント関係者が利用可能な同時・連続的な情報提供によって対
応・影響の展開・議論の枠組みが整い、対応及び情報へのアクセスに関する共通
の枠組みができる。
⑦協調的不測事態対処計画及びインシデント対応において、広報メッセージは適切
な防御・対応行動のため重要な情報提供に不可欠であり、戦略的意思疎通及び公
的関係の計画について、準備しておくことが重要である。
⑧サイバー攻撃シナリオの物理的、経済的、安全保障上の影響分析や優先度付与に
着目したプロセス・ツール・訓練により対応の質・速度・連携が高まる。統合さ
れた又は波状的かつ同時的な攻撃に際しては特に有効である。

(2) サイバーストームⅡ
ア 概要
サイバーストームⅠにおける多種多様な要検討事項を踏まえ、地球的なサイバー・
インシデント対応コミュニティにおける役割に応じて係りを持つ関係者や協力者との
綿密な調整及び彼らからの問題提起により 18 か月に及ぶ期間を経てサイバーストーム
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Ⅱは計画された。本演習は、最終的には国際的なインシデント対応を要するレベルに
エスカレートするレベルの想定が準備され、2008 年 3 月に行われた。本演習において
は、地球的インシデント対応コミュニティの各種構成要素のプロセス、手順、ツール
及び組織を試験する場が提供され、IT、通信、化学、輸送における重要インフラに対
する攻撃を模擬してサイバー対応コミュニテイにおける海外・国内パートナーの行動
を求めた。
イ 目標
サイバーストームⅡの目標は、連邦・州・関連国政府と各省庁の公共部門及び民間
部門に跨る広範多岐なインシデント対応の連携を多分野に渡る連携された同時的なサ
イバー攻撃に対して演習するため以下の目標が設定された。
①参加組織がサイバー攻撃への備え、防護及び対応能力を試験
②国家レベルの政策及び手順に従ってインシデント対応に関する戦略的意思決定及
び省（局）間連携の演練
③サイバー・インシデントの情勢認識・対応及び回復のための情報収集・伝達にお
いて情報共有の関係及び通信経路を検証
④所有権や国家安全保障上の利益を損なうことなく部門やその境界で注意を要する
情報の横断的共有を通じて方法やプロセスを検証
ウ 参加者
公共部門については、連邦政府は、国土安全保障省（DHS）、国務省（DoS）、米国防
総省（DoD）
、司法省（DoJ）
、商務省（DoC）、保健福祉省（DHHS）、運輸省（DoT）、エネ
ルギー省（DoE）、国家情報長官室（DNI）、中央情報局(CIA)、国家安全保障局（NSA）
から局レベルで 18 局等、州政府は、カリフォルニア、コロラド、デラウェア、イリノ
イ、ミシガン、ノースカロライナ、ペンシルバニア、テキサス、バージニアの 9 州及
び国家サイバー対応連携グループ（NCRCG）などが参加し、民間部門については、通信・
電気・財務・IT・多州・公共輸送・研究教育ネットワーク、
・地上輸送・水の各情報共
有分析センター（ISAC）
、化学・IT/輸送のセクター調整評議会（SCC）
、 32 の民間会社
の 40 以上の組織が参加した。また、国際的政府パートナーとして 1 回目の演習に引き
続き英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドが参加した。
エ 演習のメカニズムとシナリオ
悪役中核グループにより地球的な規模の連携したサイバー攻撃を仕掛ける集約的な
能力が発揮された。対象ごとに企図は異なるが、複雑なネットワークに敵がサイバー
攻撃を仕掛ければ、インターネット接続性の低下、産業機能の中断及び日常通信に対
する信頼性の壊失である。次のような狙いで演習のメカニズムやシナリオが準備され
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た。


重要インフラの部門の通信、連携及びパートナーシップを横断的に評価する
こと。



世界中のプレーヤーが勤務場所から参加できる分散型演習



演習制御センターは、国土安全保障省（DHS）セキュリティ施設内



シナリオは、プレーヤーが受理する電子メール・電話・FAX・人からの“イン
ジェクト（差し挟み。
）” と演習ウェブサイトにより進行



シナリオにより対応能力、情報共有の促進及びサイバーセキュリテイの実際
を評価



シナリオが重視する 3 領域は、インターネット中断、通信中断及び制御シス
テム事案

オ 成果
①連携標準運用手順（Standard Operating Procedures、SOP）やサイバー対応コミ
ュニティにおける関係がサイバーコミュニティにおいて、事前に確立されていれ
ば迅速な情報共有が可能となってインシデント対応の効果は、さらに強化される。
②サイバー事象は、サイバー対応コミュニティの外側に影響し、非サイバー （物理
的）事象はサイバーに機能的な影響を与える。対応要領を物理的危機に適合させ
たり、サイバー事象にあった対応要領を開発するように集約統合し続ける必要が
ある。
③危機発生時の通信を担うために開発・展開されたツールや方法論には改良・強化
が不可欠である。危機時にツールの有効性や効率性を最大にするためにサイバー
対応コミュニティは、ツールの配置、対応要領に関するツールの効果と限界、ツ
ール使用時の識別・認証プロトコルの試験を行う必要がある。
④サイバーストームⅠ以来の省（局）間境界上の上級リーダーシップによるサイバ
ー事象対応の統合・連携について、本質的改善の必要性が認められてきたが、役
割、責任、コミュニケーションチャネルの開発・明確化が継続される必要がある。
⑤定期的・危機的でない意思疎通・相互作用により通信経路・人間関係の強化、サ
イバー・インシデント対応の組織的役割が明確になり、危機的でない状況におい
てこれらの経路を制度化することによって現実世界に対応する能力を確実にでき
る。
⑥各組織の方針・手順への成熟度・洗練度合が演習組織間の効率的効果的な情報の
流れに直接に関係する。
⑦有効・組織的広報活動（サイバーストームⅠの課題）が公共の感化教導に寄与し
ているとセクター調整評議会（SCC）
、情報共有分析センター（ISAC)等が評価した。
⑧秘密区分や所有権の境界のある場合の情報共有においては、様々なメディアにお
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いてもより迅速な対応や情報の流れを可能とするために、訓練、既存手順の利用
及び指定権限への精通に対する献身的な努力が重要であることを示した。

(3) サイバーストームⅢ
ア 概要
第 3 回目のサイバーストームは、2010 年 9 月から 10 月にかけて行われた。国家サイ
バー・インシデント対応計画（NCIRP）作成後初の演習であり、その効能をデモンスト
レーションするものであった。連邦、州、民間、国際組織の支援を得て、重要サイバ
ー・インシデント（Significant Cyber Incident、SCI163）対応を完遂することを狙い
とした。重要サイバー・インシデント（SCI）への対応を通じて国家サイバー・セキュ
リティ通信統合センター（NCCIC164）の運用も評価された。サイバーストームⅢの演習
計画概要を図６－１に示す。
2010
段階１

段階２

段階３

段階４

段階５

構想作成

初度計画

最終計画

演習実施

事後検討

最終計画
会議

ｻｲﾊﾞｰｽﾄｰﾑⅢ
演習

事後検討
会議

’10.7.29-30

’10.9.27-10.1

’10.11.5

構想目標
検討会
’09.1.25

初期計画
会議

中間計画
会議

’09.10.1-2 ’10.1.21-22

ﾏｽﾀｰｼﾅﾘｵ
ｲﾍﾞﾝﾄﾘｽﾄ
（MSEL）
会議
’10.6.3-4

演習
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

目標

最終
ｼﾅﾘｵ

最終
MSEL

演習
環境
構築

事後検討
報告書

図６－１ サイバーストームⅢの演習計画概要
イ 目標
国家規模の相互に依存するインフラの安全保障を確立するのに必要な計画、能力及
び手順を演練し、有効なものとするとともに、過去及び現在の努力、イニシアティブ、
資源及び演習成果を活性化することをゴールとして次の目標が掲げられた。
①サイバー・インシデントに対応するプロセス、手順、関係及びメカニズムを認識
し演練
163

Significant Cyber Incident；サイバーリスク警報レベル（Cyber Risk Alert Level、CRAL）
のレベル 2 及びレベル 1 インシデント。公共民間の重要機能やサービスに障害を及ぼす。
（CRAL
については別紙第 4 参照）
164
National Cyber-security Communication Integration Center；定常状態と重要サイバーイ
ンシデント（SCI）対応の 2 段階で運用する。
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②国土安全保障省（DHS）の役割及び進展中の国家サイバー・インシデント対応計画
（NCIRP）を検証
③情報共有の問題点の核心を評価
④連携及び意思決定のメカニズムを検証
⑤サイバー空間指針の見直し(Cyberspace Policy Review、CPR）165や過去の演習成果
など進行中のサイバー指針の要素を実際に適用
ウ 参加者
公共部門については、国土安全保障省（DHS）、国務省（DoS）、米国防総省（DoD）
、
司法省(DoJ)、商務省（DoC）
、保健福祉省（DHHS）
、運輸省（DoT）
、エネルギー省（DoE）
、
国家情報長官室（ODNI）及び中央情報局(CIA)の省レベル 10 連邦政府、カリフォルニ
ア、デラウェア、イリノイ、アイオワ、マサチューセッツ、ミシガン、ミネソタ、ニ
ューヨーク、ノースカロライナ、ペンシルバニア、テキサス、ワシントン及びウィス
コンシンの 13 州などの参加を得た。
民間部門については、60 以上の IT、通信、エネルギー（電気）、化学、輸送の重要
インフラ分野の企業と連携組織の参加を得た。
国際的政府パートナーは前回と同様のオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、
英国であるが、今回はオブザーバーとして国際監視警戒ネットワーク（International
Watch and Warning Network、IWWN）166のメンバー、オーストリア、フィンランド、フ
ランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、日本、オランダが参加した。
サイバーストームⅢ参加企業を表６－７、サイバーストームⅢ参加連携組織を表６
－８に示す。

165

Cyberspace Policy Review；“60 日サイバー空間方針の見直し”ともいわれ、その目的は、
サイバーセキュリティ に対する米国政策及び組織構成の評価や戦略的フレームワークの開発に
寄与するイニシアティブかを評価する。（別紙第 5 参照）
166

International Watch & Warning Network；2004 年に国際的なサイバー脅威・攻撃・膳弱性に対処す
るため国際的連携を促進するために設立。地球的な情勢認識及びインシデント対応能力を確立するため参
加国に情報共有のメカニズムを提供する。参加国はオーストリア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハ
ンガリー、イタリア、日本、オランダ（別紙第 6 参照）
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表６－７ サイバーストームⅢ参加企業
サイバーストームⅢ参加企業（35 社）
ABB

Air Products and Chemicals, Inc.

Areva

AT&T

Burlington Northern Santa Fe Railway

C5i Canadian Electric Association (CEA)

Company (BNSF)
Celanese

Cisco

Computer Sciences Corporation (CSC)

The Dow Chemical Company

Dow Corning

DTE Energy

eBay

Edison Electric Institute (EEI)

EMC Corporation

Entergy

Flint Hills Resources, LP

Hughes Network Systems

Intel Corporation Internet Corporation

Juniper Kansas City Power and Light (KCPL)

for Assigned Names and Numbers (ICANN)
McAfee

Microsoft

Midwest Independent Transmission System

NTT America

Operator (MISO)
Qwest

Rhodia Inc.

Sempra Energy

Siemens

Southern California Edison

Southern Company

Symantec

Tennessee Valley Authority (TVA)

Union Pacific Railroad Company

VeriSign

Westar Energy

-

「CYBER STORMⅢ Final Report」(DHS NCSD July, 2011) Annex A：PARTICIPANT LIST を一部引用
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表６－８ サイバーストームⅢ参加連携組織
サイバーストームⅢ参加連携組織（18 組織）
American Chemistry Council (ACC)
Association of American Railroads (AAR)
Chemical Sector Coordinating Council (SCC)
Cyber Unified Coordination Group (UCG)
Financial Sector Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC)
Information Technology Information Sharing and Analysis Center (IT-ISAC)
Joint Telecommunications Resources Board (JTRB)
Kansas Intelligence Fusion Center
North American Electric Reliability Corporation (NERC)/Electric
Sector Information Sharing and Analysis Center (ES-ISAC)
Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC)
National Coordinating Center Communications Information Sharing and Analysis Center
(NCC Comms-ISAC)
National Petrochemical and Refiners Association (NPRA)
North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Public Transportation/Surface Transportation Information Sharing and Analysis Center
(PT/ST-ISAC)
Rail Industry Security Committee
SERC Reliability Corporation
Water Information Sharing and Analysis Center (ISAC)
「CYBER STORMⅢ Final Report」(DHS NCSD July, 2011) Annex A：PARTICIPANT LIST を一部引用

エ 演習のメカニズムとシナリオ
プレーヤーは、ドメイン・ネーム・システム（DNS)及びインターネット・チェイン
の信頼性（即ち、認証の有効性、認証機関）を危殆化する一連の指向攻撃に対応する。
DNS の信頼性やインターネット取引・通信における広大な連鎖の信頼性には定評がある
がゆえに、敵は、信頼された環境で運用し、重要機能や信用処理を支援するプレーヤ
の能力に敢えて挑戦を行う。敵は、民間企業、選定した重要インフラ、公的企業及び
国際的な相手方の各分野に対して各種攻撃を指向するためこれらの危殆化を行う。
全ての演習プレーヤーは、シナリオにより生み出される効果を感知し、広大な情報
技術通信分野、ほかの様々な分野及び連邦政府の各組織は、深く巻き込まれ、状況を
打開するため対応する。
全体としての対応には、国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP)を通じて多
大のコミュニケーションと連携が必要とされる。
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攻撃シナリオ目標は次のとおり


広域サービス更新の危殆化



エネルギー管理システムの危殆化



化学と輸送シナリオの連結



連邦シナリオの連結



国際シナリオの連結



米国防総省（DoD）/法執行/情（諜）報シナリオの連結



広報シナリオの連結



州シナリオの連結

各攻撃シナリオの詳細を表６－９に示す。
表６－９ 各攻撃シナリオの詳細
目

標

説

明

広域サービス更新の危殆化
（Widespread Service Update
Compromise)

敵は、悪意のあるソフトウェアの感染、フィッシング攻撃及び論理爆弾を広めるよう
にIT及び通信ベンダーサービスの更新を危殆化する。

エネルギー管理システムの危殆化
（Energy Management System
Compromise）

敵は、エネルギー管理システムのコーディングを危殆化し、制御システムが損なわれ
るような論理爆弾を仕掛ける。

化学と輸送シナリオの連結
（Chemical and Transportation
Scenario Linkage

敵は、化学・輸送会社の注文システム及び顧客対応サイトに対する攻撃を行うように
中核シナリオの状態を利用する。

連邦シナリオの連結
（Federal Scenario Linkage)

敵は、中核シナリオの状態を利用して、connect.dhs.govやDHSチャット用アカウント
の危殆化、スピアフィシング攻撃、DDoS攻撃による合法的交通の中断、政府雇用者個
人情報の危殆化、顧客情報・財務データの危殆化を行う。

国際シナリオの連結
（International Scenario Linkage)

オーストラリア（財務・エネルギー・輸送・水・政府等重要システムの攻撃）、カナ
ダ(政府IT資源・スマートフォン企業サービス・遠隔通信制御システム等の攻撃）、
国際警戒警報ネットワーク（IWWN)を通じたワームの広がりによる危殆化の伝播

国防総省/法執行/情（諜）報
シナリオの連結
（DoD/LE/I Scenario Linkage）

違反国防契約業者端末の米国防総省（DoD）情報グリッドへの接続によるマルウェア
伝播、米国防総省（DoD）軍旅行ｻｲﾄ・UAV（Unmanned Aerial Vehicle）サプライチェ
ーンの危殆化及び米国企業並びに欧州国防総省を支援する国際的主要企業のネットワ
ークに重大な問題を発生させる。

広報シナリオの連結
（PA Scenario Linkage)

重要インフラに影響する攻撃が増大する時、ジャーナリストは、サイバー攻撃報告の
ため会社に接続し、国家サイバー演習ニュース・ネットワーク（National Cyber
Exercise News Network、NCENN）上で発刊、会社の呼び出しが攻撃の広報プロファイ
ル向上につながる。

州シナリオの連結
（States Scenario Linkage）

敵は、州の信用失墜を企図し、公共サービスの中断、個人識別情報（Personally
Identifiable Information、PII）の獲得を重視して攻撃する。

「CYBER STORMⅢ Final Report」(DHS NCSD July, 2011）から作成

オ 成果
①国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP)に示す定常状態の活動及びサイバ
ー・インシデント対応の安全なフレームワークを支えるプロセス・手順・役割に
ついて成熟が求められている。フレームワークが国家的サイバー・インシデント

６－７７

対応を担うには標準運用手順（SOP）
・運用構想（Concept of Operations、CONOPS）
、
補足的対応計画、相手方運用手順を国家サイバー・インシデント対応計画（NCIRP)
概念で統一する必要がある。
②重点的イニシアティブと相互利益の理解により民間部門企業間連携は進歩したが、
サイバー対応の公共民間相互活動は展開・改善中である。
③危機発生時の共通認識・意思決定支援及び共通情勢認識－共通運用画面（COP）の
開発・配分・維持を推進する必要がある。
④国家サイバー・リスク警報レベル（National Cyber Risk Alert Level、NCRAL）
（準
備状況・意思決定・情報共有要求・インシデント管理活動を通報）の効率性向上
のため、閾値（警報レベル変更）・通信・セキュリティ態勢/行動の再定義・再配
布・標準運用手順（SOP）等への反映が必要である。
⑤インシデント間の効果的なサイバー対応・公共の信頼性確保に関する連携のため
脅威を管理できるタイムリー、行動的公共戦略コミュニケーションが不可欠であ
る。
サイバーストームⅠ～Ⅲの比較を表６－１０に示す。
６．３．３ 米国サイバーストームの総括
過去 3 回のサイバーストームによって連邦政府主導で国家レベルのサイバー・セキュリ
ティ演習が行われ、政府部内、民間部門、国際協力関係に対する重大かつ連携の取れたサ
イバー攻撃に対する対応要領が演練されるとともに、サイバー・インシデント発生時の情
勢認識・公共－民間における意思決定・コミュニケーションのための情報共有メカニズム
や手順が試験され、その成果によってサイバー対応コミュニティの能力向上が図られてき
た。その中でも特に各回に共通する重要テーマは、連邦・州・地方の公共部門、重要イン
フラに関係する民間部門、更に、国際的協力関係における、部門内外のインシデント対応
の連携であった。第 1 回目の演習は、問題発見的なレベルであったが、演習を重ねるごと
に各部門における責任・役割の認識が次第に高まり、連携のためになすべきことも明確と
なってきており、最終的には、国土安全保障省（DHS）を頂点とする政府民間等組織間の連
携が平時・インシデント存在時を問わず円滑に行われるようになってきている。
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表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（１／７）
区分
概

要

(実施時期及び特徴)

サイバーストームⅠ

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

2006 年 1 月 6 日～10 日

2008 年 3 月 10 日～14 日

2010 年 9 月 27 日～10 月 1 日

・省レベルの最初のサイバー演習

・地球的なサイバー・インフラを通じ ・国家サイバー・インシデント対応計

・国土安全保障大統領指令 7、8 に記

た（又は、それに対する）多部門の

画（NCIRP）作成後初の演習；その効

された“国家準備態勢”等の要求を

連携攻撃に対処するサイバー対応コ

能をデモンストレーション

満たすイニシアティブであるか確認

ミュニティのプロセス、手順、ツー

・国土安全保障省（DHS）の国家演習
計画に従って連携

ル、及び組織を試験する場を提供
・IT、通信、化学、輸送における重要

・省（局）
、州、民間、国際組織の支
援を得て、重要サイバー・インシデ
ント（SCI）対応を完遂

６－７９

・重要インフラへのサイバー攻撃に対

インフラに対する攻撃を模擬し、サ

・重要サイバー・インシデント（SCI）

する対応テスト導入に関する議会承

イバー対応コミュニテイにおける海

の間に国家サイバー・セキュリティ

認とも一致

外・国内パートナーの行動を求める。

通信統合センター（NCCIC）の運用を

・重要インフラ分野における意思疎
通、連携及び人間関係を評価する契

・国際的なパートナの参加（海外に所
在のまま。
）

機となることを企図

６－７９

評価する。

表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（２／７）
区分

サイバーストームⅠ

目標

①国家対応計画（NRP）サイバー付属
書の合意に従う国家サイバー対応連

サイバーストームⅡ

①参加組織がサイバー攻撃への備え、 ①サイバー・インシデントに対応する
防護及び対応能力を試験

携グループ（NCRCG)を通じた省（局） ②国家レベルの政策及び手順に従っ
間の連携
②応答及び回復に影響を与える政策
課題の認識

サイバーストームⅢ
プロセス、手順、関係、及びメカニ
ズムを認識し演練.

てインシデント対応に関する戦略的

②国土安全保障省（DHS）の役割及び

意思決定及び省（局）間連携の演練

進展中の国家サイバー・インシデン

③サイバー・インシデントの情勢認

ト対応計画（NCIRP）を検証

③公共・民間部門間の情報共有の経路

識・対応・回復のための情報収集・

③情報共有の問題点の核心を評価

とメカニズムを認識

伝達において情報共有の関係及び通

④連携及び意思決定のメカニズムを

④次の過程及び手順において公共・民

信経路を検証

６－８０

間部門の相互関係を認識、改善、及
び促進

④所有権や国家安全保障上の利益を

検証
⑤サイバー空間指針の見直し(CPR）や

損なうことなく部門やその境界で注

過去の演習成果など進行中のサイバ

－情勢認識を確立

意を要する情報の横断的共有を通じ

ー指針の要素を実際に適用

－公共・民間部門の意思決定を支援

て方法やプロセスを検証

－重要な関係者、公共機関との適切な
情報交換
－適切な対応・回復活動の計画実行
（副次的な目標）
・サイバー・インシデントへの備え・
対応、及びサイバー・インシデント
からの回復に利用可能なツールや分
析能力に焦点

６－８０

表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（３／７）
区分

サイバーストームⅠ

（続き）

・特定のサイバー・インシデントに関

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

連する経済的、国家的セキュリテｨの
影響に認識を高めること。
参加者

全体で 100 の組織が計画から参加
・公共部門（11 連邦政府 1-1 ・3 州
1-2 ）

・公共部門〔18 連邦政府 2-1・9 州 2-2・ ・公共部門（10 連邦政府 3-1・13 州
国家サーバー対応連携グループ
（NCRCG）
〕

3-2）
・民間部門（60 以上の企業及び連携組

・民間部門 （IT・遠隔通信・電気・

・民間部門〔情報共有分析センター

エネルギー・輸送等）のメンバー…

（ISAC2-3）
、セクター調整評議会

情報共有分析センター（ISAC1-3）
、

（SCC2-4）
、 会社の 40 以上の組織〕 ・国際監視警戒ネットワーク

６－８１

セクター調整評議会（SCC1-4）及び

・国際的政府 1-5 パートナー

企業
・国際的政府 1-5 パートナー

６－８１

織 3-3）…
・国際的政府-1-5 パートナー
（IWWN3-4）

表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（４／７）
区分

サイバーストームⅠ

演習のメカニズム

・エネルギー・輸送を中断するサイバ

とシナリオ

ー攻撃
・統治機能内部の崩壊や公的信頼の失
墜を生じさせる連邦・州・国際的
機関への攻撃
（参加者の行動）
－全通信チャネル識別、効率的使用
－ （サイバー付属書の定義を経て）

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

・重要インフラの部門の通信、連携、 ・敵は,ドメイン・ネーム・システム
及びパートナーシップを横断的に評

（DNS)及びインターネット・チェイ

価すること。

ンの信頼性（即ち、認証の有効性、

・世界中のプレーヤーが勤務場所から
参加できる分散型演習

認証機関）を危殆化する一連の指向
攻撃を行う。

・演習制御センターは国土安全保障省 ・各種攻撃は、民間企業、選定した重
（DHS）セキュリティ施設内
・シナリオはプレーヤーが受理する電

要インフラ、公的企業、及び国際的
な相手方の各分野に対して指向され

６－８２

国家サイバー対応連携グループ

子メール・電話・FAX・人からの“イ

る。

（NCRCG）の立ち上げ及び運用を十

ンジェクト” と演習ウェブサイトに ・演習プレーヤーは、シナリオにより

分高い脅威を表す一連の相互に関

より進行。

生み出される効果を感知し、広大な

連するインシデントに拡大

・シナリオにより対応能力、情報共有

情報技術通信分野、他の分野及び連

－国家サイバー対応連携グループ

の促進、サイバーセキュリテイの実

邦政府における各組織は、状況を打

際を評価

開するために対応する。

（NCRCG）及び省（局）間インシデ

ント管理グループ（IIMG) 間の意思 ・シナリオが重視する３領域；インタ ・対応には、国家サイバー・インシデ
疎通関係をテストする際の省（局）

ーネット中断、通信中断、制御シス

ント対応計画（NCIRP)を通じて多大

間インシデント管理グループ

テム事案

のコミュニケーションと連携が必要

（IIMG）の立ち上げ及び運用

とされる。

－計画・回復活動を通じた公共・民間
全参加者の継続的な連携

６－８２

表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（５／７）
区分

サイバーストームⅠ

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

成果

①省（局）間連携；省（局）間インシ

①標準運用手順（SOP)と構築済み関係

① 定常状態からインシデント対応状

デント管理グループ（IIMG） 及び国

の価値；調整済標準運用手順（SOP)

態への移行；国家サイバー・イン

家サイバー対応連携グループ

やサイバー対応コミュニティにおけ

シデント対応計画（NCIRP)に示す

（NCRCG）が演習間積極的に働きかけ

る関係確立によりインシデント対応

定常状態の活動やサイバー・イン

相互作用させるまでの間運用・調整

の効果はさらに強化される。

シデント対応の安全なフレームワ

手順の更なる改善を必要とした。

②物理的及びサイバー上の相互依

ークを支えるプロセス・手順・役

６－８３

②不測事態対応計画・リスク評価・役

存；サイバー事象はサイバー対応コ

割について成熟が求められてい

割・責任；サイバー・インシデント

ミュニティの外側に影響し、非サイ

る。フレームワークが国家的サイ

対応コミュニティ全体の相互理解・

バー （物理的）事象はサイバーに機

バー・インシデント対応を担うに

団結の継続が必要である。

能的な影響を与える。

は標準運用手順（SOP)・運用構想

③公共・民間部門間多数インシデント

③危機発生時の通信ツールの信頼性

（CONOPS）
、補足的対応計画、相手

相関；単一インシデントなら問題は

と試験の重要性；危機通信を担うた

方運用手順を国家サイバー・イン

ないが多数の相関は今後の課題であ

めに開発・展開されたツールや方法

シデント対応計画（NCIRP)概念で

る。

論には改良・強化が不可欠である。

統一する必要がある。

④訓練演習計画；確立された訓練演習

④役割・責任の明確化；サイバースト

計画により組織的なサイバー・イン

ームⅠ以来の省（局）間境界上での

シデント対応の認識、役割、方針、

上級リーダーシップによる統合調整

及び手順が強化できる。

に本質的な改善が必要である。
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表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（６／７）
区分

サイバーストームⅠ

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

（続き）

⑤サイバー・インシデント存在時の連

⑤危機的でない相互作用の増大；定期

②公共民間相互作用の連携；重点的イ

携；サイバー事象数の増加に伴ない

的・危機的でない意思疎通・相互作

ニシアティブと相互利益の理解によ

対応の連携がますます課題となり、

用により通信経路・人間関係の強化、

り民間部門企業間連携は進歩した

コミュニティの共同・意思疎通の重

サイバー・インシデント対応の組織

が、公共と民間のサイバー対応相互

要性に着目される。

的役割の明確化がなされた。

活動は展開・改善を継続中である。

⑥対応及び情報へのアクセスに関す

⑥情報の流れを左右する方針・手順；

（タイムリー・有意義な情勢認識の

る共通の枠組み；サイバー・インシ

組織の方針・手順の成熟度・洗練度

共有の欠落、曖昧な役割・責任、法・

デント関係者の利用可能な同時・連

が演習組織間の効率的効果的な情報

顧客・安全保証の問題からますます

続的な情報提供によって対応・影響

の流れに直接に関係する。

複雑化）

６－８４

展開・議論の枠組みが整う。

⑦大規模サイバー・インシデント広報

③サイバー共通運用画面（COP)；危機

⑦戦略的意思疎通・公的関係の計画；

活動への影響；有効・組織的広報活

発生時の共通認識・意思決定支援及

広報メッセージは適切な防御・対応

動（サイバーストームⅠの課題）が

び共通情勢認識のための共通運用画

行動のための重要な情報を提供する

公共の感化教導に寄与しているとセ

面（COP)の開発・配分・維持を推進

協調的不測事態対処計画及びインシ

クター調整評議会（SCC）
、情報共有

する必要がある。
（定常状態・資源統

デント対応において必須の部分であ

分析センター（ISAC)等が評価した。

括・入力の継続）

る。
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表６－１０ サイバーストーム（Ⅰ～Ⅲ）の比較（７／７）
区分

サイバーストームⅠ

（続き）

⑧プロセス・ツール・技術の改善；サ

サイバーストームⅡ

サイバーストームⅢ

⑧情報共有プロセスへの精通；訓練、 ④国家サイバー・リスク警報レベル

イバー攻撃シナリオの物理的・経済

既存手順の利用及び指定権限に精通

（NCRAL）の効率性向上；国家サイバ

的・安全保障上の影響分析や優先度

することで各種メディアにおいて迅

ー・リスク警報レベル（NCRAL）の効

付与に着目したプロセス・ツール・

速な対応・情報の流れにつながる。

率性向上のため、閾値（警報レベル

訓練により対応の質・速度・連携が

変更）
・通信・セキュリティ態勢/行

高まる。

動の再定義・再配布・標準運用手順
（SOP)等への反映が必要である。
⑤有効な製品・声明の開発配布/発
表；インシデント間効果的なサイバ

６－８５

ー対応・公共の信頼性確保の連携の
ため脅威を管理できるタイムリー、
能動的公共戦略コミュニケーション
が不可欠

脚注の説明
1-１：国土安全保障省（DHS）
、財務省（DoT）
、国務省（DoS）、米国防総省（DoD）
、司法省（DoJ）
、商務省（DoC）
、保健福祉省（DHHS）
、運輸省（DoT）、エネルギ
ー省（DoE）
、国家情報長官室（ODNI）
、国家安全保障局（NSA）
1-2：ミシガン、モンタナ、ニューヨーク
1-3：Information Sharing and Analysis Center；通信、電気、財務、IT の各情報共有分析センター（ISAC)
1-4：Sector Coordinate Council；財務（1 銀行）
、IT（11 企業）
、エネルギー（北米電気信頼性協議会＋7 企業）､輸送（航法カナダﾞ､2 航空輸送会社）

６－８５

1-5：オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国（エシュロン運用国）
2-1：国土安全保障省（DHS）
、国務省（DoS）
、米国防総省（DoD）
、司法省（DoJ）
、商務省（DoC）
、保健福祉省（DHHS）
、運輸省（DoT）
、エネルギー省（DoE）
、国家情
報長官室（ODNI）
、中央情報局（CIA）
、国家安全保障局（NSA）
2-2：カリフォルニア、コロラド、デラウェア、イリノイ、ミシガン、ノースカロライナ、ペンシルバニア、テキサス、バージニア
2-3：通信、電気、財務、IT、多州、公共輸送、研究教育ネットワーク、地上輸送、水の各情報共有分析センター（ISAC)
2-4： Sector Coordinate Council；化学（化学協議会＋１２会社）
、IT（IT 協議会＋15 会社）
、輸送（2 パイプライン会社＋3 鉄道会社）
3-1：国土安全保障省（DHS）
、国務省（DoS）
、米国防総省（DoD）
、司法省（DoJ）
、商務省（DoC）
、保健福祉省（DHHS）
、運輸省（DoT）
、エネルギー省（DoE）
、国家情
報長官室（ODNI）
、中央情報局（CIA）
（省レベル）
3-2：カリフォルニア、デラウェア、イリノイ、アイオワ、マサチューセッツ、ミシガン、ミネソタ、ニューヨーク、ノースカロライナ、ペンシルバニア、テキサス、
ワシントン、ウィスコンシン
3-3：IT,通信、エネルギー（電気）
、化学、輸送の重要インフラ分野の企業と連携組織からなる。

６－８６

3-4：参加国はオーストリア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、日本、オランダ

６－８６

別紙第 1
国家対応計画（National Response Plan）

国家対応計画
生

害

発

警報

災

要請

市/郡
の長

地方
初度対応

通知

州
知事

緊急対応チーム
先遣隊
（DHS領域ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

連
邦

緊急支援機能
輸送
通信
公共工事
消防
情報計画
集団ケア
資源支援
健康医療サービス
都市捜索救助
危険物質
食料
エネルギー

連 邦
主事務所
提供

指定
支援 災害 調整 調整官

緊急対応チーム
２６の連邦局及び
米国赤十字からなる。

現地
事務所
統合

統合現地
事務所

州
調整官

DHS
長官

急
緊 災害
要
主 宣言

＊１
＊２
＊３
＊４
＊５
＊６
＊７
＊８
＊９
＊10
＊11
＊12

州

報告

緊急主要
災害宣言
の要請

災害現場活動
地
方

DHS
地域
行政官

連絡

米国
大統領

省（局）間
インシデント
管理
グループ

Prdiatric and Disaster Preparedness A Resource for Pediatricians, AHRQ( Agency for Healthcare
Research and Quality), DHHS (October, 2006)，Figure 3.1 を

６－８７

引用（意訳）

別紙第 2
サイバー・インシデント付属書
〔National Response

Plan 付属書〕

◇目的：重要国家プロセス及び経済に影響する国家的重大事のサイバー関連インシデントに関する準備、対応及び回復に関する連携された多規
範に基づく広範囲にわたるアプローチの政策、組織、行動及び責任を論ずる。
◇関連する方針
－議論された手順は連邦政府サイバーセキュリティ規則によって規制される。
－この付属書は国家遠隔通信支援計画（National Telecommunications Support Plan、NTSP）を補足する。
－この付属書はNRPのフレームワーク及び次の運用規則により実行される：
・非連邦サイバーセキュリティの強化－国土安全保障法 ・国土安全保障大統領令5(HSPD-5)
・国土安全保障大統領指令7 (HSPD-7）
・連邦情報セキュリティ管理法 (FISMA)
・執行命令12472: 遠隔通信に関する国家セッキュリティ緊急準備責任の付与
・通信法（1934）
・国防生産法（1950）
・国家安全保障法（1947）
・国家安全保障令42: 国家セキュリティ遠隔通信及び情報システムに関する安全保障国家指針
・執行命令12333: 米合衆国の情報活動
・サイバー空間の安全確保のための国家戦略
◇運用概念
－連邦政府の責任
－組織
・潜在的脅威・インシデント・攻撃の兆候・警告の提供 ・省（局）間インシデント管理グループ（IIMG）
・最良実践・調査・情報・インシデント対応連携/緩和を ・国家サイバー対応連携グループ（NCRCG）
含む政府内外情報共有
・米国コンピュータ緊急対応チーム（US-CERT）
・サイバー脆弱性・悪用/攻撃方法の分析
・インテリジェンス・コミュニティ・インシデント対応センター（IC-IRC）
・技術支援の提供
・米国防総省（DoD）組織
・調査・犯罪化学分析・刑事追訴の実施
－活動
・サイバー攻撃源の特定
・インシデント前の活動；対応能力の維持
・攻撃に対する防御
・通知・手順の開始；サイバー国家重要インシデントの通知・活動開始
・国家レベルの回復を主導
～関連ネットワーク等（*1）
－上記活動により連邦・州・地方等公共機関及び非公共 ・初期活動
（民間企業、教育研究機関）の活動が生じる、また、逆に ・挑戦と考慮事項（*2）
これらの活動により支えられる。
*1：国家サイバー警報システム（NCAS）､国土安全保障情報ネットワーク（HSIN)、国土安全保障オペレーションセンター（Homeland Security
Operations Center、HSOC）､サイバー警告情報ネットワーク（Cyber Warning Information Network、CWIN）、HSIN-US-CERTポータル、
US-CERT Webサイト
*2：多様なサイバー事象の管理、通信の信頼性と安全確保、専門的かつ突出的能力の実行可能性、民間部門との連携

DHS「National Response Plan Anneｘ」167を参考に作成

167

National Response Plan December 2004, DHS,
http://www.iir.com/Information_Sharing/global/resources/fusioncenter/NRPbaseplan.pdf
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別紙第 3
国家サイバー・インシデント対応計画
（National Cyber Incident Response Plan）

◇国家対応フレームワーク（National Response Framework、NRF）の基本方針に基づき作成され、その一部を成す。
◇重大サイバー・インシデント（SCI）に対し国家が対応すべき事項を示す。
◇テロリズム、化学戦、自然災害、人為的災害、又は、公衆衛生・安全・環境を危険に晒す全ての脅威や行動によ
る緊急事態への対応方法を示す。
◇システムや人への攻撃を回避又は無効にする。
◇国家レベルはもとより調整すれば地方にも適用可能である。
◇情報システムの攻撃イベントにおいて、サイバー防御能力の向上を扱う。
◇計画は、連邦捜査局（FBI）、司法省（DoJ）、米国防総省（DoD）、国土安全保障省（DHS）が結集した賜物
◇連邦、州、地方に加え公共部門における全てが役割、責任及び行動を示す。
◇侵入回避システム（Intrusion Prevention System）が含まれる。
◇システムの作動を保証するため攻撃をシミュレートするシステムの試験が含まれる。
◇システム復旧は、この計画の重要である（サイバー攻撃発生時の迅速なリストア等）。
◇計画が最大効率で機能するためにはあらゆるグループにおける連携と意思疎通が不可欠である。
インシデント対応サイクル

共通の役割・責任

＊回避・防護
＊探知
＊分析
＊対応
＊解消

＊準備態勢
－関わる（国家サイバー・セキュリティ通
信統合センター（NCCIC）と）
－計画する
－組織化する
－装備化する
－訓練する
－演習する
－評価改善
＊サイバーインシデント対応
＊短期修復

DHS「National Cyber Incident Response Plan」
（Interim Version, September 2010)及び An Overview on
National Cyber Incident Plan by Leslie Baird (October 20,2010)を参考に作成
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別紙第 4
国家サイバー・リスク警報レベル
（National Cyber Risk Alert Level）

レベル

ラベル

１

厳しい

２

重大

３

上昇中

４

防護開始

リスクの記述

対応のレベル

高い破壊的レベルの結果が生じ 最上レベルの実施権限及び対処が基本
ている又は差し迫っている。
相互支援協約の行使及び連邦／非連邦
支援が基本
重要機能に中間から重大なレベ
ルの結果となる機能低下が観察
されるか又は差し迫っており、
高いレベルの結果が差し迫る兆
候を伴う可能性がある。

一時的というよりも寧ろ無期限の態勢
の上昇が必要。国土安全保障省長官が
対処し、適切な権限及びサイバー統一
調整グループ（UCG）のような連邦能
力の行動が指定される。他の類似非連
邦インシデント対応メカニズムが対処

早期の又は潜在な兆候はあるも 予防手段が生ずるように上昇。対応組
のの中間以上の結果を生じる兆 織は通常の、又は若干強化した運用態
候ではない。
勢においてインシデント・事象を管理
することが可能
リスク受理の基底線

過度の中断や資源の再配分がない基底
の運用、正規の情報共有、プロセス・
手順の履行、報告及び緩和戦略が継続

DHS「National Cyber Incident Response Plan」
（Interim Version,
を参考に作成

６－９０

September 2010)の Table1

別紙第 5

サイバー空間方針の見直し
（Cyberspace Policy Review）

◇ 概要
2009年5月29日オバマ大統領は60日の監察結果”サイバー空間方針の見直し”を発出
◇見直しの目標
・サイバー・セキュリティ に対する米国の政策及び組織構成を評価すること。
・米政府イニシアティブが適切に統合され、資源配分され、調整されることを確約する戦略
的フレームワークを開発すること。
◇見直しに記された行動計画
・国家サイバー・セキュリティ方針・活動に責任を有するサイバー・セキュリティ政策官を
任命する。
・情報通信インフラの安全を保証するために国家戦略を更新し大統領の承認に備える。
・サイバー・セキュリティを大統領の優先的重要管理事項の一つに指定し業績尺度を確立す
る。
・国家安全保障会議サイバーセキュリティ部にプライバシー及び市民の自由（思想・言論・
行動など権利章典により保障）官を指定する。
・サイバー・セキュリティ問題に関する優先度について、法律上の分析を行う適切な省
（局）間メカニズムを開設する。
・国家的サイバー・セキュリティに関する公衆の認識及び教育に関する宣伝活動を開始する。
・国際的なサイバー・セキュリティ政策のフレームワーク米政府の立場を確立する。
・サイバー・セキュリティ・インシデント対応計画（後のNCIRP）を準備する。
・セキュリティ強化のため“ゲームの流れを変える”技術を重視する研究開発のフレーム
ワークを開拓する。
・サイバー・セキュリティを基礎としたプライバシー及び市民の自由を扱うアイデンティ
ティ管理ビジョン及び戦略を構築する。

THE WHITEHOUSE 「 CYBERSPACE

POLICY REVIEW 」

６－９１

Final に基づき作成

別紙第 6
国際監視警戒ネットワークの参加国とその組織

オーストリア
The Attorney-General‘s Department -- govCERT.au
カナダ
Canadian Cyber Incident Response Centre (CCIRC)
The Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
フィンランド
CERT-FI
フランス
The Secretariat-General for National Defence (SGDN)
ドイツ
The Federal Ministry of the Interior (BMI)
The Federal Office for Information Security (BSI)
DFN-CERT
BKA
ハンガリー
CERT-Hungary
Hungarian Prime Minister's Office
イタリア
Ministry of Interior — Postal and Communication Police Service
日本
National Information Security Center (NISC)
Cyber Police (@police)
National Police Agency (NPA)
オランダ
GOVCERT.NL
The Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK)
National Crime Squad (KLPD)
http://itlaw.wikia.com/wiki/International_Watch_and_Warning_Network から引用

６－９２

７ 用語の定義
略語
AFEI

スペル
Association for Enterprise

組織名
企業情報委員会

Information
AIA

Aerospace Industries Association

米国の航空宇宙工業会

APM

Asset Prioritization Model

資産優先度付けモデル

APT 攻撃

Advanced Persistent Threat Attack

エーピーティー
サイバー攻撃の一種

ASD(HD&ASA)

Assistant Secretary of Defense for

国防次官補（本土防衛及び国

Homeland Defense & Americas’

土安全保障担当）

Security Affairs
ASD(NII)

Assistant Secretary of Defense for

国防次官補（ネットワーク、

Networks and Information

情報統合担当）

Integration
ASIS

American Society for Industrial

企業セキュリティ協会

Security

世界最大のセキュリティ団
体

BIS

Bureau of Industry and Security

産業安全保障局
国家安全保障と高度技術に
関する問題を扱う商務省の
一機関

CCIRC
CDN サービス

Canadian Cyber Incident Response

カナダ・サイバー・インシデ

Centre

ント対応センター

Contents Delivery Network Service

米国 Akamai 社が提供する、
ファイルサイズの大きいデ
ジタルコンテンツをネット
ワーク経由で配信するため
に最適化されたネットワー
ク・サービス

CEPTOAR

Capability for Engineering of

セプター

Protection, Technical Operation,

IT 障害に対する対策向上の

Analysis and Response

ための情報共有・分析機能の
呼称

CERT

Computer Emergency Response Teams

コンピュータ緊急対応チー
ム

７－１

略語
CERT/CC

スペル
CERT/Coordination Center

組織名
コンピュータ緊急対応チー
ム・コーディネーション・セ
ンター

CFIUS

Committee on Foreign Investment in

外国投資委員会

the United States

外国からの「戦略」部門への
投資が米国の安全保障上の
脅威になると判断した場合、
当該投資案件を阻止する権
限がある。

CGI

Coast Guard Intelligence

沿岸警備隊情報部

CI/KR

Critical Infrastructure and Key

重要インフラ及び主要資源

Resources
CIA

Central Intelligence Agency

中央情報局

CII Act

Critical Infrastructure

重要インフラ情報セキュリ

Information Act

ティ法

Critical Information

重要情報インフラ防護計画

CIIP

Infrastructure Protection
CIP

Critical Infrastructure Protection

重要インフラ防護

CIPAC

Critical Infrastructure

重要インフラ・パートナーシ

Partnership Advisory Council

ップ助言協議会

Comprehensive National

包括的サイバー・セキュリテ

Cybersecurity Initiative

ィ・イニシアティブ

COI

Community of Interest

利益共同体

COP

Common Operational Picture

共通運用画面

CONOPS

Concept of Operations

運用構想

CPNI

Centre for Protection of National

国家インフラ保護局（英国）

CNCI

Infrastructure
CPR

Cyberspace Policy Review

サイバー空間指針の見直し

CRAL

Cyber Risk Alert Level

サイバー・リスク警報レベル

CS

Cyber Storm

サイバーストーム

CSE

Communication Security

カナダ通信安全保障局

Establishment

７－２

略語
CSIRT

スペル

組織名

Computer Security Incident

シーサート

Response Team

コンピュータ・セキュリテ
ィ・インシデント対応チーム

CSIS

Canadian Security Intelligence

カナダ安全情報局

Service
CSS

Central Security Service

中央保安部
1972 年の大統領命令によっ
て設立された、国家安全保障
局（NSA）と一緒になって米
国防総省（DoD）のもとで国
家情報活動の統合を行う国
家機関

DARPA

Defense Advanced Research Projects

国防高等研究計画局

Agency
DAS

Defense Acquisition System

防衛調達システム

DC3

Defense Cyber Crime Center

防衛犯罪捜査センター
サイバー犯罪捜査官養成学
校と防衛コンピュータ法学
研究所から 2001 年に形成さ
れた米国の防衛組織

DCIO

Defensive Criminal Investigative

防衛犯罪捜査組織

Organization
DCIP

Defense Critical Infrastructure

防衛重要インフラ防護計画

Program
DCMA

Defense Contract Management Agency

国防契約管理局
あらゆる軍需物品の契約管
理と契約履行を担当する米
国防総省（DoD）の内局

DDoS

Distributed Denial of Service

分散型サービス拒否攻撃

attack
DEA

Drug Enforcement Administration

麻薬取締局

DHHS

Department of Health and Human

保健福祉省

Services

７－３

略語

スペル

組織名

DHS

Department of Homeland Security

国土安全保障省

DHS CS&C

Office of Cybersecurity and

国土安全保障省サイバー・セ

Communications, Department of

キュリティ及び通信局

Homeland Security
DHS CST

Office of Cyber Security and

国土安全保障省サイバー・セ

Telecommunications, Department of

キュリティ及び電気通信局

Homeland Security
DHS FPS

Federal Protective Service,

国土安全保障省連邦保護局

Department of Homeland Security
DHS I&A

Office of Intelligence and

国土安全保障省情報収集及

Analysis, Department of Homeland

び分析室

Security
DHS ICE

Immigration, and Customs

国土安全保障省移民・税関捜

Enforcement, Department of

査局

Homeland Security
DHS NCS
DHS NCSD
DHS OIP

National Communications System,

国土安全保障省国家通信シ

Department of Homeland Security

ステム

National Cyber Security Division,

国土安全保障省国家サイバ

Department of Homeland Security

ー・セキュリティ部門

Office of Infrastructure

国土安全保障省インフラ防

Protection, Department of Homeland

護局

Security
DHS S&T

Directorate of Science and

国土安全保障省科学技術局

Technology, Department of Homeland
Security
DHS TSA

Transportation Security

国土安全保障省運輸保安局

Administration, Department of
Homeland Security
DHS USCG

United States Coast Guard,

国土安全保障省米国沿岸警

Department of Homeland Security

備隊

DIA

Defense Intelligence Agency

国防情報局

DIB

Defense Industrial Base

防衛産業基盤

DISA

Defense Information System Agency

国防情報システム局

７－４

略語
DND

スペル
Department of National Defence

組織名
カナダ国防省

(Canada)
DoA

Department of Agriculture

農務省

DoC

Department of Commerce

商務省

DoD

Department of Defense

米国防総省

DoE

Department of Energy

エネルギー省

DoI

Department of the Interior

内務省

DoJ

Department of Justice

司法省

DoS

Department of State

国務省

DoT

Department of Transportation

運輸省

DoT

Department of Treasury

財務省

DRRS

Defense Readiness Reporting System

予備役報告システム

EISAS

European Information Sharing and

欧州情報共有・警報システム

Alert System
ENISA

European Network and Information

欧州ネットワーク・情報安全

Security Agency

庁

2004 年に設立された、欧

州のサイバー・セキュリティ
対策の専門機関
EPA

Environmental Protection Agency

環境保護庁

EU

European Union

欧州連合

FAA

Federal Aviation Administration

連邦航空局

FAR

Federal Acquisition Regulation

連邦政府調達規則

FBI

Federal Bureau of Investigation

連邦捜査局

FIRST

Forumof Incident Response and

ファースト

Security Teams

各国のコンピュータ・セキュ
リティに関する事件あるい
は事象に対応する組織の技
術情報交換組織

７－５

略語
FISMA

スペル

組織名

The Federal Information Security

連邦情報セキュリティ・マネ

Management Act of 2002

ジメント法
連邦政府機関が情報セキュ
リティを強化することを義
務付け、米国標準技術局
（National Institute of
Standards and Technology、
NIST）に対しては、そのため
の規格やガイドラインの開
発を義務付けている。

GAO

Government Accountability Office

会計検査院

GCC

Government Coordinating Council

政府調整評議会

GIG

Global Information Grid

全地球情報網
米国防総省（DoD）が全世界
に展開する軍事用情報ネッ
トワーク

GOC

Government Operations Centre

カナダの政府オペレーショ
ン・センター

CWIN

Cyber Warning Information Network

サイバー警告情報ネットワ
ーク

HIFLD

The Homeland Infrastructure

ホームランド・インフラ財団

Foundation Level Database

レベル・データベース・ワー
キング・グループ

HSAS

Homeland Security Advisory System

国土安全保障警報システム

HSIN-CS

Homeland Security Information

重要セクターのための国土

Network for Critical Sectors

安全保障情報ネットワーク

Homeland Security Operations

国土安全保障オペレーショ

Center、

ンセンター

Homeland Security Presidential

国土安全保障大統領指令 7

HSOC
HSPD-7

Directive-7
IAEA

International Atomic Energy Agency

国際原子力機関

ICE CCC

U.S. Immigration and Customs

移民関税執行サイバー犯罪

Enforcement Cyber Crimes Center

センター

７－６

略語
IC-IRC

スペル

組織名

Intelligence Community—Incident

インテリジェンス・コミュニ

Response Center

ティ・インシデント対応セン
ター

ICS-CERT
ICT

Industrial Control Systems Cyber

産業制御システム緊急対応

Emergency Response Team

チーム

Information and Communication

情報通信技術

Technology

情報・通信に関連する技術一
般の総称

IIMG

Interagency Incident Management

省（局）間インシデント管理

Group

グループ

IMF

International Monetary Fund

国際通貨基金

INR

Bureau of Intelligence and Research

情報調査局

IPA

Information-Technology Plomotion

独立行政法人情報処理推進

Agency

機構

Information Sharing & Analysis

情報共有分析センター

ISAC

Center
ISAS

Information Sharing and Alert

情報共有・警報システム

System
ISIS
ISP

Institute for Science and

科学国際安全保障研究所

International Security

米国のシンクタンク

Internet Service Provider

インターネット･サービス･
プロバイダー

ISWG
IWWN

International, and Industrial

国際産業セキュリティ・ワー

Security Working Group

キング・グループ

International Watch and Warning

国際監視警戒ネットワーク

Network
KCW

Knowledge Centric Warfare

知識中心の戦い。

KPA

Korean People's Army

朝鮮人民軍

MSA

Metropolitan Statistical Areas

大都市統計地域
中核となる都市の人口密度
が相対的に高く、地域全体が
緊密な経済的関連をもって
いる地理的地域を指す用語

７－７

略語
NATIBO

スペル
North American Technology and

組織名
北米技術産業基盤組織

Industrial Base Organization
NCAS

National Cyber Alert System

国家サイバー警報システム

NCC

National Coordinating Center for

電気通信のための国家調整

telecommunications

センター

the National Cybersecurity and

国家サイバー・セキュリティ

Communications Integration Center

通信統合センター

National Cyber Investigative Joint

国家サイバー調査統合任務

Task Force

部隊

National Critical Infrastructure

国家重要インフラ防護

NCCIC
NCIJTF
NCIP

Protection
NCIPAP
NCIRP
NCMS

National Critical Infrastructure

国家重要インフラ防護認識

Protection Awareness Program

計画

National Cyber Incident Response

国家サイバー・インシデント

Plan

対応計画

National Classification Management

機密区分管理協会

Society

機密に分類される情報の管
理と情報セキュリティの組
織

NCR

National Cyber Range

国家サイバー領域

NCRAL

National Cyber Risk Alert Level

国家サイバー・リスク警報レ
ベル

NCRCG
NCSC

National Cyber Response

国家サイバー対応連携グル

Coordination Group

ープ

National Cybersecurity Center

国家サイバー・セキュリテ
ィ・センター

NCSD

National Cyber Security Division

国家サイバー・セキュリティ
部門

NCW

Network-Centric Warfare

ネットワーク中心の戦い。

NDIA

National Defense Industrial

国防産業団体

Association
NDS

National Defense Strategy

７－８

国家防衛戦略

略語
NETWARCOM

スペル
Naval Network Warfare Command

組織名
海軍ネットワーク戦コマン
ド

NGIA

National Geospatial-Intelligence

国家地球空間情報局

Agency
NICC

National Infrastructure

国家インフラ調整センター

Coordinating Center
NIPC

National Infrastructure Protection

国家インフラ防護センター

Center
NIPP

National Infrastructure Protection

国家インフラ防護計画

Plan
NIPRNET
NIST

Non-Classified Internet Protocol

米軍の非機密情報を流すネ

Router Network

ットワーク

National Institute of Standards and

米国標準技術局

Technology
NMS

National Military Strategy

国家軍事戦略

NNSA

National Nuclear Security

国家核安全保障局

Administration
NOC

National Operations Center

国家オペレーション・センタ
ー

NPPD
NR

National Protection and Programs

国家保護及びプログラム理

Directorate

事会

Naval Reactors

海軍原子力推進機関部
空母や潜水艦で採用されて
いる原子力推進機関の安全
管理や運用に責任を負う。

NRCC

National Response Coordination

国家対応調整センター

Center
NRF

National Response Framework

国家対応フレームワーク

NRO

National Reconnaissance Office

国家偵察局

NRP

National Response Plan

国家対応計画

NSA

National Security Agency

国家安全保障局

７－９

略語
NSC

スペル
National Security Council

組織名
国家安全保障会議
米国合衆国の最高意志決定
機関の一つ。

NSPD38

National Security Presidential

安全なサイバー空間のため

Directive 38, National Strategy to

の国家戦略

Secure Cyberspace
NSS

National Security Strategy

国家安全保障戦略

NTOC

NSA/CSS Threat Operations Center

国家安全保障局/中央保安部
脅威オペレーション・センタ
ー

ODNI

Office of the Director for National

国家情報長官室

Intelligence

米国連邦政府において情報
機関を統括をする部門

OECD

Organisation for Economic

経済協力開発機構

Co-operation and Development
OMB

Office of Management and Budget

行政管理予算局

ONI

Office of Naval Intelligence

海軍情報部

OSTP

White House Office of Science and

ホワイトハウス科学技術政

Technology Policy

策室

Protected Critical Infrastructure

保護される重要インフラ情

Information

報

Presidential Decision Directive

大統領令 63「重要インフラ防

63, Critical Infrastructure

護」

PCII
PDD-63

Protection, May 22, 1998
QDR

Quadrennial Defense Review

4 年ごとの国防計画見直し

R&D

research and development

研究開発

SBIR

Small Business Innovation Research

中小企業技術革新研究

SCADA

Supervisory Control And Data

コンピュータによるシステ

Acquisition

ム監視とプロセス制御を行
う産業制御システムの一種

SCC

Sector Coordinating Council

セクター調整評議会

SCI

Significant Cyber Incident

重要サイバー・インシデント

７－１０

略語
SCP

スペル
Security Cooperation Program

組織名
マイクロソフト・セキュリテ
ィ協力プログラム

SIPRNET
SOFA

Secret Internet Protocol Router

米軍の機密情報を流すネッ

Network

トワーク

Status Of Forces Agreement

駐留米軍の地位に関する協
定

SOP

Standard Operating Procedures

標準運用手順

SSA

Sector-Specific Agencies

セクター別機関

SSM

Sector-Specific Metrics

セクター別測定基準

SSP

Sector Security Partner

セクター・セキュリティ・パ
ートナー

SSP

Sector-Specific Plan

セクター別計画

US-CERT

U.S. Computer Emergency Readiness

米国コンピュータ緊急対応

Team

チーム

USCYBERCOM

United States Cyber Command

米国サイバー軍

USD(AT&L)

Undersecretary of Defense for

国防次官（調達、技術、兵站

Acquisition, Technology and

担当）

Logistics
USD(I)

Under Secretary of Defense

国防次官（情報担当）

(Intelligence)
USD(P&R)

Undersecretary of Defense

国防次官（人員、即応体制役

(Personnel and Readiness)

担当）

USGS

United States Geological Survey

米国地質調査所

USSS

US Secret Service

米国シークレット・サービス
国土安全保障省（DHS）傘下
の米国の警察機関

USSTRATCOM

United States Strategic Command

米国戦略軍

※ 本報告書中に記載の会社名、製品名は、各社の商標又は登録商標です。
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