
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ. １４ 

Defense Procurement and Information Security   SEP. 2012 

公益財団法人 防衛基盤整備協会 

 

 

 

D e f e n s e  S t r u c t u r e  I m p r o v e m e n t  F o u n d a t i o n 



2 

 

平成 24年度 情報セキュリティ川柳募集の結果について 

 本年度、当協会が公益財団法人として発足したのを機に、新たな試みとして、情報セキュ

リティ川柳を募集しましたところ、６０５点もの作品をご応募いただきました。 

作品をお寄せいただきました皆様に、厚くお礼申し上げます。 

 入選作品は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度情報セキュリティ川柳入選作品 

 

 

 

 

 

知らぬ間に 声に出してる パスワード 
                ペンネーム 一本杉 

「ここだけ」が 「ここから」になる 人の口 
             ペンネーム ラッキー・ミッキー 

情報を  取ったつもりが 盗られてる 
                ペンネーム らくちゃん 

ネット上 覗き・空き巣が 横行し 
                雅 号 凡 辰 

クリックを 狙う釣り針 うまい餌 
ペンネーム らくちゃん 

アノニマス どこの祭りと 聞く部長 
雅 号 お面祭り 
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兵器生産の歴史から防衛基盤を考える 

 

１．はじめに 

 最近日本を取り巻く環境は、政治、経済、社会、外交防衛の面で大きく変化してきているよ

うに感じられる。自然においても昨年 3月 11日東日本大震災が発生し、多くの人命や財産が一

瞬に失われた、また福島の原子力発電所が損傷し、多くの人々が避難を余儀なくされている。

ここでよく使われた言葉は「想定外の出来事」というものであった。当時の考え方がベストと

思われるものであっても「想定外の出来事」であれば許されるものでもないであろう。いろい

ろの機関・組織で調査委員会等ができ、分析評価がなされ今危機管理の在り方が問われようと

している。 

 翻って国を守る、国を存続させることを考えた時「想定外の出来事」では許されないであろ

う。むしろ想定外が起きないように歴史の名言でもある「百年兵を養うは、一日（一朝）にこ

れを用いんが為なり」であり、平素から十分な抑止効果のある防衛力を維持しておくことが何

より必要なことであろう。 

 なぜならば国がなくなれば元も子もないことになることは明白であるからである。 

現在日本周辺の環境を見渡すと、決して平穏な状態ではないことは、周辺国の様々な行動か

ら何となく国民が感じ始めているように思われる。 

 軍事的な視点で世界を大雑把にみると、明らかに「世界の軍拡・日本の軍縮」の状況であろ

う。特にアジア地域の軍事力の増強は目を見張るものがあり、日本においては早急に何らかの

対応が必要であろう。多くの血と汗を流した歴史の先人が我々にいろいろの示唆を与えている

ものと思い、軍事力の要である防衛基盤について考えてみたい。 

 

２．「兵器」の持つ地位役割は過去から現在まで大きく変化したか？ 

（１） 人類の歴史はある意味戦争の歴史であるといっても過言ではあるまい、また人類はこの

戦争をなくすために多くの努力をしてきたことも事実である。現在も世界のあちらこちら

で起きている武力衝突に対しても国際機関の平和的解決の努力は続いてはいるが、複雑な

国益が絡み有効な手段が打てないことも現実である。したがって、わが意思を相手に強要

できる残された最後の解決手段は武力行使であろう。兵器はこの武力行使を行うための最

大の手段となってきた。特に兵器が近代化するに従い、兵器の持つパワーは益々大きくな

り、兵器の優劣が武力行使の勝敗を大きく左右することも事実である。したがって各国は

持てる国力を傾注して最優秀の兵器の開発に努力してきている。 

（２） 安全保障の観点からも、世界の産業革命から立ち遅れた日本を明治政府が列国の植民支

配の脅威から日本を守るためいち早く軍事組織を確立し「富国強兵」を旗印に国力の増強

を図るため、近代兵器の導入に血の滲むような努力傾注し、列国の植民地主義から、領土、

国民を守った。また日清、日露戦争を勝ち抜き、国益を守り日本を急速に近代国家に導く

ことに兵器が果たした役割は大きいものがあろう。とりも直さず兵器は相手の侵略意思を

元陸上自衛隊 武器学校長  飯島 矢素夫 
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断念させる抑止効果と国土、国民を守る最後の手段を有効にする大きな要素となることは、

現在においても大きく変わることはないであろう。 

 

３．「兵器」の持つ特殊性は大きく変質したか？ 

（１）  過去の歴史からみると兵器と国家のかかわりあいはあまり変化してないように思われ

る。兵器の性能や威力は飛躍的に向上してきたといえども、国家の安全保障の重要な要素

であることは変わりないように思われる。 

この底流をなすものは、「兵器の独立なくして、国家の独立なし」の理念であろう。 

この言葉は、フランスを起源とするようであるが、日本においては、明治初期に大山巌

により強く認識され、それまでの外国からの輸入に頼る方針を改め、自前の技術を何とか

向上させ、自前の生産設備を創り上げ、外国に頼らなくても兵器が生産できる体制を整え

たことであろう。現在においては様々な複雑な要素が絡み合い、技術が高度に発達し、財

政上の環境も有り、過去に比べてこの鮮明感は薄れたように感じられ、また現実に自前の

兵器が生産できない分野も有るがその本質は依然として変化していないように思われる。 

（２） すなわち兵器はとりも直さず「国家の責任において、最高性能の装備を開発、生産し、

それが国家を防衛する軍に供給される。」ものであり、我々が日常生活で使っている数々

のアイテムとは明らかに異なり、その特殊性は際立っているものと思われる。現在は明治

時代から昭和２０年ごろまでの、兵器生産の基礎を国家が経営する工廠（砲兵工廠、造兵

廠）に保有する時代とは異なり、兵器の生産を国内のいわゆる防衛企業に委託する形をと

っているため、見た目はわかりづらくなっているように思われるが、基本的な理念は変わ

っていないように思われる。国民が日常の中でこのことを広く認識する努力が必要であろ

う。 

現に今でも世界の国々の中には国営工廠を保有している国も存在しており、この理念を

鮮明にしているところもある。 

（３） 現在の兵器は高度な科学技術の塊りであり、開発に長期間を必要とするばかりかその財

政負担は大きくなる傾向にある。さらに科学技術の発達速度は益々速くなり、せっかく完

成させた装備もアッという間に陳腐化してしまう傾向が強くなってきている。したがって

想定する相手に対して常に同等以上の装備を持たなければ、防衛力の意味をなさなくなる

という特殊性も持っている。 

（４） 兵器の使用においては「平時」と「有事」においてその使用量が大きく違うことであろ

う。しかし兵器の出番はあくまで有事を想定したものでなければならないし想定外は許さ

れないのである。平素からの準備を怠り、国が滅んだ歴史は数え切れないほどある。あま

り「平和」が長く続くと、この状態が永遠に続くものと錯覚し、つい忘れがちな特殊性を

持っている。 

（５） 現在兵器はいろいろの形で整備されているが、特に外国からの輸入による場合において

は、平時はいざ知らず有事においては「資金さえ出せば何でも輸入できる」ものではない

ということをよく理解しておくことが重要であろう。自国の国益を無視して、他国のため
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に兵器を供給する国はないからである。他国に兵器の供給を頼る危うさを持っていること

を深く認識しておくべきであろう。 

 

４． 防衛基盤の要素を考える 

（１） 全 般 

前項で述べたとおり、兵器の占める地位、役割や兵器の持つ特殊性は、現在においても、

基本的には大きく変化していないように思われるが、現在の世界の情勢は、複雑な国家間

関係や経済のグローバル化等により、不安定かつ不透明になってきていることも事実であ

り、これに伴う我が国を取り巻く環境も大きな影響を受けているが、過去においても、状

況は違うがこのような環境が周期のように起きてきたこともあり、このような視点で歴史

を振りかえって、防衛基盤の各要素を考えてみることも必要であろう。 

（２） 防衛の基本を考える。 

ア 日本が明治時代以降、近代国家を目指し海外とのかかわりあいの中で、国家としての国

防方針を策定したのは、明治 40年である。それまで日本は日清戦争（明治 27年～28年）

及び日露戦争（明治 37 年～38 年）を戦ったわけであるが、明確な国防方針があったわけ

ではなかった。この国防方針が作られたのは、日露戦争に勝利したものの、近代戦の様相

を経験し、将来に備えるには、国家としての方針を明確する必要性が深く認識されたから

であると思われる。 

その内容は極めて明確で、示すべき要素が網羅されている。 

「国防方針及び用兵綱領（明治 40年）」 

１：帝国国防の本義は、自衛を旨とし、国利、国権を擁護し開国進取の国是を貫徹するにあ

り。 

２：帝国国防方針は、帝国国防の本義に基づき、国力に鑑み努めて作戦初動の威力を増大な

らしめ、速戦即決を主義とする。 

３：帝国国防は、帝国国防の本義に鑑みロシア、アメリカ、フランスを目標とし、東亜にお

いて攻勢をとりうる兵備を整う。 

４：陸軍は 50個師団、海軍は、88艦隊を主力としこれに相応する補助艦艇とし、計 50万ト

ンとする。 

イ その後、大正３年に第一次世界大戦が勃発し、戦闘様相が劇的に変化した。その主なこ

とは、戦争が国家総力戦の様相を呈し、大消耗戦の実相と戦争の長期化であり、これらを

十分考慮すること、また時のロシア革命に対処する必要性から、第一次世界大戦が終了し

た大正７年に第２回目の改定が行われた。 

主要なものの内、1つは目標国の中のフランスが中国に変更されたこと、2つ目は「第一

次世界大戦の結果に鑑みて長期戦に耐えうる覚悟と準備を必要とする。」の項目が追加され

たこと、3つ目は戦力の整備目標は陸軍 40個師団、海軍の８８艦隊の質の低下が図られた

ことである。その後世界の軍縮の動きに対応するためにさらに修正が加えられている。 

ウ 昭和に入るとそれまでの軍縮ムードが一変し、昭和１１年第４回目の改定が行われた。
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主要なものは「目標国をアメリカ、ソ連とし合わせて中国、イギリスに備える。」という 

 ものであった。 

戦力の整備目標も陸軍５０個師団、航空１４０個中隊等、海軍主力艦 12 隻、航空母艦

10隻等に引き上げられ、直ちに実行に移されたが、その準備もつかの間翌昭和１２年に支

那事変が勃発し、準備未完のまま戦闘を続行せざるを得ない状況に陥り、さらに昭和１６

年の大東亜戦争へと突き進んだことになる。 

エ 戦後、自衛隊が創設されると、昭和３２年「国防の基本方針」が閣議決定され、防衛力

整備計画等が数次にわたり策定実行されてきている。自衛隊の戦力も逐次整備されそれな

りの防衛力を維持してきた。その後平成７年に「平成８年以降に係る防衛計画の大綱」が

閣議決定され、陸海空戦力の縮減が始まった。特に陸上戦力の削減が著しかったがこの傾

向はさらに進んでいる。しかし幸いにもこの間、防衛出動の武力行使はなかったが、戦後

６０年以上を経過しその間我が国を取り巻く環境は大きく変化してきている。 

世界の軍事状況は、大きくは世界の軍拡、特にアジア地域が著しく、日本はこの十数年

軍縮の一途をたどっており、アジアにおける軍事バランスは明らかに不安化してきている。

日本の国境問題は、北、南、日本海と多くを抱えているが、近年は隣接国の動きも活発化

してきている。ある面日本の軍縮による抑止力の低下を見透かすともとれる行動ととれな

くもない。 

オ このように、歴史は防衛の基本方針の重要性を示唆しているものと思われる。国益に照

らして、他国から侮られない、不安定な軍事バランスを作らない防衛力の保持が必要であ

ろう。経済、社会情勢の国内事情により、多くの困難が伴うものであっても、明確な国防

の方針を掲げて、国民理解を得ての防衛力を計画的に整備することが求められよう。 

（３） 人的防衛基盤を考える。 

ア 兵器の地位役割やその特殊性は古今東西大きく変化してきていない。明治政府はいち早

く近代国家を目指す目標「富国強兵」を達成するため、兵器に関する人的資源の確保に乗

り出した。 

当時の日本は産業革命から取り残されていたので、明治政府は、ヨーロッパ、アメリカ

等の列国の軍事科学技術力に驚愕し、人的資源の確保に懸命に努力した。当初の技術者や

将校を日本に招聘して様々な、技術を学んだ。特に兵学寮砲兵科教師兼造兵教師として日

本に招かれたフランス軍ルボン砲兵大尉は、東京砲兵工廠（現在の後楽園ドーム一帯の地

域）の建設等に尽力され、軍事技術者等の人材養成に多大の功績を残した。 

イ 明治政府は外国人技術者を招聘して、人材の養成を急ぐ一方、軍事技術、製造技術の養

成のための教育機関（明治 5年：諸工伝習所後の陸軍工科学校や明治 22年陸軍砲工学校）

や研究所（陸軍弾薬研究所）を設立して人材の育成を図った。 

ウ 時の明治政府はさらなる人材確保のため、陸軍砲工学校修了者の中から学術優秀な将校

を東京帝国大学に員外学生として入学させた。（員外学生制度の発足）また東京帝国大学設

立時に軍事技術の研究や人材育成の体制がとられ、造船学科、造兵学科、火薬科が新設さ

れ、その後航空学科等も拡充された。また時代ともに、全国の帝国大学にも入学していっ

た。海軍においては選抜要領は異なるが同様な委託学生制度があり、人材の確保に努力し
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た。 

これらの将校は大学で軍事科学技術を学び軍事基盤を支える技術者として育成された。 

また一部の将校は、帝国大学教授等を兼任し教育者としても人材確保に尽力した。員外学

生出身者は陸軍においては陸軍大学校出身に準じた処遇を受け、兵器行政、研究開発の両

面で多大の影響力を持つことになった。 

エ このように、兵器の持つ特殊性を理解すれば、国家の責任において、これら人的基盤に

努力するのは極めて自然のことであろう。戦後６０年以上を経て、これらの制度は細々と

継承されている部分もあるが、国家が前面に出て制度化するまでに至っていないと思われ

る。 

現在の科学技術は、戦前と比較した格段の進歩を遂げており、一分野の努力によってで

きるものではない。将来日本の人的資源は、量的に逐次減少していく中、軍事技術に振り

向けられる人的資源を効率的に振り向けるため「産、学、軍、」が協力できるスキームを作

ることが急務であろう。 

（４） 兵器生産基盤を考える 

ア 全 般 

兵器生産基盤を支える要素は人的資源を除けば、開発技術力、生産力、生産設備力、維

持管理力及びこれらを担保する国力（予算力）等であろう。明治政府は、当時の日本の民

間工業力が列国に比べて極めて脆弱であることを認識し、政府主導の「富国強兵」政策を

推進して、近代国家を作ることを考えていた。このため兵器生産基盤のすべてを政府の責

任において創設することに努力した。現在からみれば、兵器の特殊性を理解でき、極めて

わかりやすい考え方である。 

イ 開発技術力を考える  

（ア） 明治 4 年兵部省（後の陸軍省）に陸軍砲兵局が設置され兵器行政がゆだねられた。

当時の兵器は輸入された小銃、火砲が中心であり、兵器技術、特に火砲に関すること

は砲兵の担当とみなされた。国家として兵器基盤全体をつかさどる、機関を持ったこ

とになる。また陸軍会議で決めていた、兵器の進歩、発達を促すため、明治 9 年に陸

軍会議から砲兵会議が分離し、明治 16年工兵会議が分離独立したが、兵器の種類の増

大や複雑化に伴い、明治 36年に砲兵会議と工兵会議を統合して陸軍技術審査部を作り

研究開発力の必要性の認識が高まった。 

この機関はその後逐次増強されたが、第一次世界大戦の教訓をもとに軍事科学技術

力の重要性が高まり、大正 8 年陸軍技術審査部は廃止され陸軍技術本部と陸軍技術会

議が新設されるとともに、兵器及び兵器材料に関する科学を調査研究する陸軍科学研

究所を新設した。これにより、日本の兵器開発の基盤が作られたとも言えよう。基本

的には事後おおむねこの体制で兵器開発が継続された。この体制は昭和 17年の陸軍兵

器行政本部に改組されるまで続いた。このように、兵器の開発は国家の責任と権限に

おいて、当時の持てる人材、技術力、生産力を傾注して強力に推進されていたものと

思われる。 

（イ） 戦後、陸軍省及び海軍省は解体され、それまで兵器の研究開発を担ってきた多くの
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研究所等も解体廃止され、その蓄積技術も散逸した。また各帝国大学の造兵学科も廃

止されるところも多く、人材の継続的確保もできなくなった。 

その後朝鮮戦争等の国際情勢の変化に対応するため、昭和 29年自衛隊が発足し、日

本に陸海空の部隊が編成され、防衛力整備が始められたが、旧軍のものはほとんど廃

棄処理されていたため、当初のものは、そのほとんどは米国からの供与された兵器装

備品であった。 

その後、国産兵器が生産されてきたが、戦前のように国家としての強力な研究開発

機関はなく、それまでの兵器生産の要であり、多くの機能を待っていた造兵機関もな

くなり、わずかな技術研究組織を駆使して、国内民間企業にその生産等を委託する状

況になった。 

（ウ） 現在の軍事技術は上は宇宙から下は海底までその戦域は益々拡大され、軍事技術は

コンピュータの革新的進歩により、益々システム化されその技術範囲も大きなってき

ている。戦後 10数年の軍事技術開発の空白を埋めて、兵器の独立を確保するためには、

現在存在する多くの制約を乗り越えて、人材育成制度の改善や研究組織の充実、国家

としての産学軍の協力体制のスキームの構築、必要な予算的裏付けが急務であること

を歴史が示唆しているように思われる。 

ウ 生産力、生産設備力を考える 

（ア） 全 般 

兵器の地位役割、特殊性をから、一般的に平時の需要は教育訓練に使用するもので

あり、少ないと言えるが、戦争等の有事なれば、その需要は飛躍的に増大するという

宿命を背負っている。 

戦後６０数年間、武力衝突は起きず平和を享受できてきたので、兵器生産の力点は

平時における兵器の充足に重きが置かれつつある。一部弾薬等の量は考慮されている

が、有事のすべての必要量まで準備されているとは一般的に考えにくい。またこれら

生産体制を基本的に律するための法的措置も必要となると思われるが、整備されてい

るとは言い難い状況が続いている。想定外は許されない時期に来ているので、早急な

改善が望まれる。 

現在はこれらの充足数さえも削減の傾向にあるが、平時から有事を想定して、自前

の生産力、生産設備を確保しておくことが急務であろう。 

（イ） 兵器生産の基本は国家の責任において生産することは、今でも変わりはない。 

明治政府は、民間工業力の貧弱性を認識していたので、国家の機関を立ち上げ、国

産兵器を製造した。これは明治 10年の西南戦争における、不揃いな外国兵器の多用に

よる、補給、修理等に多くの問題を残したことを教訓に国産兵器の早期生産を決意し

ている。 

（ウ） 明治政府は明治元年兵部省を設置し、旧幕府の大砲等の製造設備（東京関口製造所

事後造兵司）を活用して、兵器の製造、修理を開始したのが砲兵工廠設立の起源とさ

れている。またこれらの補給を行う組織として武庫司が設置された。 

その後、明治 3 年大阪造兵司ができ大砲等の修理や一部製造を行った。当時はこれ
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らの製造、修理の技術力が不足していたため、外国人技術者の雇用を進め、これら外

国教師団（ベルギー、フランス）から、兵器の製造技術や製造設備の建設を積極的に

学び事後の国産兵器製造の礎を築いた。 

（エ） 明治 8 年兵器の製造と補給を一元化するため、砲兵方面制に改編し、砲兵第１方面

（砲兵本廠）、砲兵第２方面（大阪支廠）が設置され地域分担が明確になった。明治

12年はこれらが廃止され、砲兵工廠制に改編された。すなわち、東京砲兵工廠（主と

して小銃、信管、弾薬、火薬等の製造）及び大阪砲兵工廠（主として大砲、弾薬、信

管、馬車等）に改編された。また東京砲兵工廠に「生徒掛」が設けられ教育機関とし

ての任務が付与され、技術者の養成に努力した。 

この工廠制は時代の変革とともに、改編充実され兵器生産の礎となり、多種多量の

国産兵器を製造した。 

（オ） 当時大山巌を中心とする政府の閣僚が「兵器の独立なくして、国家の独立なし」と

提唱し、兵器の統一を叫び「国家」と「兵器」の関係を明確にした。 

その後、80年間に我が国を取り巻く国際情勢は大きく変わり、日本は日清戦争、日

露戦争、満州事変、支那事変、大東亜戦争を経験した。この間多くの兵器が開発生産

されてきたが、平時の製造力はともかく、工廠の独自の増産体制だけで急激な戦時所

要を賄えたのは、日清戦争だけであろう、その後の戦争は、戦争の長期化、大消耗戦、

国力戦の様相を呈し、工廠の緊急生産体制だけでは、対応しきれず、次第に工業力を

付けてきた民間企業の協力を仰ぐようになった。昭和期には、兵器の種類も多くなり、

且つ複雑なものなってきて、多くの民間企業が兵器を含む軍需品の生産に協力した。

しかし日露戦争後は様々な悪条件や、世界恐慌が起こり、兵器開発等のウエイトが下

がり、２回の軍縮により戦力が削減され兵器の近代化が遅れ、準備不足のまま、大東

亜戦争に突入し敗北することになった。十分な準備なくして戦争等はできないのであ

る。まさに平時の防衛力整備がいかに重要かを歴史は端的に示唆しているように思わ

れる。 

戦後工廠制は廃止され、我が国は米国から供与された兵器により戦力設計がなされ、

その後、兵器の国産化方針が出されが、兵器生産に関する明確なスキームがないまま、

民間企業の防衛意識と努力により、生産基盤が維持されてきているように思われる。 

（カ） 兵器はあくまで国家の責任において生産するという視点に立てば、防衛力の基本要

素である兵器生産基盤は、国家の財産であり、国家が直接これら機能を保有するか否

かは別として、民間企業を含めた生産基盤の構築及びこれらの維持管理に関する基本

的方針を明確にすべき時期に来ていると思われる。これら国家としての方針がなれれ

ばもともと平時の経済活動により、利益を上げることを目的とする民間企業の限界を

超える事業といえなくもない。 

特に火力発揮に必要な、銃器、火砲等の民需との共用性が全くない兵器や有事に急

激に必要量が激増する弾薬類においては、単に経済性、効率性だけでは片づけられな

い問題であろう。有事を基本として、想定外が許されない特殊な特性をよく理解、認

識し、これら機能を確実に保持しておくことが、有事に対応できる唯一の方策である
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ことを歴史が示唆していることは論を待たないところであろう。 

（キ） 現在世界の状況は様々な紛争、ヨーロッパの経済不安、資源の獲得競争、数々の領

土問題等不安定要素が多く存在し、諸外国は国益の確保に躍起になっている。 

このような世界環境を反映して、世界の軍拡、とりわけアジアの軍拡が顕著である。

しかし諸外国においては、苦しい財政事情の中、国民の理解を得つつ、最新兵器の導

入、弾薬の備蓄、有事生産ラインの確保、設備維持、稼働のための発注量の確保、技

術者確保のための教育等様々施策を辛抱強く行っている。どこの国も苦しい状況であ

り、日本だけが苦しいのではない、健全な独立国として、最小限の兵器生産基盤を確

保しておくことこそ、もっとも重要なことであることは、歴史が現在のわれわれに教

えているものと思われる。 

エ 国力と軍事予算を考える  

（ア） 国力の要素は一般的に「自然、国民、軍事力、経済力、技術力」とされており軍事

力の大きな要素である「兵器」は国力を担う要素であることは間違いないであろう。 

戦後我が国は経済力を重視して発展してきたことは論をまたないことであろう。ま

た最近はそれに陰りが見えてきたといわれるがその指標であるＧＤＰはいまだに世界

のトップクラスである。経済大国が真の大国かといえばそうではないであろう。 

しかし軍事力は経済基盤の上に成り立っている側面もあるので、経済力は国力の発

展に欠かせないともいえる。要は国力を増大させるには、これらの要素をバランスよ

く充実させて効果的に活動することが必要であるともいえる。したがって、国家予算

が軍事費（防衛費）として割ける予算はおのずと限界があることは論をまたないが、

目先の状況に振りまわされず、国家の将来を予測しどのような予算を作るかというこ

とは、国家存続に大きな影響を与えることを深く認識すべきであろう。 

（イ） 明治時代においては、「富国強兵」を旗印に国力を増大させて、急速に近代国家とし

て脱皮し、強力な軍事力を保持して、列国からの植民地化を阻止することに努力した。

当時の軍事予算は大雑把に言って国家予算の 20％～30％（平時）であり国民もこれら

国策を逐次理解し、多くの困難によく耐え、日清、日露戦争を戦ったといえよう。大

正時代には、経済恐慌と軍縮により兵器の開発等が一時とん挫した。 

このため、大東亜戦争（昭和 16 年）開戦時は師団の主力火砲は、旧式の明治 38 年

制式の 38式野砲（改）が使用されるありさまであった。 

昭和初期に入ると、満州事変等が起こり、軍事予算は拡大の一途をたどり、国家予

算の 30％～45％となり本格戦争に入ると、国家予算のほとんどを戦費に費やし、国民

の経済活動そのものに多大の影響を与えた。 

（ウ） 戦後においては、経済力も見違えるほど向上し、これに比例して国家予算も増加し

た。軍事（防衛）予算は国家予算に対して昭和 30 年は約 14％、昭和 40 年 8％、昭和

60年 6％、平成 12年 5.5％と戦前と比べて極めて低い比率で推移している。 

現在においてもこの比率は約 5％程度であろう。国民総生産に対しても、ここしば

らくの間 1％以下の水準になっている。 

（エ） 最近、我が国は世界の軍拡に反して独自の軍縮傾向を示している。兵器の開発は先
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送りになり、旧式装備品が目立つようになってきている。先に述べたように、いくら

苦しくても、明治 38 年制式化された「38 式野砲」のような旧式な火砲で、大東亜戦

争を戦わざるを得ない状況を生起させた、歴史の教訓を忘れてはなるまい。 

とりも直さず兵器の開発には長期間を要し、それを使いこなす訓練にはさらに時間

を要すことは世界の軍事常識である。劣勢な兵器で勝利を追及して戦わなければなら

ない第１戦部隊の苦難は推して知るべしであろう。国家の責任として、必要な予算を

投入し、少なくとも相手国と対等に戦える兵器を平時から準備すべき事は国家の責任

として当然のことと言えるであろう。 

（オ） 世界の近代国家は、国益確保のため、新装備の開発に努力し、軍事費に国民総生産

の 2％～3％程度は負担している。各国それぞれ国情は異なるが、この程度の経費は必

要であるということではあるまいか。 

この負担率が正しいか否かは別として、又我が国の特殊事情を考慮しても独立国と

して国力を増進していくためには、国力要素をバランスよく伸長させることが不可決

であろう。現在の我が国は、国力要素の重要な軍事力は、経済力や技術力に比しバラ

ンスがとれているとは言い難い。長中期的視野に立ち目先の状況に振り回されること

なく黙々と整備を行うことが必要であろう。 

 

５ 終わりに 

 明治期からの兵器生産の歴史を観察しつつ、防衛基盤を考えてきたが「兵器の独立なくして、

国家の独立なし」の意味するところは、形を変えても現在にも通じるところがあるように思わ

れる。 

 ある外国人が「日本には多くの日本人はいるが、日本国民は少ない」との意見を述べたと聞

いたことがある。戦後６０数年平和を享受してきた我々に対して国家意識がないことを突かれ

た言葉として記憶に残っている。 

 兵器の独立とは兵器の研究開発、技術基盤及び生産基盤の保持、さらにこれらを支える人材

の育成及び運用体制が確立していることを意味する。将来わが国がいかなる情勢下、いかなる

事態にも有効に対応し、独立を貫くためには、国力要素のバランスとれた国家施策が必要であ

ろう。 

 最後に現在我々の周辺には、膨大な情報が氾濫し、目まぐるしいスピードで世の中が進んで

おり、それに追随するだけで精いっぱいの環境であるが、しばし「温故知新」の考えに立ち戻

り、防衛基盤の原点を見つめなおすのもよい機会であろう。 
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ネットの脅威から身を守るためのインテリジェンス 

この記事のアジェンダ 

 リスクを増し続けるセキュリティ脅威の現状 

 われわれを取り巻く脅威の進化の様子 

 脅威に対抗し、リスクを緩和するには 

漸増し続けるインターネットのリスク 

ハッカー集団に狙われた霞ヶ関 

今年の 6 月、霞ヶ関を狙った国際ハッカー集団が、誤って霞ヶ浦を攻撃して失笑を買った事件

は、まだみなさんの記憶に新しいことだろう。これは、違法ダウンロードに刑事罰を科す改正著

作権法に対する抗議活動の一環である。かねてから同法案に対して反対の姿勢を鮮明にしていた

ハッカー集団「Anonymous」は、同法が成立した直後、日本の裁判所サイトをアクセス不能に陥れ、

それが日本政府に対する“宣戦布告”の一環であるとした”犯行声明”を出した。ただし、霞ヶ

関のサイトに掲載したつもりが、国土交通省・霞ヶ浦河川事務所のサイトに掲載してしまったの

である。結果的には、いささか間の抜けた話になってしまったものの、サイバーテロ活動が機能

することが証明されたことから目を背けるわけにはいかない。これが、“霞ヶ浦”を狙ったから

成功したからで、“霞ヶ関”を狙っていたら成功しなかったとは考えにくい。 

実際、7 月には財務省が職員用 PC、123 台にマルウェア感染が確認されたと発表している。報

道によれば、財務省では 2000 台ほどの職員用 PC で 123 台感染しているということだが、この規

模は昨年来、政府機関や国会における PCへのマルウェア感染事案が報告されている中でも最大で

ある。そして、2010年 11月の経産省における感染が報告がされてから、2年近くが経っているの

である。暢気なのか、何かを隠しているのかと勘ぐる向きもあろうが、セキュリティ対策を講じ

るにあたって実施した事前調査で判明したということなので、今後は易々と不正アクセスを許す

ようなことがないよう、包括的な対策が取られ

ることを期待したい。むろん、それは、官公庁、

自治体や、クリティカルな社会インフラを担う

機関全体に言えるのだが、脅威が増しているの

は、官公庁だけではない。 

 

フィッシング詐欺はもはや対岸の火事にあらず 

EMCジャパン株式会社 RSA事業本部の発表に

よれば、今年 7月に世界で観測されたひと月あ

たりのフィッシング詐欺の攻撃件数は 2 ヶ月 0
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連続で過去最高を記録し、未踏の月間 6 万件に迫る勢いとなっている。同社によれば、日本で提

供されているサービスを悪用したフィッシング攻撃は、それまでひと月せいぜい数十件だったが、

昨年末以来 500 件に迫る状態が度々発生して

いるという。 

そして、海外でオンライン詐欺が流行って

も、対岸の火事を決め込んでいた人は気を付

けてほしい。日本のインターネットユーザー

を狙ったフィッシング攻撃そのものも増えて

いる。フィッシング対策協議会のとりまとめ

によれば、国内で報告されたフィッシング攻

撃の発生件数も過去 4 年間の記録を塗り替え

る勢いで増加している。 

そんな中で、セキュリティ・エキスパート

たちが異口同音に強調しているのが、インテリジェンスを共有することの重要性なのである。 

 

世界の不安定さを反映するネット空間  

私は、全体としてみれば、世界はインターネット上の脅威に対する対応力を高めている。例え

ば、スパムメールの流通量は昨年大幅に減少したと報告されているが、それは、FBI などの治安

当局やマイクロソフト、その他にもセキュリティ関連企業や ISP などのサービス事業者が連携し

て、送信源となっていた大規模なボットネットを次々と閉鎖した成果である。つまり、セキュリ

ティ脅威が増大しているのは、治安当局が犯罪集団に後れを取っているため、ではない。現在の

インターネットでリスクが高まり続けているのは、構造的な理由によるのだ。 

少し喩え話をしよう。観光資源は豊富だが、経済的にひどく困窮したとある国で、海外からの

観光客を集めようと、タダ同然のツアーを大規模に募集したとしよう。旅慣れていない無邪気な

旅行者が大量に海外からやってくる。その大半、つまり、慎重かつ賢明な観光客とそうではなく

とも幸運を持っていた観光客は、ツアーに満足して帰国の途に着く。しかし、その陰で、経済的

に困窮してモラルの低下した市民の中には、無邪気な観光客を狙ってスリや置き引きや詐欺まが

いの行為を働くものが出る。モラルの低い周辺国から同じ目的の犯罪者が集まる。他にも、観光

客を装って入国してきた強盗団がいくつかの高級ショップに被害をもたらす。観光客が増えて、

犯罪件数も増える。 

今のインターネットの世界とは、つまるところこういう状況ではないか。長引く経済停滞と経

済的格差や富の偏在が組み合わさって、一般に人々のモラルは低下傾向にある。そして、インタ

ーネットの世界におけるモラルは、中東で緊張が高まると高騰する原油の先物価格のように、世

界情勢の影響に敏感すぎるほどに、反応する。それにもかかわらず、わが国の携帯電話機を買い

換える人は半数以上がスマートフォンを選び、先を争うようにインターネット空間に流入して行

っている。 
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もう来た道を戻ることはできない 

そうは言っても「やはりインターネットは危ないからやめよう」というわけにはいかない。自

動車や航空機のない世界に戻れないのと同じように、携帯電話やインターネットのない世界に戻

るのは、極めて非現実的だ。今や、企業が、ソーシャルネットワークやスマートフォンでさえ、

利用を一切認めないと勤務条件に加えたら、この先将来を託せる人材は確保できないだろう。い

わんや、インターネットや携帯電話のない世界にすると言ったら、最近の若者は自動車を運転す

るなという以上に怒り出すだろう。 

それを踏まえて、通信事業者、端末メーカー、サービス事業者がこぞって、世界規模でユーザ

ー獲得競争を繰り広げている。しかし、その窓の向こうには、大いなる価値や善良な大多数の人々

とともに、詐欺師やスパイやテロリストがいる。インターネットは、誰かに統制・管理され、安

全が約束されたアミューズメントパークではなく、まさに社会の縮図である。ゆえに、現在の世

界の社会情勢からも、安心・安全の方向にあるとは言いがたい。 

インターネット上の脅威はこうして進化している 

その脅威は、誰が、何のために、どうやって－ 

インターネットが物騒にならざるを得ないところがあるとしても、どう物騒なのか、は利用者

によって変わってくる。そして、インターネットの中では、同じ物騒にしても、「近所の中学校

が最近荒れていて、駅の周りに目つきの悪い中学生がたむろしている」という話と、「宗教対立

に起因した武装闘争のために昨日も 3 人亡くなった」という話が同居している。それゆえに、誰

が、何のためにどのような脅威をもたらしているのかを把握することは、自分たちの身を守るた

めの第一歩である。ここからは、「誰が何のために」という視点と、「どうやって」という視点

から、インターネットにおける代表的な脅威について整理しよう。 

 

「誰が何のために」－脅威をもたらす主体と動機の多様化 

話を進めていく前に、いくつかの共通言語

を確認しておきたい。ハッカーというのは、

もともと ITシステムを改修・改良する能力＝

ハッキングに優れた人物を指す言葉であり、

その力を善行に使うか悪事に利用するかは別

の話である。実際、優れたハッキング能力を

持ち、それをセキュリティ向上に注いでいる

人物も多く、彼らはホワイトハット（ハッカ

ー）などと呼ばれる。一方で、ハッキング能

力を用いて不正にシステムを攻撃する者は、

ブラックハット（ハッカー）などと呼ばれる。
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このブラックハットには、大別して

以下の 3種類がある。 

 サイバーマフィア： 利己的か

つ不正な経済的利得を追求す

る 

 サイバーアーミー：敵対国家

に対するサイバー攻撃力やサ

イバー防御力の確保、敵対国

家からの重要機密の窃取を通じた国益の達成のために活動する 

 ハッカー集団（別名 ハクティビスト）サイバー攻撃力を背景にした恫喝・恐喝を通じた社

会対する要求の実現を目指す 

 

このように分類したが、それぞれのブラックハットが上記のいずれか一つの動機のためだけに

ハッキングを行っているとは限らない。 

2005年には確認されていたという米国でオンライン詐欺師が集う地下フォーラムは、その後開

設と閉鎖を繰り返しながら、進化を続けている。こうしたフォーラムは、必要なスキルを持った

人材を獲得するための場として、あるいは盗んだ情報を現金化するマーケットプレイスとしての

機能を提供していった。その結果、ブラックハットの組織化は促進され、マフィアと呼ぶべき犯

罪組織の形成につながった。そして、目的を同じくする輩はもちろん、目的を異にする輩同士も

つなぐ効果ももたらした。「情報窃盗を生業とした犯罪集団がたまたま収集した有用な人物の個

人情報を他国のスパイに売却する」場にもなり、ホワイトハットが経済的困窮などを理由にブラ

ックハットへ転職する場にもなった。今後は、プログラミングスキルを見込まれて、エリートハ

ッカーとして国家に育成されたり海外から招聘されたりしたサイバー兵士が身を持ち崩して犯罪

集団に加わる例も目立つようになるだろう。 

 

「どうやって」－より巧妙に、より多様に、より周到に 

ブラックハットが用いる攻撃手法は着実に進化し、洗練されている。直接的に使われている主

な攻撃方法は、メール、ウェブサイト、マルウェアなどの組み合わせで変わっていない。例えば、

第一次世界大戦で航空機が投入されたときのように画期的な手段が加わったということではなく、

その後、航空機の性能が向上し、用途別に洗練され、高度な作戦に組み込まれて、決定的な役割

を担うようになったように、それぞれの手法を組み合わせた高度な作戦が展開されるようになっ

ているといえよう。 

この数年見てきたが、ブラックハットたちの攻撃を洗練化させている 4 つのポイントは大きく

変わってはいない。際だったイノベーションは起きていないが、それでも漸増的にその進化は続

いている。 

一つ目は、「攻撃目的の絞り込み」である。米国やイスラエルがイランの核開発を妨害するた

めに開発したとされる Stuxnet というトロイの木馬の例が典型例である。ネットワークから隔離

された施設にたどり着くために年単位の時間をかけて活動したという、このトロイの木馬は、ま

だ誰も気づいていない脆弱性の攻略手段を複数備え、攻略対象にたどり着くまでは正体を隠し続

• マルウェア/ウイルス
– ト ロイの木馬のよう にユーザーのPCに侵入し 、 内部の機密情報を窃取したり 、 スパム
メ ールの送信やDDoS攻撃に利用する

• スパムメ ール
– 社会心理学の手法も巧みに利用して、 機密情報を入力させたり 、 マルウェアに感染させ
たりするために、 偽のサイト に誘導したり 、 添付ファイルを開かせよう として送られる。

• ウェブサイト の改ざん
– いわゆる本物のサイト の改ざんは、 犯行声明の掲載などの示威目的もさることながら、
マルウェア配布のために行われる。 最近では、 長期にわたって配布し続けられるよう に、
思いもがけない地味なサイト が狙われている。

• 偽サイト の構築
– 著名な銀行やショ ッ ピングサイト を模したウェブサイト は、 口座情報やクレジッ ト カー
ド 情報を詐取するために使われる

• DDoS攻撃
– 大量かつ集中的にアクセスすることで、 サイト を機能不全に陥らせる。 示威行為として
の意味合いの他に、 不正アクセスなどの攻撃の前の陽動作戦の一環としても使われる。
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けた。他にもある。フィッシングは不特定多数を狙った者から、特定の属性を持つ者を狙ったス

ピアフィッシングに移行することで、攻撃の成功率を上げている。最近では、中でも、特に社会

や組織内で高い地位にある人物を狙った攻撃は「ホエーリング」という新たな名前を下賜されて

いる。かつては、フィッシングにしても、トロイの木馬にしても、何かしら金目のものを手に入

れようというおおざっぱな目的で使われてきたが、今の攻撃は、特定された個人や企業の機密を

手に入れるために、長期化も辞さず、高いステルス性を持ち、執拗な攻略を繰り返す。「狙われ

るだけのもの」を持つ者にとっては、それだけ守り抜くのが難しくなっている。 

二つ目は、「サービス化」である。世の中で幅広く流通しているトロイの木馬の作者はえてし

て詐欺や窃取といった直接的犯罪行為を働かない。例えるなら、自らは万引きしないが、万引き

用の道具と成功しやすい店の情報をセットで売って、さらには万引き犯が持ち込んだ盗品を現金

化して手数料の上前もはねる、そんな商売を彼らはしている。こうしたサービス業者の登場がも

たらした変化がいくつかある。まず、高度な攻撃ツールが急速に低価格化・コモディティ化した。

その結果、従来ハッキングのスキルがない者にはできなかった高度な攻撃が、わずかな対価でで

きるようになった。次にウイルス亜種の増大である。アンチウイルスソフトは、シグネチャと呼

ばれる“指名手配写真”に基づいてウイルスを検出する仕組みを採用しているのだが、ウイルス

を誰でも簡単に作れるようになることで、“指名手配写真”の作成はますます大変になっている。

そして、こうした業者は、わが身に捜査の手が伸びるのを察知すると姿を消す。末端の実行犯を

捕まえられても、こうした業者の摘発は難しく、抜本的な効果をあげにくくなっている。 

三つ目は、「ホワイトハット側の技術の活用」である。かつては守勢に回ってばかりだったホ

ワイトハット陣営だが、最近では、ボットネットを構成するボットが（ブラックハットではなく）

ホワイトハットの指揮管理サーバに指示を仰ぐように手を加えたり、データ収集サイトを攻略し

て盗まれた機密情報を無価値化したりといった、積極的に攻勢で成果を上げてきた。これに対し

てブラックハット側は、ホワイトハットが開発したセキュリティ技術である、暗号化やデジタル

証明書といった技術を逆手に取って、自らのインフラの防御を強化している。 

四つめは、「作戦の高度化・狡猾化」である。これまで稚拙な攻撃を大量に行うことで攻撃成

功率を確保してきたブラックハットだが、ユーザー意識の向上もあって成功率が下がってきた。

そのため、ソーシャルエンジニアリングとして、一般の CMマーケティングなどでも使われている

社会心理学に基づいた手法を応用することで、ユーザーを巧みにその気にさせ、自らのサイトに

誘導したり、添付ファイルを開かせてしまう。 

脅威に対抗するために注目すべきはインテリジェンス 

 

われわれはこと
．．

悪意に対しては愚かであるべきではないだろう。しかし、そのことを失念して

いる人は世の中に少なくないらしい。私の住んでいる市の犯罪被害発生状況を見ると、侵入盗に

しても車両盗難にしても、施錠をせずに被害に遭っている人が実に多い。IPA（独立行政法人 情

報処理推進機構）が毎月報告している「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況」を見

ていても、同様の思いを抱かざるを得ない。 



15 

 

空き巣の被害に遭わないための工夫としてよく言われているのが、「この家に侵入しようとし

ても、時間がかかるし、目撃されやすいぞ」というメッセージを空き巣狙いにアピールすること

だ。実は情報セキュリティにおいても同じことがいえる。コンピューターネットワークには、内

部と外部を隔てる部分にポートと呼ばれる通用口があって、どの通用口を使うかは通信やアプリ

ケーションの種類によって異なっている。インターネットの世界では、こうした通用口の利用手

順も標準化されているので、お互いがつながる手間やコストを押さえられるわけだが、その一方

でどんな通用口が用意されているかは当たりがついてしまう。この通用口を管理する代表的な仕

組みであるファイアウォールの設定は、明確な「侵入しようとする者へのメッセージ」となる。

使わない通用口はきちんと施錠する。不審人物がいれば、声をかけられるよう守衛や防犯カメラ

を配置する。こうした取り組みをきちんとしていれば、たいていの空き巣狙いはよそに行くだろ

う。同じことである。 

企業などでは、どうしてもそこに侵入したいと彼らが考えるほどのものを守らなければならな

い場合もあるだろう。その場合、会社の通用門に守衛がいるなら、社員になりすまして内部に侵

入しようとするだろう。そういう場合、従業員の PCやスマートフォンのセキュリティの脆弱性が

狙われる恐れがある。それゆえに、個人の意識、取り組みは重要だ。それにもかかわらず、こう

したことに目を背けている従業員はまだ多く、目を背けている従業員が多いことから目を背けて

いる企業も、また多い。 

 

インテリジェンスに基づくスマートな利用を心がけよう 

少し細かいが、インターネット利用にあたっての問題外と言うべき姿勢とより賢明な姿勢をま

とめてみた。 

論外な姿勢 より賢明な姿勢

基本編
× 他人と同じアカウント を共有する
× いつまでも古いバージョ ンを使う
× 怪しげなサイト にアクセスする

○ 他人のUSBメ モリは、 ウイルスチェ ッ クして接続する
○ 口座番号やクレジッ ト カード 情報を入力するときは、

見た目以外にもド メ インSSL通信について確認する
○ ブラウザ終了時に、 クッ キーや接続履歴を削除する

スマート
フォン編

× 非公式マーケッ ト のアプリケーショ
ンや海賊版のソフト を使う

○ 画面ロッ ク時にはパスワード を要求する
○ セキュリティ ソフト をインスト ールする
○ アプリをインスト ールする前に他のユーザの評価に目

を通す

無線LAN編
× 暗号化されていない無料無線LANを

使う
○ 自宅やオフィ スのアクセスポイント を最新の暗号方式

に対応した機種に交換する

メ ール編

× 件名や送信者を見ただけで、 反射的
にメ ールを開く

× セキュリティ ソフト が、 すべてのウ
イルスを除去してく れると信じる

○ 送信者の名前が偽装できることを忘れない
○ 知り合いからおかしなメ ールが届いた時は、 本人に確

認してみる
○ 添付ファイルを開く ときには、 ウイルスに感染してい

るかも知れないと意識する

セキュリティ
対策編

× 聞いたことのない無料の製品を使う
× 教育・ 啓蒙こそすべてと考える
× 教育・ 啓蒙は役に立たないと考える
× 絶対に侵入できない方法を追求する
× 十分な知識を持たない人に依存する
× 専門家の忠告を無視する

○ 常に最新の状態に更新する
○ 侵入を許した場合を想定して準備する
○ セキュリティ に関する新しい情報の入手に努める
○ 守るべきものの価値に見合った合理的な保護策を模索

し続ける

 

一つ一つ詳細に説明する紙面は残っていないが、いくつか重要と思われるものをピックアップ

する。 
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× タダより高いものはない 

聞いたことのないセキュリティソフトや暗号化されていない無料公衆無線 LANは使

わない。 

スマートフォンユーザは、は非公式マーケットのアプリや明らか海賊版のソフトは使

わない。 

× いい加減にこのレベルは卒業しよう 

他人と同じアカウントを共有したり、パスワードを教えたりしない。 

ソフトウェア更新は自動に。いつまでも古いバージョンを使い続けるのは、かえって

高く付く。 

怪しげなサイトやメールはアクセスしない。セキュリティソフトがすべてのウイルス

を除去してくれるとは限らない。 

× 現実的に考える 

絶対に侵入できない方法を追求するのは無理。防災と同時に「減災」を考える。 

教育ですべて解決できると考えるのも、教育は役に立たないと考えるのも愚かである。 

× 十分なセキュリティの専門知識を持たない人に依存する経営者も、深い洞察を持った

セキュリティ専門家の忠告を無視する経営者も愚かと言わざるを得ない。 

インターネットのセキュリティリスクは、自分自身はもちろん、家族や会社、友人を危険にさ

らす恐れもある。関心を持って情報に耳を傾け、スマートに行動することを心がけたいものであ

る。 
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 はじめに 

 元陸上自衛隊の初代のシステム防護隊長を務め、現在、民間のコンピューターセキュリティ会

社、ラックに勤務しております、伊東です。 

 本日は、四つの話をさせていただきます。 

１つ目は、日本のサイバー戦の現状です。 

２つ目は、サイバー戦とはどんなものか、どんな攻撃要領があるか。サイバー技術と戦争のか

かわりに関する部分をご説明します。 

 ３つ目は、諸外国の動向です。 

４つ目に、わが日本は、今どうなっていて、どういう問題を抱えているのかについてお話しま

す。 

 

１ サイバー戦の現状 

  皆さん、ご案内の通り、現代社会は大きくサイバー技術に依存するようになりました。この

サイバー技術のお陰で、社会はどんどん便利になったわけですが、その一方でたくさんの問題

が発生しております。 

 

⑴ 新聞報道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、昨年の９月、読売新聞に「三菱重工サーバーに侵入」と報道され、我が国において、

大きな関心を集めた事件です。この事件につきましては、皆さんよくご存知と思うので、詳し

い説明は省略しますが、この事件で使われた攻撃要領というのが、今、一番旬であると言われ

ている「標的型メール攻撃」でした。この攻撃は重要なので少しご説明したいと思います。 

この攻撃は、要するに、これまでの一般的な攻撃のようにウイルスをまいて、不用心な誰か

が感染すればいい、それを待つ、というのではなく、狙いすました相手だけを狙って攻撃して

くるのが特徴です。そして、問題なのは、この攻撃に使われるマルウエアは普通一般に市販さ

れているアンチウイルスソフトでは検知できないような特製のものということです。 

  悪い人が金儲けのためにマルウエアを作る場合、同じ労力をかけるなら、より沢山お金を稼

いだ方が良いわけです。例えば、100万円かけて作ったマルウエアを世界中にバラまくと、それ

はすぐにアンチウィルスベンダーが世界中に張り巡らしたセンサーに見つかってしまい、対策

サイバー攻撃の現状と我が国の対応上の課題 

  

【平成２４年度 情報セキュリティに関する講演会】(2012.6.11) 

株式会社 ラック ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ研究所長 

伊東 寛 
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をとられて、すぐに使えなくなってしまうのです。そこで、そうやって世界にバラまくより、

そのマルウエアを、狙いすました企業、会社、あるいは政府機関、一つだけを狙って使います。

そうするとアンチウイルスベンダーのセンサーに見つかる可能性は極めて低くなります。 

 また、攻撃者は、狙った相手が持っていると思われる一般的なアンチウイルスソフト、例え

ばノートン、ウイルスバスター、カスペルスキーなどは、町で売っているので彼もそれらは全

部手に入るわけですから、自分の作ったマルウエアがそれに引っかかるかどうかを事前にチェ

ックする事ができます。こうしてアンチウイルスにひっかからない特製のソフトが被害者のと

ころに来るという訳です。 

 ですから、この狙いすました攻撃、標的型攻撃に対して、狙われた企業は普通の方法ではほ

とんど守りきれないわけです。 

 今回の三菱重工への攻撃も同じようなタイプだと考えられます。すなわち、適当にまいたウ

イルスに感染したのではなく、おそらく、攻撃者は非常に重要な防衛上の情報を持っていると

見越して、三菱重工を狙い、それを特製のソフトを持って攻撃してきたのです。 

 

⑵ ＡＰＴ攻撃について 

  この攻撃手法は、今、アメリカでＡＰＴと呼ばれている攻撃手法です。Advanced Persistent 

Threatという言葉を聞いたことがあると思います。この言葉には特別な意味があると考えるべ

きでしょう。単なる標的型攻撃、単なる狙いすました攻撃であれば、アメリカ軍の一部があえ

てＡＰＴとネーミングする必要はないのです。 

  つまり、犯人が普通の犯罪者で、お金儲けしようと思っているのならば、できるだけ儲かり

そうな所、防御が弱い所を狙うはずです。ところが、ＡＰＴは、そうではなく、ロッキード・

マーティンとか、比較的セキュリティガードが固いところを、それも執拗に攻撃して来るので

す。もし単なる犯罪者だったら、ロッキード・マーティンのセキュリティが手強かったら、早々

に諦めて、ほかのもっと防御が弱そうなところを攻撃するはずです。そうせずに、いつまでも

しつこく攻撃してくるからPersistentなのです。 

  そして、攻撃方法が単なる技術だけではなく人間に関する情報収集や、その他にもありとあ

らゆる方法を使って情報を取った上で攻めてくるからAdvancedなのです。そのように理解され

ています。 

  ところで、このＡＰＴですが、犯人は誰かというと、まあわからないのですが、一般には動

機や痕跡から見て、中国であろうと言われております。ですから、ＡＰＴという言葉のAdvanced 

Persistent Threatというのは外向けのオフィシャルな名称で、米軍の中での呼び名は、Awful 

People’s Liberations Army of Chinese Threatではなかったのではないかと想像しています。

要するに、「中国人民解放軍による脅威」というのが本来の意味だったのではないかと。だと

すれば、おもしろいですよね。 

 

⑶ ウイルスの名称 

  この三菱重工の件もそうですが、たくさんのＰＣが 

感染し、いろいろ調査されました。 

ここに出ているこれは、一般報道にあったマルウエ 

アの名称です。これらのマルウエアがどういうものか 

を、ご参考までに説明します。 

① TSPY 

  一番上は、TSPYと書いてあります。これは何かと 

いうと、スパイの略です。要するに、このマルウエア 
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は感染するとスパイ行為を働くようなものというわけです。 

② TROJ 

次が、TROJ。これはトロージャンホースです。日本語ではトロイの木馬。皆さんならご存

じだと思いますが、ギリシャ神話の故事で、トロイの木馬というのがありました。10年間、ギ

リシャ軍はトロイの町を攻めたが落ちなかった。そこで、ギリシャはどうしたかというと、も

う戦争は終わりにしようと帰ったふりをします。その時、トロイの町の外側に木馬を残して置

きました。トロイの人々は、戦争に勝ったと思って、自分から門を開いて、その木馬を町の中

に入れました。そして、夜になり戦勝の大宴会でトロイの人々が酔って動けなくなった頃に、

この木馬の中からギリシャ兵士が出てきて、内側から町を攻撃した。こうして10年間守り続け

たトロイの町が陥落したという故事です。 

トロイの木馬、トロージャンは、これは何かいいものだと被害者に思わせて相手に自ら入ら

せるタイプのマルウエアのことです。もっとも、これは間違って使われている事も多いです。

トロイの木馬をリモートアクセスツール（遠隔操作できるマルウエア）と混同している人がい

るようですが、この説明のように厳密には違うものです。 

③ BKDR 

 その次が、BKDR。これは、バックドアです。どのようなオペレーティングシステム、パソ

コンにしても、普通はＩＤとパスワードを正しく入力して、初めて使えるようになります。つ

まり正規ユーザーは正面玄関の鍵を持っていて、鍵を開けてドアから入るわけです。 

 でも、このマルウエアに感染すると裏口が作られてしまいます。持ち主がいくら正しい方法

で正面玄関に鍵をかけていても、バックドア、裏口から悪者が入ることができ、何でも中のも

のが見られてしまう。つまり、自由自在に悪い人がそのパソコンやシステムに触れるようにな

ります。 

④ バージョンについて 

 それぞれのウイルス名称の後ろにAとか、EEDあるいはBとかあります。これは亜種、言いか

えればバージョンを示しています。例えば、TSPYの末尾がAです。これはこのマルウエアの最

初のバージョンである事を示します。他のウイルス末尾のBは２代目ということを意味します。

つまり、HUPIG.Aがまずあり、これが品種改良されてBになったのです。 

 では、末尾にZUYと文字が３つあるもの。これは、バージョン番号が、Aから始まって、Zま

で行き、次にAAから始まってZZまでいく。それでも番号が足りないとこのようになります。つ

まり、この３文字のマルウエアには、ものすごく多種多様の亜種、品種改良されたものがある

ということになります。 

 なぜ、こんなにたくさんの亜種があるかということですが、これは今のアンチウイルスソフ

トのウイルスの見つけ方にかかっています。あるマルウエアがアンチウイルスベンダーのセン

サーで検知されると、ベンダーの研究所等でその特徴が抽出され、その情報はベンダーから各

ユーザーのパソコンに配信されます。そして、皆さんのパソコンでは、この情報を利用して入

ってくるいろいろなデータの中からそのマルウェアの特徴を検知すると、これをブロックする

ようになっているわけです。 

 しかし、その検知される特徴をほんの少し変えてやると、本質は同じものであっても検知さ

れなくなるわけです。だから、悪い人たちは、あるマルウエアが見つかってしまったら、新た

にまったく違うものを作るのは労力が大変なので、とりあえず既成のマルウェアの一部だけを

ちょっと変えるわけです。そうすると、同じものとしてはアンチウイルスソフトには認識され

ず探知されないわけです。やがてまた発見されて特徴を押さえられ、アンチウイルスソフトに

見つかるようになるわけですが、そうしたら、またちょっと変える。このような理由で、もの

によっては亜種がたくさんあるということになります。 
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⑷ 報道は氷山の一角 

  標的型メール攻撃があった企業として三菱重工のほかにも、石川島播磨とか、川崎重工業、

三菱電機、ＮＥＣなど防衛産業メーカーの名前が何社も報道されました。しかし、これらは氷

山の一角ととらえなければいけません。 

 最初に、この「三菱重工サーバーに侵入」という読売新聞の記事が出たときに、ある新聞記

者の方が、私にインタビューしに来て、「なぜ今年の９月にこんなことが起こったのでしょう

ね？」と質問されましたが、それは質問が間違っているわけです。「なぜ今年起こったか？」

ではなく、正しい質問であるとすれば、「なぜ今年に限って、こうやって大きく報道されたの

ですか？」ということなんです。本当は、もうずっと前から、日本の企業は攻撃を受けていま

した。 

 似たような事件を世界で見れば、2000年ごろから始まっています。2003年ぐらいには、タイ

タン・レインというのですが、ロッキード・マーティンなどアメリカの軍事産業が攻撃を受け

て、ごっそりとデータを盗まれたという事件が起こっています。 

 つまり、防衛産業が狙われ、攻撃されているということは、2000年の頭からニュースに出て

いたのです。なのに、日本ではほとんど報道されていなかったのが実態なのです。 

 今回、この三菱重工さんにはたいへん気の毒ですが、この報道をされたということは、ある

意味、他山の石として、皆さんが非常に関心を持ってくださって、これからいい方向に行くき

っかけになったという意味で、非常に大事な事件だったと思っています。 

 

⑸ 東京急行による情報収集 

  東京急行というのは、ソビエト連邦が元気だった時代に、あちらから爆撃機が飛んできて東

京の横をかすめて帰っていく。定期的に来るので、一部でそれを東京急行と呼んでいたもので

す。 

 何をしていたかというと、この図に書い 

てあるとおりですが、飛行機を飛ばすと、 

いろいろなことが分かります。ソビエトの 

飛行機が来れば、航空自衛隊は必ずスク 

ランブルをかけて飛び上がるわけです。 

もちろん、航空自衛隊のレーダーサイトで 

は飛行機にレーダー波を照射します。 

 それで分かることは、例えば、訓練練度 

が分かったり、来る場所を微妙に変えれば、 

日本が本当にピリピリする防空域はどこま 

でなのか分かったりします。何年間も継続し 

て調べていれば、レーダー器材の更新周期が 

分かってきます。 

 しかし、東京急行で一番大事だったのは、 

レーダーの諸元をとることだったと思われま 

す。電波の周波数や変調方式等です。それを 

何に使うかというと、戦争になったときに、 

自衛隊のレーダーに妨害をかけるための大切な資料になるのです。 

 ソビエトによる東京急行。これは、おそらくソビエトがやっていたたくさんの情報収集活動

のうちの一つにすぎません。たまたま目立っていたので知ることが出来ただけです。おそらく、
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見えない所で、ほかにもいろいろな方法で、彼らは日本の情報を収集していました。 

 それは当たり前なのです。どこの国の軍隊でも、有事に備えて、その日のために準備をし、

訓練をするものですから。ですから、ソビエト軍がおかしいのではなく、世界中のまともな軍

隊だったら、当然行っていること、つまり、平和なときに、将来、戦うかもしれない国の弱点

をいつも調べておくという当たり前のことの一部を、この東京急行として、われわれは知って

いたわけです。 

 

⑹ 原因不明のシステム事故の増加 

  日本において最近、原因不明のシステム事故が多発しています。どこかの銀行のシステムが

不具合を起こした。携帯電話が通信障害を起こした。銀行のシステムがダウンして取引ができ

なくなってしまった。あるいは、空港でトラブルが発生し飛行機の発着が遅れたことなどです。 

私たちセキュリティ業界にいる者の間では、こういう事に対して何か変だよねという話が出

るわけです。それは何かというと、このような人の命を預かるような大規模なシステムがそう

簡単に落ちるのかなあ？という事です。報道される原因は、だいたいハードディスクが故障し

ましたとか、人為的なミスでした等と書かれています。でも、人の命を預かっているシステム

全体が突然ダウンすることは、普通そう簡単には起こりません。たいてい二重化しているもの

だからです。 

また、某鉄道会社では、システムエラーに起因する長時間のダイヤ乱れがありました。この

原因をどのように説明するのかと期待して待っていたら、１週間後に１００点満点の答えが発

表されました。完璧です。私もそのレポートを一生懸命読んだのですが、１点の非の打ち所も

ないのです。それが、かえっておかしくはないか？と思う訳です。６時間にわたって鉄道ダイ

ヤが乱れてしまっていても、「結論、誰も悪くない」というレポート。これは、きっと東大の

工学部を出たエンジニアが３、４人、より集まり、１週間かけて、誰も責任を取らされず処罰

されないようなレポートを考えたら、結果として１００点の報告ができてしまった。そんな感

じがします。そんなはずはありません。普通は、何かに問題があるから事故が起こっているわ

けです。 

 

⑺ 日本の現状はサイバー戦時下 

  私が言いたかったのは、日本のサイバー攻撃の現状を見ると、日常的に日本に対するサイバ

ー攻撃が行われているということです。それから、以前のようにサイバー攻撃が目に見えるも

のではなくなってきているということです。 

 そして、われわれ日本の大事な知的財産、企業の技術等を盗むものが多発しています。さら

に、国防上の弱点を探るための攻撃も行われている可能性があります。このようなことが日本

ではたくさん起こっていますが、報道ベースを見ると、まだまだ気づいていないという感じが

しています。 

 私の考えをひと言で言えば、今は、もう日本は見えない戦争の戦時下にある。それに、皆さ

んは気がついていないだけなのではないかということです。 

 戦争状態だというとオーバーだと思われるかもしれませんが、私はそう思っています。 

 これは私の歴史観なのですが、昔、アルビン・トフラーという人がいて、『第三の波』とい

う本を書きました。人類の歴史を大きく動かした波は三つある。農業の革命があり、工業の革

命があり、情報の革命があるとしています。 

私もトフラー氏に感化されて、戦争というものも、たぶん３つの波、あるいは３つの力が関 

わっているのではないかと思うようになったわけです。 

① １つ目の波、あるいは一つ目の力は暴力です。げん骨で相手を殴る。つまり、目に見え
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る軍事力で戦争が戦われる。目に見える暴力である軍事の戦いの戦争は、第２次世界大戦

で、だいたい一つ、区切りがつきました。 

② ２つ目の波は、経済上の戦争です。これは、私たちの歴史では冷戦時代と呼んでいます

が、共産主義という経済体制と資本主義という経済体制が、見えない戦争をしていたので

はないかというのが、私の考えです。 

 そして、私たち日本は勝ち組にいたわけです。今では、共産主義国家は、ほとんど没落

する方向にあるわけです。 

 偶然、資本主義が勝って、偶然、共産主義の国が滅びたのだったら、私の言っているこ

とは大ぼらだということになるわけですが、歴史や軍事史を見ていると、アメリカがソビ

エト連邦の経済を疲弊させるために意図的にやっているのではないかと思える事件がたく

さんありました。というわけで、冷戦時代に経済の見えない戦争が行われて、われわれは

勝ったというふうに思うわけです。 

③ ３つ目の波として、２１世紀は情報という戦場で、もう既に戦争が始まっている。そし

て、わが日本は、そのことに気がついていないのではないかというのが、私の心配なのです。 

 

２ サイバー戦の手段と現状 

⑴ サイバー戦の定義（米国） 

  次は、サイバー戦についてです。 

サイバー戦とは何かというと、それはあまり明確になっていません。 

そもそもCyber Warfareなのか、Cyber Warなのか、そのほかにもサイバーテロとかサイバー

クライムとか、たくさんのものがあり、その分類や分析は、現在、まだはっきりしていないの

が現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一例として、アメリカ定義を示します。Cyber Warfareになっていますが、攻撃・防衛・支

援活動からなっています。そして、その中に、またたくさんの項目が入っています。 

 アメリカ軍の定義では、ネットワークの運用は、サイバー戦における防衛に入っています。

面白いのは、サイバー攻撃の中のいちばん上は、コンピューターネットワーク攻撃。 

その次がOffensive Counter-Cyber、その次がOffensive Countermeasures。 

これは、私も目からうろこが落ちたのですが、私がこのあと説明する自分の分類では、例え

ばOffensive Countermeasuresは、要するに、相手のサイバー攻撃の中の情報を収集するもの
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に対して止めようという、それも、積極的に止めてしまうものを分類しているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらのもっと詳しい説明については、米国の統合の本に載っていますので、関心があれば、

もっと詳しい説明を読むことができます。 

⑵ サイバー戦の定義（一案） 

 次が、私の一案ですが、サイバー戦の定義を私なりに考えてみました。 

二つ、狭い定義と広い定義を考えています。 

 ア 狭い定義 

戦闘の際、昔は、戦車だ、大砲 

だ、飛行機だといったのですが、 

やがて科学技術が発達してくると、 

毒ガスを用いるようになりました。 

それを化学戦と呼びます。 

それから、相手の通信を傍受し、 

妨害する電子戦というのもありま 

す。そのような、特別な戦闘要 

領／戦闘方式があるわけですが、 

もしかすると、同じように、コン 

ピューターネットワーク技術を使 

って、そのような特殊な戦闘が起 

こるかもしれない。それを、狭い 

定義でのサイバー戦と呼びます。 

つまり、電子戦や化学戦の横並び 

で、サイバー戦という箱を作るわ 

けです。 

 イ 広い定義 

この分野を研究していますと、 

サイバーに関わる戦いは、そう 

いう単純なものだけでもないことに気がつきます。つまり、必ずしも明示的な武力がなくて

も、サイバー攻撃だけで戦争目的を達成することができるかもしれないからです。 
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 もしそうだとすれば、戦闘行為を伴わない、広い意味のサイバー戦を定義できるはずです。

とすると、これは「新しい戦争」の可能性があります。 

 ２０世紀に核兵器というものが生まれた時、それは戦い方を変えるかもしれないと言われ、

実際に核戦時下における部隊運用の研究が行われました。例えば、核兵器が生まれる前の軍

隊は、攻撃の前に集結をして一カ所に固まります。固まったほうがその後の指揮もとりやす

くまた強いからです。そして、防御も、ここ一番というところでは固まって、この攻防の軍

隊の固まりどおしが主戦場でぶつかりました。 

 でも、核兵器の使用を前提とすると一カ所に集結すること、固まることは危険です。固ま

った部隊は核攻撃のいい目標になってしまうためです。だから、核を持った戦場における軍

隊の戦い方は、常に分散をしていて、必要なときにだけ集結／集中して、またすぐに離れる

という、つまり常に機動していないと生き残れないというように変わってきました。これは

戦術上の変化でした。 

 もっと大きな観点からも変化が生まれました。核兵器を持っているということは、戦争を

抑止するとも言われたのです。つまり、通常兵器を持った国同士がにらみ合っているときに、

普通だったら戦争になってしまうような状況になっていても、相手の国が核兵器を持ってい

ると、たぶん、通常兵器で戦っても敵国にとどめを刺すことは不可能なわけです。最後は必

ず核で反撃してくるだろうと予想されるからです。ということは、通常戦争をしないで、ほ

かの外交方法で解決せざるを得ないというようなストーリーが成立していたと思われます。 

 このように核兵器が生まれたことによって、単に核兵器の応酬に関する理論もMADとか、

いろいろな核戦略理論がありましたが、通常戦争にもいろいろな意味で影響を与えていたの

です。 

 では、このサイバーはどうなのだろうか。ここでは省略しますが、コンピューター技術、

ネットワーク技術があったときに、軍隊がにらみ合うと、核兵器の場合と逆になり、たぶん、

抑止するのではなく、戦争を起こしやすい方向に転ぶ気がします。 

 

⑶ サイバー戦の区分 

 ア 戦略的なサイバー戦 

今度は、違う意味で区分をしてみました。１つ目は、戦略的なサイバー戦です。これは、

前の戦争、太平洋戦争で、我が国が戦略爆撃を受けたのでご理解しやすいと思いますが、戦

争に際し、直接相手の軍隊をたたくのではなく、その後方にあるいろいろな産業基盤を破壊

してしまうことで戦争を終わらせてしまおうという考え方です。 

同じように、ある国がこの戦略的なサイバー攻撃を行うと考えることができるかもしれま

せん。つまり、敵の軍隊とは直接戦わず、それを飛び越えてネットワーク越しに、相手国の

電力や交通・物流や管制とか、いろいろな社会インフラを攻撃してそのシステムを落として

しまえば、おのずと戦争に勝てるのではないかと、そういう理論が発生する可能性もありま

す。 

 イ 戦術的なサイバー戦 

 もう一つは、戦術的なサイバー戦です。現代では、どんな国でもその軍隊の指揮統制等を 

コンピューターネットワークに依存するようになっていますから、そこを潰してしまえば極 

めて有利に戦争が行えるわけです。 

 そして、このように敵のネットワークを潰すことが双方の狙い目になったときに、それを

守る必要も生じます。 

あたかも航空機の発明が空を新しい戦場としたように、これが、たぶん、第５の戦場とい 

うサイバー空間における戦いというものになるのだと思います。 
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⑷ サイバー戦の機能区分 

  次に、サイバー戦の機能 

区分です。私は簡単にその 

機能は３つあると考えてい 

ます。情報収集と攻撃と防 

御です。 

 情報収集はさらに２つに 

区分されます。つまり、相 

手のことを知るために行う 

サイバー情報収集活動と、 

サイバー攻撃をするために 

必要な技術データをとるた 

めのサイバー情報収集活動 

です。 

 サイバー攻撃については、 

物理的な戦闘をわれに有利 

にするために行うものです。 

その究極の目的は、こちらの思ったとおりのことを敵のシステムに実行させることです。 

防御は、敵の攻撃や情報集活動等から自分を守る活動全般が、サイバー戦における防御にな

ります。 

以下、これらの機能のそれぞれについてもう少し詳しく説明します。 

ア 諜報活動としての情報の収集 

  情報の収集は、この図の通り 

です。 

   現代の新しい戦闘システムで 

は、センサートゥシュートと言 

って、センサーで見つけた情報 

をそのまま火器に送り込んで、 

そのまま射撃するようなものも 

できています。ですから、皆さ 

んが使っているメールやデータ 

伝送の流れを途中で盗れば、相 

手が何を見ているのか、何を攻 

撃しようとしているのかが分か 

るわけです。そういうものを、 

全部とってしまう。このために、 

以下にのべるような技術などを 

使います。 

① 電波傍受 

  傍受の方法は、物理的な昔ながらの電波傍受で、レガシーな電子戦の一部になっています。 

② タッピング 

もしネットワークの一部に有線が使われていれば、有線にタッピングをします。有線は、

もしそれが金属製の電線ならば、その周りに必ず漏れ磁界ができているので、外側にセンサ
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ーを付ければ線を切らなくても中に流れているデータを見ることができます。そういう技術

があります。 

 ついでに言いますと、光ファイバーなら大丈夫と思っている方もいるようですが、それは

間違っています。光ファイバーでも、タッピングして中のデータを見ることはできます。よ

く知らない人は、光ファイバーは光が中を全反射しているので通信の光は外に漏れていない

から大丈夫と言いますが、そうではありません。ファイバーを剥いて曲げればいいのです。

線が真直ぐだから全反射して外に漏れないでいるので、それをぐいっと曲げてしまうと、光

が漏れてしまうのです。それでデータをとれば、光ファイバーからの盗聴も簡単にできます。 

③ スニッファー 

  ソフトウエアとしてハッカーがよく使うソフトに、スニッファーと呼ばれているものがあ

ります。ネットワークを流れているデジタルな信号を引っ張ってきて人間に読みやすい格好

にしてくれるソフトです。それのもっと高度なものを軍隊は使うのではないかと思います。 

④ ＡＲＰスプーフィング 

ＡＲＰスプーフィングとは、IPアドレスとMACアドレスを結び付けるために使うプロトコ

ルである「ARP」（address resolution protocol）というしくみを悪用した攻撃のことです。 

イ サイバーインテリジェンス 

ネットワークをうまく自分にとって都合がいいように利用して情報をとるような手法がた

くさんあります。こういうものは、情報として作戦に直接寄与するものになります。 

① サイバースパイネットワーク 

  これで思い出すのが、GhostNetというサイバースパイネットワーク事件です。非常に面

白い事件だったので、お話ししたいと思います。これはダライ・ラマの事務所で起こった

ことです。 

 ダライ・ラマは、チベットの歴史的／宗教的指導者です。１９５０年代に中国人民解放

軍が、解放と称してチベットに攻め込み占領しました。今、チベットは、中国の領土にな

っています。でも、そこにいたダライ・ラマ以下は、外に逃げて、インドに亡命政府を持

っています。 

  という訳で、彼は当然、中国政府から見れば当然苦々しい存在なわけですが、そのダラ

イ・ラマの事務所で、どうもおかしいことがおこっているということになったのです。会

議の内容が外部に漏れているのです。裏切り者がいるのか？あるいは盗聴器が仕掛けられ

ているのか？そして、よくよく調べて分かったのが、サイバースパイでした。この場合は

先ほど出てきたスパイウエアの類でした。 

 何が起こっていたかというと、事務所にあったパソコンのマイクロフォンが勝手にオン

になっていたのです。最近の新しいパソコンやノートパソコンにはカメラやマイクが付い

ています。ネットワーク越しに、そのまま電話機の代わりにパソコン同士で会話をしたり、

あるいはテレビ電話のようなこともできます。そういう機能をパソコンは持っているので

す。あまり一般的には使われていないようですが。 

 さて、その機能、つまり、マイクロフォン機能があるので、ある種のマルウエアに感染

すると、持ち主にまったく分からないところで、そのマイクロフォンのスイッチがオンに

なり、周りで話している会話の内容をネット越しにあるところに送ってしまうわけです。 

 このときには、研究者がすごく調べて、その情報の送り先をどんどんたどっていくと中

国にたどり着いたと言います。また、このマルウエアの被害者は、ダライ・ラマだけでは

なく、アジアの政府外交機関103カ国ぐらい、非常に大勢のものに感染していることがわか

りました。これはもう犯人が個人ではないというのは明らかです。一般のハッカーが103

カ国語を理解できるはずもないですから。この事件は、某国による組織的な情報収集活動
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だと考えられます。それは中国であろうというのはみんなが考えましたが、もちろん、中

国政府はそんなことを認めるはずもなく、否定しております。 

ウ 攻撃実行のための情報収集 

情報収集の２つ目。それは、情報 

そのものをとることではなく、サイ 

バー攻撃を実行に移すために必要な 

情報収集活動で、これは結構重要で 

す。 

 あとでサイバー兵器の話をしよう 

と思っていますが、攻撃をするため 

には相手のこと知らなければいけな 

いというのは、古来、軍事では当た 

り前のことです。 

① 昔の帝国陸軍 

 昔は、相手の状況が多少分から 

なくても、あまり迷わずお互いに 

戦った場合が結構ありました。む 

しろ状況が分からなかったら、と 

りあえず攻撃してみる。すると相 

手を受動に追い込める。相手を受 

動に追い込むことによって、主導 

権を握れば、少ない兵力でも勝ち 

目は見出せる。昔の帝国陸軍が大好きだった？やり方ですね。彼らは情報や兵站は軽視し、

とにかく攻撃精神で敵に向かって突っ込んで行った。うまくいった場合もたくさんありま

したが、最後は失敗しました。最後の相手は情報と兵站を極めて重視する米軍でしたから。

これは無念に死んで行った日本軍兵士のことを思うと残念なことです。 

② サイバー戦に必要な情報 

この情報軽視の攻撃精神だけでは通用しないのがサイバーの世界です。まず相手を知ら

ないと何もできません。なぜならば、サイバー攻撃をして相手を潰すということは、相手

のシステム、あるいはソフトウエアが持っている弱点を利用しなければいけないからです。

その弱点を知るためには、やはり事前の情報収集が必要です。どういうことが必要かとい

うと、ここに書いてあるのが一例ですが、どんなＯＳを使っているかとか、ソフトは何で

あるかとか、いろいろなことが必要になります。 

 現在使っている、例えばWindowsもそうですが、あまりにも膨大なプログラムになって

しまったために、100％瑕疵がないということはあり得ない。何かしら、絶対に問題点があ

ります。普通、それは逐次、Windowsパッチとかでふさがれていきますが。でも、人間の

悲しい性で、システムというものは、いつでもどこでも常に最新になっているわけではな

いのです。今、ちゃんと動いているからいいやといって、Windows98で作ったシステムが

使われているのを、ごく最近にも私は見たことがあります。 

③ 脆弱性のデータベース 

 相手のＯＳの種類とバージョンが分かれば、こういうものを投げ込むとそれは落ちると

いうことは、もう分かっているのです。すでに世の中には膨大な脆弱性データベースがあ

り、それを使って効率的に攻撃することができます。 

  ④ 弱点の捜索 
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 そのほか、実際に戦闘行動の一環として、相手のシステムを落とそうと思ったら、シス

テム上のどこを狙うのが一番効果的かを調べるのも重要なことですね。 

 どこを切り離したり、落としたりすればシステム全体に与える影響が一番大きいかを調

べる。あるいは物理的にはその弱点はどこにあるのだとか、いろいろなことを調べること

になります。 

⑤ 敵の使用機材の奪取 

最後に、情報収集活動は必ずしもネットワークだけソフト的なものに対してだけ行われ

るわけではないことを忘れないで欲しいのです。 

 えてしてシステムの関係者はシステムのソフト的な安全性にしか目がいかないようです

が、それだけでは危険です。もう一個外側も見なければいけない。 

 前の戦争でも暗号をお互いに使いました。そして、敵の暗号を解くためにお互いに数学

者を動員したりしたわけですが、軍隊は何をしたかというと、相手の暗号機を奪いにいく

わけです。現物を手に入れて調べるのが一番簡単というか、お手軽なので、そういうこと

をやったわけです。 

 ハリウッド製の映画で「Uボート571」という戦争映画がありました。ドイツの持ってい

た世界最高の暗号機、エグニマの暗号を解くために現物を手に入れたい。そこで、ドイツ

のUボートをだ捕して、その暗号機を奪おうとしたという映画です。 

 映画はとても面白いです。アメリカ軍の潜水艦乗りがUボート乗り込んだところで、連

絡の悪いアメリカの駆逐艦が近づいてきて、もちろんそのUボートにアメリカ兵が載って

いるとは知りませんから、攻撃をします。仕方なくUボートを拿捕したアメリカ兵は急速

潜航でアメリカの駆逐艦から逃げるはめになる。ドイツのUボートを操船したいが、なに

しろ計器の文字が全部ドイツ語なので操縦が難しく大変な目に遭う。というスリリングな

ドラマになっています。 

 そこはまあ、本質ではなく、要は、そういうことをやるのが軍隊は当たり前だというこ

とです。 

 今の情報収集のまとめですが、平時から、継続的に、われわれに対してもこのような活

動が行われていると考えるのが当然だと思います。 

 

⑸ 攻撃 

 

 サイバー攻撃では、何を目的にするか 

何を目標にするのかによって攻撃の方法 

がいろいろ変わります。一般的には相手 

のシステムを落とすことや誤動作させる 

ことを企みます。もっと高度になれば、 

単純に落としたら相手はそれにすぐ対応 

して別の手段をとるから、ちゃんと動い 

ているように見えるが実はこっちの手の 

平で踊るようにしてしまうというのも考 

えられます。 

ア シミュレーションと敵アプリの入れ替え 

昔、作戦計画を作るにあたっては、 

まず紙の上で検討をします。  
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地図を広げて、お互いの部隊を表す赤いコマと青いコマを並べて、攻撃と防御がどういう

格好になるか等、検討します。でも、紙の上で考えることですから、高々、敵がＡ地点にい

る場合、Ｂ地点にいる場合、こっちに進出して来た場合ぐらいまで。こっちは、青軍はまっ

すぐ行くか、右側に行くか、左側に行くか。それぐらいしか検討する時間がないわけです。 

でも、コンピューターを使えば、このような検討は１００通りぐらい短時間でシミュレー 

ションをかけられるわけです。未来は、たぶんそうなります。お互いの戦力を入れてコンピ

ューターでシミュレーションをかけてみて、最も合理的な戦い方をコンピューターに助言さ

せて、そのリコメンドされた中から最も良いと思うものを指揮官が選ぶというような、今、

もう時代はそうなりつつあるわけです。 

そこで、サイバー攻撃の要領のひとつとして、このような敵の作戦計画作成補助プログラ 

ムを書き換えて、一番肝心なときに間違った判断をさせるというような攻撃もあるかもしれ

ません。 

イ 攻撃要領 

攻撃の要領には、自動化されたものと人間がやるものと、大きく二つあります。自動化さ

れたものにはウイルスやワームがあります。人間がやるものはハッキングや「なりすまし」

です。ほかに、電磁パルスやサイドチャネルアタックというものもあります。 

① 電磁パルス 

電磁パルスは、いわゆるＥＭＰ（electromagnetic pulse）です。核爆発が起こると強力

な電磁パルスが発生します。そのパルスによって電子機器がたいてい壊れてしまいます。

これもサイバー戦の一種だと言えないこともありません。物理的にサーバーが故障してし

まうので、落ちたシステムが復旧しなくなります。 

これは蛇足ですが、日本は今、このＥＭＰをもっと気にすべきだと思っています。北朝

鮮が核を持っているのは、まず間違いありません。彼らのロケットは何回も失敗していま

すが、ペイロードと距離の関係があるので、大きな爆弾を載せたそれはアメリカまでは届

かないかもしれないけれども、日本でよければ十分届くわけです。 

 打ち上げて、日本の上空で核爆発をおこさせると強力なＥＭＰが発生します。そうする

と、日本の産業は崩壊する可能性があります。 

 そういう使い方には注意しなければいけないと思っています。核兵器を人間に対して直

接使うことは、おそらく人類に対する犯罪行為とみなされて、世界中から非難をされます

が、一人の人間も死ぬことがなく、単に電波が出ただけでは、ぎりぎり言い逃れができる

核兵器の使い方になるかもしれません。 

② サイドチャネルアタック 

サイドチャネルアタックは、チップの横にセンサーを付けて、中に流れている電流をセ

ンサーで読み取って、中を解析する攻撃方法です。 

例えば暗号解読の場合ですが、暗号屋はだいたい数学者なので、暗号のロジックの完全

性しか考えない人が多く見られます。しかし、その暗号のロジックが１００％完璧で数学

的には絶対に解けないものであったとしても、実際、それをチップに載せてしまったとき

に、そのチップを作る人に知恵が足りないと、チップを外側からセンサーで調べることに

よって中の電流を読み取り、これを利用して暗号を解くという攻撃方法がありえます。こ

れをサイドチャネルアタックと言います。 

 

エ ミリウェア・サイバー兵器 

このような戦闘に使うソフトウエアをミリタリーウエア、ミリウエア、もしくはそのもの

ずばりのサイバーウエポンと呼ぶ事になります。これら軍事目的に作られたウイルス、ワー
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ム等のソフトウエアがあるわけで、こ 

れらはそれぞれ特性が違うわけです。 

その他にもハッキングを便利する為の 

道具等、ツールと言われますが、いろ 

いろあります。 

  これらのソフトウエアは、平時から、 

いろいろな準備、開発が行われていま 

す。また、特製品もあれば民生品もあ 

ります。ネットワークを見れば、たく 

さんのソフトやツールが出回っている 

ので、そういうものを活用することが 

できます。 

  サイバー兵器の大きな特徴は、膨大 

な人員と時間をかけて組織的に作られていることでしょう。そして、犯罪の場合はお金もう

けが目的なので完成したらすぐに使われるでしょうが、サイバー兵器はそうではなく毎日の

ように改良と改善がおこなわれているはずです。 

 

オ スタックスネット 

サイバーウエポンの代表格が、 

このスタックスネットです。先日 

のニューヨークタイムズの報道に 

よれば、これは、アメリカがブッ 

シュ大統領の時から、オリンピッ 

ク・ゲームという作戦名でやって 

いたとのことですが、それはたぶ 

ん本当です。イスラエルの首相も 

テレビの会見で、われわれも攻撃 

用のソフトウエアを作っていると 

断言していました。 

① クローズドシステムにも侵入 

スタックスネットのポイントはいくつかあるのですが、まず、「クローズしているシス

テムが安全だ」というのは、もう神話にすぎないということを証明したことです。これは

非常に重要なことだと思います。 

 今までは、例えば、自衛隊でも、「システムが外とつながっていなければ安心でしょう」

と真顔で言う方が大勢いましたが、そうではないことが証明されたわけです。実は、クロ

ーズしたシステムといえども、相手に強い意志があれば必ず何かの方法で中へ入ってくる

ことができるわけです。このスタックスネットは、その一例にすぎないと思います。 

② 産業用制御システムへの攻撃 

これは特に、民間の方に強調すべきことですが、今回、産業用制御システムが狙われた

ということです。 

産業用制御システムの特徴は、極端に言えば、工場のプラントを作ってテストして動か

して巧く動き始めたら、普通もう誰もさわる必要がないということです。正確に制御され

て動いているのだから下手に触ったりすると逆に不具合を起こすかもしれませんから。つ

まり、このようなシステムは古いＯＳで動いていて何のパッチも当てていません。しかも
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クローズしているつもりだから、アンチウイルスソフトも入っていません。 

というわけで、世界中で、この産業制御システムが、古いWindowsや古いソフトウエア

を使って沢山動いているわけです。これらは狙われた場合、極めて弱いと考えられます。 

③ クローズドの認識は危険 

これはまったくの余談でエビデンスもないのですが、私の知人に凄いハッカーのような

人がいます。この事件が起こったときに、彼は、いわゆる日本のクローズしている産業シ

ステムを自分で叩いて調べてみたそうです。 

 すると彼の確認した産業システムの中の３分の１程度は外とつながっていたと言ってい

ます。 

 システム管理者から見れば、夜中にシステムの調子がおかしいから来てくださいと言わ

れるぐらいだったら、こっそり自分の家から遠隔操作していてシステムの中を見られるよ

うにしておきたいと思うのが人情です。おそらく、そういうことが起こっているのではな

いかと思います。非常に危険なことだと思います。 

 カ サイバー攻撃の手法 

 これは、物理的な攻撃（用法）ですが、 

基板の中のチップにマルウエアが入れ込ん 

であるというものです。普通、多くの人が 

心配していることは、何かソフトにウイル 

スが感染するとかの話をしていますが、ハ 

ードである部品にも危険が潜んでいるので 

す。つまり、パソコンやルーターに使われ 

ているハードウエアの部品の中に悪い物が 

使われていたり、ハードに組み込まれてい 

るソフトウエアに最初から何か変なものが 

入っていたりする。そういう可能性が否定 

できないわけです。否定できないというか 

実際にもうあるのです。このようなものは、 

キルスイッチと言われています。 

① キルスイッチは２０年前から 

いつからあったかというと、これが何と 

２０年前からもうやられているのです。それは湾岸戦争のときでした。イラクのサダム・

フセインがクウェートを侵略したので、クウェートを解放するために多国籍軍がこれ攻め

るわけです。しかし当時のイラク軍は世界第４の陸軍国で、まともにやるととても強い。 

 そこで、アメリカ軍は航空攻撃、要するに空からの攻撃で圧倒的な力をもって、まずイ

ラク地上軍を潰してしまい、決戦が起こる時には、イラク地上軍がもう戦えないような状

態にしてしまえばいいと考えたのです。実際にそうなったのですが、そのために、最初に

航空優勢をとらなければいけない。そこで、アメリカ軍は、イラクの防空システムや飛行

機をつぶすため、ありとあらゆることをやりました。 

 例えば、特殊部隊を送り込んで襲撃をしてレーダーサイトを物理的に破壊したりデータ

リンクのケーブルを切断したりするとか、アパッチというヘリコプターで遠距離からミサ

イルを撃ち込んでレーダーを吹き飛ばすとか、そして、それらの中の一つにマルウエアを

使う作戦があったと言われています。 

 これは凄いと思うのはプリンターに細工をしたことです。防空指揮所の中にプリンター

が商品として納入されるという情報をつかんだ情報機関がいて、おそらくイスラエルです
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が。それを聞いたアメリカ軍は、納入されるプリンターの中のチップにマルウエアを焼き

込みました。そして、実際にそのマルウエアを仕込んだチップ入りのプリンターが狙い通

り防空指揮所に納入されました。サイバー戦の関係者は固ずを飲んで様子を見ていたと言

います。 

 いよいよ開戦の時間になり、そのマルウエアが発動して内側からシステムを落とす予定

だったのですが、アメリカ軍は組織がでかいので横の連携が悪く、その場所をほかの部隊

が攻撃して、いきなり吹き飛ばしてしまいました。このため、この仕込んであったマルウ

エアが実際にどうなったかは分からなかった。そういうふうに、物の本には書いてありま

す。 

 ともかくここで重要なのは、２０年前にチップの中にマルウエアを入れるという攻撃方

法が既に実行されていたということです。 

② 中国製の偽造部品 

似たような例が最近にもあります。 

アメリカは、たくさんの電子関係の 

製品を輸入しています。安ければい 

いということで、中国製の部品ある 

いは中国製の製品を使っていること 

も多いわけです。もちろん、ブラン 

ドはシスコですからアメリカの製品 

ということになるのですが、製造元 

はどこかと見たらメイド・イン・チ 

ャイナになっている。 

このような例は私たちの使ってい 

るものにも、たくさんあります。 

ブランド名はアメリカやヨーロッ 

パだが、よく見たらメイド・イン・ 

チャイナとかシンガポールと書いて 

あるのですね。 

 これが、今、アメリカですごく問 

題になっています。 

 同じようなロジックボードで、普 

通の人が見てもぜんぜん区別がつか 

ないのですが、詳細に調べると違うわけです。安い部品を使っていたりします。 

 これについても面白い話があって、イギリスが、やはりルーターにおかしいものがある

のを発見しました。ルーターには、ものすごい数の部品が使われているのです。そのルー

ターの中に本物のルーターの部品とは別に何かおかしな部品が追加されている。これはル

ーターを通り抜けるパケット、つまり、ネットワークを流れるデータを盗みとって悪者の

ところに送り出すという部品が組み込んであったそうです。 

 これを探せと言われ、何千、何万とあるルーターの中から偽者ルーターを見つけるため

にどうしたかと言うと、重さを量ったそうです。これには感心しました。 

通常の点検では、一つずつルーターの中を開けて、ねじを外して追加してある部品を調

べます。これには大変な手間がかりますよね。しかし、余計な部品が追加されていれば、

重さが微妙に違う筈なので、片っ端から重量を量っていって、偽物を見つけ出したとの事

です。 
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このような、供給されている製品などに危険性が入っていることは、サプライチェーン・

リスクと呼ばれています。 

 

キ 攻撃実行の一例 

  ① DoS攻撃 

攻撃の方法の一例として、いちばん有名なのはDoS攻撃になります。サービス拒否攻撃

といい、狙ったシステムを麻痺させるものです。その要領にはいくつかあります。 

・ 大量のデータを送信 

単純に、相手が処理しきれないような量のパケットを送りシステムを麻痺させる要領で 

す。 

・ 想定外の通信 

相手のシステムがうまく対応できないように通信を途中で中断させるなどのやり方もあ

ります。例えば、人間だったら買い物をするときに質問をしたら答えるではありませんか。

でも、そのときに間違った質問を投げると相手が答えあぐねて頭が止まるとかあるでしょ

う？コンピューターも似たようなことがあり、悪意を持って相手が答えあぐねるような特

別な質問を投げかけるという方法があるわけです。 

・DoS 攻撃への対応 

 攻撃された場合の対応策ですが、一般的には、負荷がかかっているときには迂回路を作

ったり、抜本的にはコンピューターの性能を上げたり、通信のパイプを太くしたりするわ

けですが、攻撃者も、ありとあらゆる方法を考えて攻撃してくるので、このDoSという攻

撃方法に対して、完璧に防御する方法はないと言われています。それは、一般的な通信と

DoS攻撃のものを比べたときに確実に区別する方法がないからなのです。 

 一般的には、DDoSといって、ボットで沢山のコンピューターをのっとって、そこからワ

ーッと攻めるやり方が行われています。長くなるのでこの話は省略します。 

・防御が難しいＣDoS 

 中国人が、頭数にものをいわせて、普通にバンバンとやると、それだけで量は圧倒的で、

しかも、それは普通にやっているので、まったく正常な通信と区別がつきません。したが

って、うまくフィルターをかけることはできず守る事はとてもむずかしくなります。わた

しはこれを冗談でチャイナドス攻撃と呼んでおります。 

  ② 国家レベルのサイバー攻撃 

 このDDoS攻撃が使われた有名な事件が、2007年のエストニアの事件です。これは、す

ごい事件でした。 

  エストニアはソビエト連邦の旧 

共和国の一つですが、元々ロシア 

人の国ではなく、歴史的には中世 

のドイツ系植民者の子孫が作った 

国で、ロシアとは本当は文化的に 

も違う国だったのです。でも、い 

ろいろな歴史の流れがあってソビ 

エト連邦に組み込まれ、政策的に 

スターリンの時代にロシア人を大 

量にエストニアに移住させたので、 

この事件が起こった頃には、人口 

の３割は、もうロシア系の人が住 
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んでいる状態となっていたわけです。ソビエト連邦が崩壊したときにエストニアは独立し

た訳ですが、その時、自分たちの祖先はロシア人の仲間ではない。むしろ敵だったかもし

れないということを考え、急速に民族感情が盛り上がるわけです。 

 このような背景のもとに、この事件は起こりました。 

 町の真ん中にソ連軍兵士の像が建っていました。その像には「ナチスドイツから祖国を

解放した兵士を称える」と書いてありました。ロシア人から見れば、そのとおりなのです

が、ドイツ系の先祖に持つエストニアの人々の心の中では、侵略していたのはどっちだっ

たのかと、すごく複雑なものがあったわけです。 

 ある意味、エストニア人から見ると目障りなその像を別の場所に移設するということに

なったときに、ロシア系住民とドイツ系住民の間で騒乱が起こりました。そして、この騒

乱に非常にシンクロした格好でサイバー攻撃がエストニアに対して行われました。 

 当時、エストニアは世界有数のインターネット先進国だったのです。今、日本も、だい

ぶインターネットなどの技術が進んできて、みんなが使うようになりましたが、そういう

比ではありません。この国は小さい国だったのですが、だからこそできたかもしれません

が、国民のほとんど全員がＩＣチップ入りのＩＤカードを持っていて、それを使えば銀行

業務や投票もできるぐらいITによる社会インフラが発達していました。 

 でも、逆にそれが弱点になったのです。意図的にサイバー攻撃をされて、官庁の機関や

ウエブサイト、銀行等がシステムを落とされていくと、国としての活動ができなくなって

いったわけです。しかも、長期間すごくしつこく攻撃が行われたのです。 

 ・ 過度のインターネット依存は危険である。 

３週間後にはだいたい攻撃も終わったのですが、これで分かったことは、社会がネットワ

ークに過度に依存して、必要十分な対策をとっていないと大変なことになるということです。

その後、この反省からエストニアは、今、しっかり対応をとっているので、もし、何か関心

があれば、日本の人たちも勉強に行くべきだと思います。 

 

③ サイバーパルチザン 

 それからサイバーパルチザンという 

言葉があります。これはロシアがグル 

ジアを攻撃した本当の戦争の時の話で 

す。戦争の発端は先ほどとほぼ同じで、 

やはりソビエト連邦が分裂したあとで、 

その中における民族問題が噴出したものの一つですが、ロシアとグルジアという２つの国家

が、いわゆる本当の戦争をしたわけです。 

 そのときにも、軍事作戦が始まるとほ 

ぼ同時に連携してサイバー攻撃も始まっ 

ているのでタイミングの良さが普通では 

ないと言われています。 

 そして、この時には多種多様のものすごい攻撃が行われました。いろいろなアイデアがた

くさん試されたのです。 

・ サイバーバリケード 

これは始めて聞く言葉かもしれません。どんな国もインターネットとつながっていると

ころにゲートウェイという関所みたいな出入り口があって、そこを通じて世界のインター

ネット社会とつながっていますが、そこを攻撃する方法です。 

 この攻撃により何が起こるかというと、ゲートウェイが潰されてしまうと、外国との
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インターネットができなくなる。そうなると、クラウドのようなものをやっていると、そ

の会社はまったく業務が立ち行かなくなるというわけです。 

・ 攻撃スローガン 

 そのほかに、スローガンを書いたサイトを立てて、「みんなでロシアのために戦おう」と

いって、若者たちを煽り、「何時にどこを攻撃しましょう」と指示が出るのです。それに対

して呼応する若者たちが、そこを攻撃するというのが起こっています。大規模で組織的な行

動を誰かがコントロールしている節があったのです。 

 ちなみに、このときには、グルジアにもハッカーがいて、彼らも同じようにサイトを立ち

上げて、グルジアをロシアのハッカーから守ろうとしたのですが、そのようなサイトは、片

っ端からロシアからの攻撃を受けて、潰されてしまって、ハッカー同士の戦いはロシアの圧

勝だったと言われています。 

 このときに扇動したサイト、StopGeorgia.ruを、ある研究者がたどっていったところ、モ

スクワまで行ったと言われています。私もたどってみたのですが途中で切れていたのでエビ

デンスは半分なのですが、しかし、たぶん本当なのでしょう。 

 ということは、このときに、サイバーパルチザンといって、若者たち、あるいは民間の人々

が自分の意思で戦争に参加しているように見えましたが、もしかするとこれらの攻撃は、裏

で軍がコントロールした可能性があります。 

・ サイバー攻撃の実験だった可能性 

一般的には、あのとき、グルジアとロシアが戦争をしていたので、軍事行動に付随をし

てサイバー攻撃が行われたのだと言われています。が、そもそもこの軍事行動、あるいは

戦争行為はなぜやっているかというと、その目的は相手を殺すことではなく相手の政府に

まいったと言わせることです。 

 そうだとすると、サイバー攻撃をもってグルジア政府の機能が麻痺してしまって、グルジ

ア政府がまいったと思えば、それでも良かったのではないか。つまり、戦闘行動が主であっ

たのでは無く、もしかしたら逆で、サイバー攻撃が主で、戦闘行動が付随的であったという

ことも可能性としてはあるかもしれません。それで、もしかすると、これは、ロシア軍のサ

イバー部隊によるサイバー実験だった可能性もあるのではないかと、私は思っています。 

ク 侵入要領の一例 

侵入要領ですがいろいろあります。普通考えられるように外のネットワークから隔離・独

立していれば大丈夫ということはありません。ネットワークがつながっていなくても入って

くる。それから、いろいろな方法で攻撃してきます。 

  ① レーダーシステムへのサイバー攻撃 

 レーダーシステムへの 

サイバー攻撃の事例があ 

りました。これは、レー 

ダーのシステムはクロー 

ズしているので安心だと 

思われていたのですが、 

そうではなかったという 

事例です。事象としては、 

レーダーにつながる防空 

システムに敵の飛行機が 

映らなかったというので 

す。映らなかった理由が 
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サイバー攻撃であったのではないかと噂されています。 

 飛行機の情報をレーダーが取り、そのレーダーからの情報がコンピューターで処理され

て格好良く絵のように表示されるのが今の防空システムです。しかし、この中のどこかで

マルウエアが入れば、もしかすると、飛行機がレーダーに映らないようにするということ

が可能でありそのような攻撃がなされた可能性があるわけです。 

 そのために、データリンクの途中でデータを改ざんしたのだとか、先ほどあったように、

チップを入れ替えたという説もありましたし、いろいろな説が出ていますが、いちばん私

が気に入っているのはこれなのです。 

 

・ バッファーオーバーフロー・アタック 

 バッファーオーバーフロー 

・アタックという攻撃があり 

ます。バッファーオーバーフ 

ローとは、確保したメモリ領 

域（バッファ）を超えてデー 

タが入力された場合に、デー 

タがあふれてプログラムが暴 

走してしまうことです。 

 今のコンピューターは、あ 

る特別な条件が整うと、想定 

されていない命令が入ったと 

きにその命令を実行してしま 

うという本質的な欠陥／問題 

点を持っています。これはフ 

ォンノイマン型コンピューターでは仕方ない事なのですが、それはデータとプログラムが

同じメモリ領域で扱うように最初から設計されているからなのです。 

 もし別々だったら、これは起こらないのですが、今のコンピューターは、昔、メモリが

高価だった時代にその原理が確立したので、全部、メモリとデータが同じところに入って

しまいます。ですから、データの正否をチェックするものがないと、このようにプログラ

ムをデータとして、ダーッと叩き込むことで、このプログラムに制御が移ってしまって自

由に操ることができるのです。 

 このレーダシステムへの攻撃では、それをやられた可能性もあるのではないか。具体的

には、ＩＦＦというのを利用したものと思います。 

② サイバー兵器 

 サイバー兵器は、事前に相手 

システムの脆弱性が分かってい 

ないと作れないために、実際に 

は、相手のシステムをよく調べ 

て、作って、そして、いざ使う 

ときには時間がたっていて、も 

う使えなくなっているかもしれ 

ない。つまり賞味期限がありま 

す。それから、もしかすると、 

使おうと思った時にはすでに相 
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手がシステムを直しているかもしれないから、実際には使ってみないとその効果は分から 

ない。こういう問題があります。したがって、サイバーウエポンは、軍人が喜んで使うかど

うか疑問です。 

 もし、こういう問題点が嫌だったら、常に相手の情報をとり続け、そして、複数の攻撃手

段を併せ持った方法で、確実に相手を倒せるような大きなプログラムになるはずです。その

大きなプログラムの一例が、もしかすると、先ほどのスタックスネットというわけです。 

 スタックスネットは、その大きさが1メガぐらいありますが、普通のウイルスはそんな大き

いものは滅多にありません。しかし、最近、フレームといって、その２０倍もある大きなも

のが発見されたので、これは、また、これから解析すると面白いことがいろいろ分かるので

はないかと思います。 

 ところで、日本はサイバー兵器を作れるかというと、作れるノウハウはありますが、相手

の脆弱性の情報をとることができていないので作ることはできないと思います。 

 

⑹ 防御 

防御は、予防・探知・阻止・回復 

・反撃という段階で検討すること 

ができます。 

 ア 予防 

 予防は、最新バージョンのソフト 

を使い適切なパッチを当てておく事 

等、普段からハード／システムの弱 

いところをなくしておくことです。 

人間に対してはセキュリティや倫理 

観の教育と緊急時於ける対処訓練等 

をしておくことです。そのほかにも、 

システム監査とか、規則の整備とか、 

いろいろなことが予防として考える 

ことができます。 

 イ 探知 

探知については、大きく二つあります。自動化したものと人間によるものです。 

なぜ人間によるものが必要かというと、自動化された通りいっぺんの方法だけでは、その

アルゴリズムをかいくぐる方を敵が必ず見つけ出すからです。やはり今の段階では人間の監

視が必要と思っています。 

 これから期待できる技術として、ビッグデータという言葉を聞いたことがあると思います

が、大量のトラフィックデータの分析があります。つまり過去のトラフィックをずっと見て

いて特別に変なものがあったときに、それの相関をとって何か攻撃の兆候ではないかと見つ

ける。そのような技術も、これから重要度を増すものと思います。 

 ウ 阻止 

相手が攻撃してきたら、当然それを止めなくてはいけません。 

① 敵の偵察を拒否 

最初は、偵察を拒否することが、まず大事です。例えば、自分のシステムのＯＳが分か

らないように偵察を拒否するだけでも防御能力をかなり上げたことになるでしょう。 

② 攻撃の遮断 

実際に攻撃がなされた場合には、ファイヤーウォール等によりこれを遮断することや、
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各種の防護手段をいろいろ組み合わせることを考える必要があります。 

 エ 復旧 

攻撃が終わったあとは、復旧するわけですが、主にバックアップを利用することになる

でしょう。しかし、これも通りいっぺんのバックアップではダメです。 

・ ポイズニング対処 

ポイズニングというのがあります。何かというと間違ったデータを意図的に入れ込む技

術です。バックアップデータの中にすでに偽情報が入っていたらアウトということです。

そうならないような仕掛けが必要です。 

この攻撃は、結構あり得ると思います。検知されないマルウェアがあり、定期的にバッ

クアップをとっていたら、検知されないのでバックアップデータにもマルウエアが入って

しまっていたということが予想されます。 

 オ 反撃 

① 攻撃元を追求 

反撃は攻撃元が分からないとできま 

せん。そのためには攻撃元をたどる、 

いわゆるトレースバック技術が必要 

です。これにはいろいろなやり方が 

提案されています。例えば以下にあ 

げるようなものがあります。 

・ タグ付け 

パケットが各ＩＳＰを通るたびに、 

そのパケットにそれぞれ印を付けて 

いき、攻撃が発生したら、攻撃パケ 

ットのその印を調べて攻撃元を調べ 

る方法。 

・ 記録確認 

各ＩＳＰで、そこを通ったパケット 

の記録を録っておいて、攻撃が起こったら、ひとつ前のＩＳＰに攻撃パケットの履歴が

あるか問い合わせ、もしあったら、それを順に上流に問い合わせ続けて行き、どこから来

たか調べる方法。 

・ ＩＳＰ通過の問い合わせ 

 自分が攻撃を受けたら、その特徴を各ＩＳＰに問い合わせる。これは来ている、これは

来ていない。来ているＩＳＰに対しては上流を教えてくれといって、上流にさかのぼる。

そこで、また来ている／来ていないを聞いて攻撃元へとたどっていく方法。 

いずれにせよ、世界中にＩＳＰがみんな協力しないと、これらのトレースバックはでき

ないのです。実現するにはたくさんの問題もあります。 

② 防御の基本技術 

 一般的な防御方法は、アンチマルウエア機能、つまり、普通、皆さんがPCに入れて使っ

ているアンチマルウエアソフトを使うことです。このアンチウイルスソフトがマルウエア

を見つける今までのやり方は、この顔を見たら１１０番方式とでもいいましょうか、１回

つかまえたマルウエアの特徴を各PCに配信して侵入してきたマルウエアを探知・排除する

方法です。しかし、この方式では、絶対、後手に回ります。 

 次が、怪しい行動を監視していてコンピューターに変な動きがあれば排除するやり方。 

これは、おまわりさんの不審尋問みたいな方法ですね。「おまえは何だ？」というやり方 
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です。でも、攻撃者は、 

そういうアンチウイルス 

ソフトの中身というか、 

不審尋問のアルゴリズム 

を調べてから、その裏を 

かくようなマルウエアを 

必ず作ることができます。 

つまり攻撃者は常に「後 

だしジャンケン」ができ 

るというわけです。 

 そういうわけですので 

決定的な対策はないとい 

うのが現状です。 

 では、どうするかとい 

うと、例えば、後だしジャンケンできない方法を取る事が考えられます。 

それは、例えば、攻撃者が購入して中のアルゴリズムを調査できないようなアンチウイ

ルスソフトを使うという方法です。あるいは、攻撃者の目的は、結局、中の情報を抜くこ

となので、絶対に通信だけは発生しますから、通信をしっかり監視していて、おかしいも

の、あってはいけないような通信を見つける。そういう方法があると思います。 

 

③ サイバー防衛と戦術の類似性 

 この表は、自衛隊の方用に用意 

しました。サイバー防衛も一般的 

な戦術の場によく似ているところ 

があるので、自衛隊の方でも、こ 

こにいらっしゃる方はシステムを 

よくご存じだと思いますが、そう 

でない皆さんにもいろいろと考え 

てほしいと思っています。 

 

④ サイバー戦の特徴 

 この表は、いろいろな戦闘 

の特徴を比較した物です。時 

間の関係で詳しい説明は省略 

しますが、サイバー戦の利点 

は、安いことや見つからない 

こと。その代わり、同じ手が 

２回使えないし、事前の効果 

予測が難しいという問題はあ 

ります。 

 最後に、サイバー戦の特徴 

は、攻撃が絶対有利だという 

ことを強調したいと思います。 
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３ 諸外国の動向 

 ア 中国の動向 

中国は非常に早い時期からサイバー戦に関心を持 

っており、しかもサイバー部隊をたくさん持って 

いると言われています。特に注意すべきは、中国 

には元々、民兵制度があるので、最近、一般のＩ 

Ｔ企業や大学をそのままサイバー民兵に組み込む 

ことによって、戦力に使おうという動きが見えて 

いることです。 

 ところで、中国は、その論文で「電網一体戦」、 

電網を一体化するという考え方を出しています。 

電子戦網とはサイバー戦のことを意味します。 

 これは、中国の人民解放軍が、アメリカ軍を分 

析すると、アメリカ軍はとても強いが弱点もある。 

それはコンピューターとネットワークに過度に依 

存していることだ。だから戦闘の最初もしくは戦闘の直前に、サイバー攻撃と電子戦を使って

アメリカ軍の指揮統制システムをダウンさせれば、彼らがその混乱から回復して元に戻るまで

の間に、人民解放軍がバラバラになっているアメリカ軍をその数で圧倒してしまえるという戦

い方があり得ると書いてあります。まさに理にかなっていると思います。 

 国として大きなサイバー戦の力を持っているというのが、私の中国に対する評価です。 

 

 イ ロシア 

ロシアに対する一般公開情報はほとんどないのですが、２００８年に、アレクサンドル・

ブルティンがこんなことを言っています。つまり、ロシアもやる気満々です。そして、グル

ジアの戦いやエストニア事例のように、必ず後ろにロシア軍の陰がちらついていることを考

えると、今では、かなり強い実力を持っている可能性があると思われます。 
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 ウ 北朝鮮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北朝鮮は、もう崩壊しそうなのですが、安くてできるというサイバー戦には、すごく関心

を持っている節があります。現在では人民武力部組織改変することに伴い、１，０００名程

度のハッカーを保有しているという報道もあります。 

 米韓サイバー攻撃事件もありました。おそらく北朝鮮がやったのではないかと思われます。 

 基本的に、北朝鮮はそのサイバー戦能力が高いと思っています。というのは、国を挙げて

エリートを養成しているのです。養成したエリートは一家丸かかえで平壌に住めると言われ

ています。つまり、私たち家族がおいしいごはんを食べ、幸せに暮らせるのは、将軍様のお

かげであるということをたたき込まれ、超純粋培養された秀才が中央に集まっていて、サイ

バー戦のことをやっている節があります。したがって、とてもあなどれません。 

 また、防御力という面で言えば、ネットワークが外とつながっていない唯一の国ですから、

もし、どこかの国が北朝鮮をサイバー攻撃しようと思っても極めて困難です。つまり、北朝

鮮は、サイバー戦争においては、攻撃には強く、防御に圧倒的に有利だということになりま

す。 

 

 エ インド 

インドに関してですが、「政府がソフト会社に対して通信等の監視を行えるバックドアの

提供を強要した」と報道されました。つまり、インドも何もしないわけではありません。イ

ンドについても、しっかりとサイバー戦の準備や研究をやっている節があります。 
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オ アメリカ 

アメリカについては、２０００年の前後、つまり 

かなり早い時期からサイバー戦に関心を持っていま 

す。１９９７年にはすでにサイバー対処演習を行っ 

ています。数年前には統一したサイバー戦部隊であ 

る「サイバーコマンド」も運用を開始しているとの 

事です。 

 私の評価でも、もしサイバー戦争をしたときに、 

最も強い攻撃力を持っているのはアメリカです。し 

かし、その反面、守りに関してはかなり弱いのがア 

メリカでもあります。アメリカは早い時期からコン 

ピューターネットワークを作ってしまったために、 

ぜい弱なシステムがあちこちに、しかもまだらに入っていて、全体を守ることが極めて困難

な状況にあるからです。 

 最近、アメリカがサイバー攻撃されたら武力で反 

撃すると言ったのは、あれは決して脅しとか何かで 

はなく、むしろ彼らが自分たちの国が危ないことに 

大変な恐れを抱いているからではないかと思います。 

 

４ 我が国の対応上の問題点 

最後に、我が国の対応上の問題点です。 

日本もこれまで何もしなかったわけでは 

ないのです。２００１年にe-Japan計画 

ができて、そのあと各省庁が連綿とサイ 

バー関連の対策等に取組んできております。もちろん、防衛省も、いろいろな施策を打ってお 

 

 ア 自衛隊に任務付与を 

 しかし、今の自衛隊に、日本のサイバ 

ーインフラを守るという任務付与はあり 

ません。なぜならば、自衛隊が行動する 

ためには、防衛出動がかからなければい 

けないし、防衛出動がかかるためには、 

武力攻撃事態か武力攻撃予測事態になら 

なければいけない。そして、今のところ、 

武力事態は４類型と言いますが、本当の 

侵略と航空攻撃とミサイル攻撃とゲリコ 

マです。これしか挙がっていないからなのです。 

 ぜひ、これから皆さんで声を挙げていって、防衛省・自衛隊も日本のサイバー防衛にもっ

と深くかかわるべきだと言ってもらえれば、私はすごく嬉しいと思います。 

 というのは、自衛隊の本来任務は日本を守ることではありませんか。なぜ自衛隊のサイバ

ー部隊が日本を守ることに参加してはいけないのか私には理解できないからです。 

技術の進歩に伴い、自衛隊の人たちも、その変化に対応しなければいけません。 

 それから、蛇足かもしれませんが、今、世界はサイバー戦と電子戦を一体化しようとして

います。両方とも指揮統制に対する攻撃なので当たり前だと思います。したがって自衛隊も、
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もう一度、忘れてしまっている？電子戦の分野に光を当てて、サイバー戦と一緒に、有機的

な防御あるいは有機的な攻撃、そのようなものを検討するべき時期に来ていると私は思いま

す。 

 

 イ 日本は何をすべきか 

今、日本は何をすべきか。 

これを読んでいただければと思います。 

これは、私の本にも書いたのですが、 

問題意識と私が思っている、今やるべ 

きことについて列挙してあります。 

 ウ 今後検討すべきこと 

最後に、検討すべきことということ 

で、サイバーセキュリティは国家安全 

保障の一部だという認識を持つことを 

強調したいと思います。 

 日本には、国産のセキュリティ産業 

が、まだ育っていません。外国だと、 

例えばアメリカにシマンテックがある 

とか、ロシアにカスペルスキーがある 

とか、韓国にアンラボがあるとか、そ 

れぞれ、国を代表するセキュリティ産 

業が育っています。日本はどうでしょ 

うか？私はまだまだ遅れていると思い 

ます。 

 それから、キルスイッチ、サプライ 

チェーン問題。すなわち、ハードに対 

する安全、安心の担保も、まだまだ遅 

れているように思います。もしかする 

と、皆さんが業界団体でも作って、こ 

れらの担保を取る為に国を動かしてい 

かなければならないのではないかと思 

います。 

 

 まとめ 

本日、私が言いたかったことは、日本は、 

もうサイバー戦争の下にあるかもしれないの 

に、国民の多くの人たちが気付いていないこ 

と。早い話が、危機感さえないと思われるこ 

とです。 

ですから、まず、危機感を持ちましょう。でも、危機感だけを持っても間に合いません。そ

れを危機意識に変えましょう。それでも、まだ間に合いません。それを問題意識にしなければ

いけない。そして、やっと検討と行動が始まるのです。 
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 今、日本は、この四つのフェーズのまだ一番上にさえないのではないか。それが、私の心配

であり、皆さんに、これから考えてくださいというのを結言にして、終わりたいと思います。

ありがとうございました。 
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 はじめに 

私は、装備施設本部調達企画課長の小座間陽一です。 

今日は、前半に全般状況として、装備施設本部の今年度の中央調達実施計画等、経費率の算定

について説明し、後半に装備施設本部の各種取組みの状況として、ＰＦＩ事業、ＰＢＬ契約、そ

れから作業効率化促進制度、Ｊ－ＳＯＸ導入に伴います制度調査の簡略化、ライフサイクルコス

トの管理、調達における情報セキュリティについて、そして電子入札の促進について説明します。 

 

１ 調達実施状況 

⑴ ２４年度の中央調達の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 実施計画件数・予算の前年度比較 

２３年度当初の調達実施計画は7,093件、1兆2,224億円でした。これに、補正予算分が

2,180件追加され、8,704件となり件数が23％アップしました。また、金額で2,885億円が補

正予算で追加され、1兆4,716億円で実績額が20％増加しました。 

  今年度の調達実施計画は通常ベースに戻り、6,408件で1兆3,623億円。対前年計画比で件

数は、685件の10％減。金額では1,399億円の増となっています。実績ベースですと、補正

予算の影響で2,296件、1,093億円の減ということになっています。 

イ ２４年度の主な新規調達品 

 陸上幕僚監部要求では、特別輸送ヘリコプターＥＣ-２２５のＰＢＬ（Performance 

中央調達の状況及び各種取組み状況について 

【平成２４年度 防衛装備品の調達に関するセミナー】(2012.７.10) 

 

防衛省装備施設本部 

調達企画課長 小座間 陽一 

氏 
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Based Logistics）関係、それから実用試験用車輌。 

海上幕僚監部要求は１２式魚雷、マーベリックミサイル。これは次期固定翼哨戒機Ｐ-１用

ミサイルです。 

航空幕僚監部要求では、次期戦闘機Ｆ-３５Ａです。これは6月23日ＦＭＳで契約 

しています。さらに固定式警戒管制レーダーがあります。 

技術研究本部要求では、去年に引き続き新多用途ヘリコプターの試作（その２）。 

ＵＨ-１の後継機種です。 

統合幕僚監部要求では、Ｘバンド衛星中継機能等の整備･運営事業があります。 

 ウ 要求元別の実施計画の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、要求元別の実施計画の内訳です。内部部局が12億円、防衛大学校が9億円、防衛医

科大学校が14億円、それから統合幕僚監部が1,438億円で、ここはＸバンド衛星の要求があ

り、大きな金額になっています。 

陸上幕僚監部が3,281億円で、補正予算の分が減っています。 

海上幕僚監部が4,403億で、これも補正予算減と次期固定翼哨戒機Ｐ-１の3機分が減って

います。ただ、護衛艦ＤＤＨ1隻分が増えています。 

航空幕僚監部が3,462億で、これは補正予算、特に戦闘機Ｆ-２の修理６機分が減り、輸

送機Ｃ-２が4機から2機に減っています。次期戦闘機F-35Aは新規調達が4機あります。 

それから情報本部は61億。技術研究本部が901億。装備施設本部が25億。それから地方

防衛局が13億という内訳です。 

  エ 物別課室ごとの内訳 

  物別課室ごとの内訳で顕著なところを申し上げますと、Ｘバンド関係を担当している通
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信電気課が増えています。また、需品課は補正予算の関係で相当減っています。 

武器課も機械車輌課も同じ理由で減っています。艦船課は去年金額的に少なかったので

すが、今年は護衛艦２４ＤＤＨが1隻あり相当増えています。特殊艦船室は掃海艇ＭＳＣが

減っています。それから航空機第2課も戦闘機Ｆ-２の修復6機分の減で大きく減っています。

回転翼室も、これは多用途ヘリコプターＵＨ-６０Ｊ等の減です。輸入調達課も、輸送機Ｃ-

２のエンジン8台分が減っています。ＦＭＳ（有償援助調達室）は次期戦闘機Ｆ-３５Aの契

約で相当増えています。 

オ ２４年度主要調達予定品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の主要な装備品調達予定品についてです。 

陸上幕僚監部要求では、銃関係でＭＩＮＩＭＩ200丁、砲関係では８１ミリ迫撃砲6門です。

それから車輌では１０式戦車13両、軽装甲機動車49両ほか。航空機は多用途ヘリコプターＵ

Ｈ-６０ＪＡが1機、チヌーク（ＣＨ-４７ＪＡ）が2機、アパッチ（ＡＨ-６４Ｄ）が1機、ミサ

イル関係で中ＳＡＭ（０３式中距離地対空誘導弾）1式、短ＳＡＭ(１１式短距離地対空誘導

弾）も1式です。 

 海上幕僚監部要求はＤＤＨ（護衛艦）が1隻あります。ＳＳ（潜水艦）も1隻あります。そ

れからヘリコプター関係では哨戒ヘリコプターＳＨ-６０Ｋが計4機、掃海・輸送ヘリコプタ

ーＭＣＨ-１０１が1機等々となっています。 

 航空幕僚監部要求は次期戦闘機Ｆ-３５Ａが4機。戦闘機Ｆ-１５の近代化が2機。それから
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戦闘機Ｆ-２の能力向上が12機。輸送機Ｃ-２は去年4機から今年2機に減っています。 

 技術研究本部要求では、新多用途ヘリコプター1式ほかです。 

 統合幕僚監部要求ではＸバンドがあります。 

カ ２３年度の契約実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３年度の契約実績上位20社です。毎年、三菱重工業㈱が1位です。次に川崎重工業㈱、三

菱電機㈱、日本電気㈱、富士通㈱、そして㈱東芝が6位に躍進しています。これは11式短ＳＡ

Ｍ（１１式短距離地対空誘導弾）等の増です。それから㈱ＩＨＩ、㈱小松製作所、ＪＸ日鉱

日石エネルギー㈱、㈱日立製作所が11位までです。 

 11 位から、コスモ石油㈱、ダイキン工業㈱、中川物産㈱、それから住友商事㈱が 35 位か

ら 14 位に躍進しています。これはレーザー捜索システム、情報システムなどの増加によるも

のです。沖電気工業㈱、昭和シェル石油㈱、いすゞ自動車㈱も去年の 25 位から 17 位と躍進
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しています。これは３ 1/2ｔトラックの増加によるものです。それから富士重工業㈱、阪和

興業㈱、これは艦船軽油を大量に落札したことで、49 位から 19 位に上がっています。それ

から㈱クラレも 38 から 20 位に被服関係で躍進しています。 

⑵ 経費率の算定について 

ア 経費率算定実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本年度の経費率算定実施計画についてです。事業所数で表していますので会社の数よりも

多い数字になっています。下から２段目の合計欄のとおり116事業所の経費率算定を予定して

います。7月に19事業所、８月に28事業所、9月に67事業所を予定し、だいたい９月で算定を

終わらせようということで組んでいます。 

 10月に１事業所としているのは、㈱ＩＨＩマリンユナイテッドとユニバーサル造船㈱が10

月に合併されるのを待って算定するためです。 

 2月の１事業所は、衛星の㈱ＭＣＣで、来年度契約のための算定を計画しています。 

 7月の算定状況は概ね計画どおりに進んでいると聞いています。今後とも補足資料等皆さん

にお願いすることになりますので、ご協力をお願いします。 

  また、経費率は当本部以外にも地方調達で、陸上自衛隊が５社、海上自衛隊が55社、航空

自衛隊が18社、技術研究本部が2社の80社ほど算定を計画しています。 

イ 経費率算定のための大臣承認事項 

 経費率算定のための大臣承認事項は5月31日に承認を受けて、6月4日に公示しています。

標準金利は去年と変わらず0.8％。標準利益率は去年より0.2ポイント上がって5.8％。資本回

転率は127.21％で去年より1.19ポイント下がっています。 

 それから適用基準の加工比率の基準は、前年度設定値×1.012ということで1.2％まで容認

します。調整の基準内容は非公表なので言えませんが、1.2%超過する部分についても、一定
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の限度までは容認することを考えています。 

 賦費率等につきましては前年どおり。それからＧＣＩＰ、一般管理販売費についても上昇

傾向にないので、前年度設定までということす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上が中央調達の実施状況等の説明です。 

 

２ 各種の取組状況 

装備施設本部の各種取組みについて簡単に説明します。 

⑴ ＰＦＩ（Ｐrivate Finance Ｉnitiative）事業 

Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備･運営事業についてです。 
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経緯ですが、防衛省は民間所有の衛星 3 機を利用してＸバンドのシステムを運用中です。し

かし、この 3 機のうち 2 機が 27 年度中に設計寿命を終える予定となっています。この 2 機

はスーパーバードのＢ２号機とＤ号機です。そのため、この 2 機分の整備を含めてシステム

全体の再構築が急務となっているのです。 

次に、事業の概要ですが、23年度において中継器1機分は調達が終わりました。 

今年度は残りの中継器を含む衛星2機のほかに、打ち上げと運用を一体としたＰＦＩ事業契約

を締結する予定です。事業は今年度から42年度までの19年間ということで、19年国債の契約

を締結しようというものです。 

今年度は中継器1機分と衛星2機。さらにこれを打ち上げるのと地上施設の整備。さらにそ

れの運用･管理といったものをすべて一体として契約しようと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ事業の実施に関して平成23年の6月にＰＦＩ法が改正されました。この改正で、今

までは施設関係だけがＰＦＩ法の対象でしたが、去年6月からは航空機、船舶、人工衛星など

の移動体も対象に追加されました。これは防衛省の働きかけによって追加していただいたも

のです。 

これまで防衛省は立川の公務員宿舎、海上自衛隊の呉の史料館だけがＰＦＩの対象でした

が、今回は新たに人工衛星関係が追加されたのです。 

人工衛星の打ち上げ関係は非常に多額の費用が発生し、多くのリスクがあります。 

そして専門的な知見が必要で、民間資金、あるいは経営能力、技術的知見の活用、それから

リスクの分担の適正化、経費負担の軽減、平準化等々のためにＰＦＩを採用するものです。 

上図で四角に示していますが、ＰＦＩでは事業者は自ら資金を集めて衛星を調達して防衛

省に引き渡します。そして、運用も実施します。さらには地上施設も自らの資金で整備し、

管理をするものです。防衛省は運用を始めてから、費用を平準化して支払うというものです。 

次がスケジュールの概要です。今年 3 月、防衛省としてＸバンド衛星事業を正式にＰＦＩ
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事業とすることを選定しました。ここで 5%程度、経費が軽減できると評価しています。それ

で 5 月 22 日に当本部で入札公告を実施して、希望参加者を募りました。6 月 22 日に資格の

有無について結果を通知しています。今後、7 月･8 月にかけて競争的対話という形で数回に

わたり質問等を繰り返します。そして9月10日に金額の入った入札書、それから詳細な提案、

資料の提出を受けて開札をします。それで 10 月に提案内容も審査した上での落札者を決定す

るという順序です。そして 11 月ごろ、契約を締結して、27 年度・28 年度に打ち上げと引渡

し、それから最終的には 42 年度に事業が終了する計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ ＰＢＬ（Performance Based Logistics）契約 

  ＰＢＬ契約についてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経緯等は、厳しい財政事情の中で装備品等の質の維持･向上を図りつつ、維持･整備コスト
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の抑制が必要となり、英米において一定の効果が得られているＰＢＬ導入が検討されました。 

補足しますと、平成17年度以降防衛予算が主要装備品の購入費、契約費用よりも整備･維持

費が多くなる逆転現象を起こしていること。また、例として米国では戦闘攻撃機Ｆ-１８等の

航空機分野の約70％。イギリスではハリヤー戦闘機ほかの航空機分野で55％をＰＢＬで行っ

ていると言われています。そのようなことから中期防において、新たな契約方式であるＰＢ

Ｌを導入するという旨が記載されました。 

 これを受け24年度の事業ＰＢＬのパイロットモデルとして陸上自衛隊の特別輸送ヘリコプ

ターＥＣ-２２５を対象に実施したいと考えています。現有は2機ですが、今調達中のものを

加えると3機になる予定です。 

 それでＥＣ-２２５の維持･整備すべて含めた包括的な契約によって稼働率を維持しつつ、

効率化とコスト低減を図ろうとするものです。 

 事業期間は5年国債で、24年度から28年度を予定しています。 

 ＰＢＬ契約というのは装備品等の補給、維持･整備にかかる業務全般について、売買契約と

か製造請負契約という、個別の契約を実施するものではなく、稼働率の維持･向上、修理時間

の短縮、安定在庫の確保といったパフォーマンスを達成することを主眼に置いた包括的な業

務として長期的な契約を結ぶものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このＰＢＬをやる上では初期段階で、ＢＣＡ（business case analysis）というものを実施

して、適用の可能性を判断することになります。 

 ＢＣＡの検討をして仕様内容を決定します。それから相手方は、この仕様書に基づき成果

の達成が求められ、達成状況が悪いとぺナルティが発生する場合もあります。 

 まだ初期段階なので、難しいことですが、インセンティブを与える方法も中長期的には考

えています。それで防衛省としては飛行時間等に応じて代金を支払う契約です。 

 今後のスケジュールの細部は十分決まっていませんので、去年 7 月にＰＢＬのガイドライ
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ンを内局の補給管理室が策定して公表しています。ここには今後の方向性とか課題等を整理

しています。それで今年度契約して、28 年度に契約を終了します。現在、陸幕において仕様

書の策定作業、それから当本部におきまして契約条項をどういうふうに構築していくかを作

業中です。 

⑶ 作業効率化促進制度 

 作業効率化促進制度について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 作業効率化促進制度の定義 

契約の相手方は、作業現場等において設備・工程等を大幅に変更することなく、作業効

率、設備等の活用を向上させるため、作業の実態調査、分析を行い、効率化等の方法につ

いて当本部と相手方が協同で探求する。そして事後の調達に反映して、一層の低減に資す
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る取組みです。 

 イ 実施項目 

工数の審査とフォローアップです。 

 まず工数審査の概要ですが、対象とする品目の直接の作業時間について、工程･手順書の

確認、ビデオの撮影、作業ロスの分析、これはＭＯＳＴ（Maynard Operation Sequence 

Technique世界最新の作業測定手法）等により分析を行うものです。それから、その直接

作業工数から作業ロスを削除して審査工数を設定します。 

次に、フォローアップの概要は、この提示された審査工数に基づいて、企業側として3年

間で達成すべき効率化計画を策定していただきます。この効率化計画はあくまでも完全に

ムダな動きをしているものを削除するもので、必要余裕分は当然あると思いますので、そ

れは認めて計画を組むということになります。それで予定価格の算定においては、この効

率化した計画に基づいて、予定価格を算定していくというものです。 

 例えば現状は1,000時間で作っているものを、いろいろロスがないか審査した結果、翌年

度は900時間、その翌年度は800時間、そして3年で700時間の目標に達成するというような

計画を組んでいただくものです。これまでの実績ですが、16年度から20年度までは3件ず

つ、21年度から23年度は1件ずつ、計18件の作業効率化に協力していただいています。 

ウ 今回は制度改正を行っていますので、その概要について説明します。 

 契約制度研究会。これは内局が事務局となって有識者の先生方がメンバーになっている

研究会です。この検討を踏まえた改正になります。この検討と言いますのは、当本部にお

いて提案して採用されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その概要ですが、積極的に申し出た企業に対してはメリットを付与しようと考えていま

す。今までは計画どおりの計算価格でしたが、①番のように計算価格のときに低減額を少

し緩和できないか。それから②番目ですが、3 年間の達成というのは少し厳しいものもあ
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るので、もう少し延長できないかという検討です。これに基づいて企業にとってもインセ

ンティブを付与しようとするものです。さらに我々はコストデータの蓄積等も図れるので

はないかと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的には上のイメージ図で見てください。左が現行のイメージです。なお、自ら申し出

たものでない場合には現行の扱いとなります。3年間で効率化を図っていただいて、それに基

づき予定価格も、この効率化計画に基づいて計算することになります。しかし、企業にあま

りメリットがないのではないかとの危惧もあり、制度を右側の改正のイメージのようにしま

した。これは、受入れを希望されて、申し出た企業に対してメリットを付与するもので、今

月の3日から7月31日の間公募しています。この間に、希望される企業は申し出てください。

公募は、毎年の年度初めに行いますので、装備施設本部のホームページをご覧ください。 

 また、装備施設本部で工数審査をする場合には時間と費用がかかります。会社で独自に第

三者を使って工数審査をするということであれば、年度当初の公募期間に限らず、1年を通し

て応募をしていただいて結構です。 

 それで内容ですが、計算価格は計画低減額の半分にする。半分だけ減額するということで、

会社と防衛省で半分ずつシェアできるというものです。期間も5年まで延長して、少しゆっく

りできるものです。それで、企業にとっても低減額の50％を留保できる大きなメリットがあ

り、利益につながるというものです。ぜひ応募していただきたいと思います。 

⑷ Ｊ－ＳＯＸの導入に伴った制度調査の簡略化 
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 次はＪ－ＳＯＸの導入に伴った制度調査の簡略化です。「ＳＯＸ法はアメリカで制定された

法律」ということで、大手エネルギー会社のエンロン社が、2001 年ごろに粉飾決算で倒産した

という事件があったことで、企業の内部統制の重要性が認識されて改革法として制定されたも

のと聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成18年6月に金融商品取引法の成立に伴い、内部統制のルールとして日本版のＪ－ＳＯＸ法

が実施されることになりました。この法律に基づいて、すべての上場企業が20年4月以降に導入

することになりました。これにより財務諸表の適切性を確保するために必要な体制について評

価して、有価証券報告書等で報告することが義務付けられたというものです。 

 それで、平成19年から21年の3年間で50社について装備施設本部が制度調査等の関連で調査

した結果、このうち44社はＪ－ＳＯＸを適用済みでした。ただ、残り6社については適用前の会

社でしたので、すべての会社が導入していたことになります。 

 それでこの導入に伴う簡素化･簡略化を検討したのが次です。 
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制度調査全項目で59項目あり、これについて検討しました。それで簡素化が困難なアイテム、

独自の項目で簡素化できないものが37項目、省略できると判断したのが11項目。項目は省略は

できないけれど、内容的に簡略化できるのが11項目と判明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それに基づいて、簡略化の具体的な内容ですと会社の概要。これは7項目で変更はありません

が、1項目簡略化ができる。それから会社制度の信頼性を8項目に減らせるので2項目削減できる。

さらにここでは2項目簡略化ができます。それから貸借対照表、損益計算書は2項目で変更はあ

りませんが、簡略化が1項目。それから原価計算手続きについては40項目が31項目で、9項目の

削減ができる。さらに簡略化が7項目で、合計59項目が48項目に削減できて、さらに11項目が

簡略化できることがわかりました。 
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 以上をまとめますと調査59項目が48項目に減り、さらに11項目が簡略化できる。それで簡素

化の効果として25％削減できると試算しています。ですから会社にとっても、装備施設本部に

とっても大きな負担軽減になると考えています。 

 簡素化については以上ですが、残念ながら最近過大請求事案が頻発していて、関連子会社も

含めると今年だけで7社の過大請求が発覚しました。このため、装備施設本部としても、会社の

コンプライアンス強化等も視野に、制度調査や原価監査の業務を抜本的に見直さなければなら

ないと考えています。 

⑸ ライフサイクルコスト 

 ライフサイクルコストについては、一昨年に説明していますので、詳しい説明は省略し、推

移だけ説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20年から試行を始め、戦闘機Ｆ-２、次期固定翼哨戒機Ｐ-１、戦闘ヘリコプターAH-64D（ア

パッチ）の３品目から始まりました。 

21年度は新戦車、掃海艇、次期輸送機、短ＳＡＭ改が増えて７品目。 

22年度は哨戒ヘリコプターＳＨ-６０Ｋ、掃海・輸送ヘリコプターＭＣＨ、潜水艦２３ＳＳ、

０３中ＳＡＭ（０３式中距離地対空誘導弾）、ＮＢＣ偵察車、新多用途ヘリコプター、新自走

高射機関砲が増えて14品目。 

23 年度新練習ヘリコプターＴＨ-４８０Ｂ、練習ヘリコプターＴＨ-１３５、救難ヘリコプタ
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ーＵＨ-６０Ｊ、８８式対艦ミサイル、火力戦闘車が増えて昨年度は対象アイテムは 18 品目と

なっています。年次報告の対象品目が、これだけ増え装備施設本部のＬＣＣ管理室で実施して

いるものです。 

⑹ 情報セキュリティ関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成14年度に不幸な事案がいろいろ発生しました。このとき、会社からＩＰアドレスが大量

に漏れて、ＩＰアドレスを膨大な費用をかけて相手方の負担で変えてもらったことや、北朝鮮

の関係者に情報が流失したことなど、たくさん起きてしまいました。これは何とかしなければ

いけないということで、国際的な標準等も参考にして制度の構築を行っています。 

 その当時、私は通電室長在任中で、防衛装備工業会、通信電子会社６社、そして重工業各社

の協力を得て制度を立ち上げました。その時の関係者にお礼を申し上げます。 

 保護すべき情報を定義づけていますが、装備品等の関係の情報のうち、「秘密」を除く情報。

これは当然秘密保全の制度で守られていますので、それは対象にしていません。それで関係者

以外の人に、みだりに知られてしまうと業務の遂行に支障が生じる情報が対象で、防衛省とし

て指定した情報、さらに企業で指定情報に基づいて自社の設計等で作成される情報というのも

対象になります。 
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 具体的な手続きとして、契約時には特約条項をつけます。 

契約相手方に、要求基準に適合したセキュリティ対策を実施していただくもので、さらに仕様

書には保護すべき情報を明確化すべく、情報セキュリティ指定書を付けるものです。 

 そして契約の相手方には、所管の地方防衛局のセキュリティ監査官の監査を受けていただき

ます。最初は初回監査なので負担が大きくなりますが、維持監査になると少しの負担で済むの

ではないかと思います。 

 

 

 

 

 適用については16年度に4月から施行し、情報システムが最初に対象となりました。それから

18年に航空機分野に広げ、9年1月には誘導武器、19年4月からはすべての装備品を対象として

情報セキュリティの制度を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 去年9月は某社がサイバー攻撃を受けた事案が発生し、実害はありませんでしたが装備施設本

部で聞いているだけでも6社ほど、いろいろ攻撃を受けたとの報告を受けています。ですから、

この攻撃を受けて対策の強化を検討したものです。 

 それで制度改正した内容は、まず特約条項の改正要旨で、今年1月あるいは4月から適用させ

ていただいております。 

 最初に当本部、防衛省への迅速な報告として、ただちに報告をしていただくということを義

務化しています。これまでは速やかに報告という、少しのんびりした感じでしたので、改正し

ただちに、すぐさま報告していただくことを義務化しています。 
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 どのような場合かと言いますと、関係する情報を保護しているサーバー等に不正なアクセス、

あるいは感染があった場合、それとまたネットワークでつながっている別のサーバーとかパソ

コンにウイルス等の感染があった場合には、直ちに報告をしていただくというものです。 

 そして社内においては、責任者とか連絡体制の系統図をしっかり作って管理していただくこ

とを義務化しています。 

 それから対策の強化です。少なくとも１週間に１回以上、ウイルス対策ソフトをスキャンし

ていただくこと。それから常時、24時間365日。これはかなりの負担になりますが、毎日監視

をしていただきます。さらにアクセス記録については、３カ月間保存していただく。暗号の強

化も可能な範囲でお願いします。それから、分からずに開けてしまったという人が結構いるも

のですから、なりすましについての教育もやっていただくものです。 

 これが改正の内容です。いずれにしましても、不幸にして何か事案が起きたということであ

れば、すぐ当本部の緊急通報窓口が総務課の契約情報保全室になっていますので、とにかく分

かる範囲で結構ですので、すぐさま報告をお願いします。また、当本部に連絡がつかない場合

は内局の装備政策課に直接連絡されても結構です。 

⑺ 電子入札の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に電子入札の促進についてですが、簡単に説明します。 

 電子入札の趣旨は、談合防止の一環としての取組みで、入札者の方が全員顔を合わせること

はないように、説明会なども原則として行わないことで、談合を防止しようという取組みでも

あります。それから業務の効率化･適正化、そして、入札が間違いなくできるようにということ

です。３番目が、会社にとって有利というか、入札行為の省力化で、わざわざ市ヶ谷にきてい

ただく必要はありません。ですから旅費とか時間が節約できます。それから通常業務として、

ほかの業務をやりながらパソコンで入札できますので、業務の省力化になるという大きなメリ

ットがあります。これを踏まえて装備施設本部は、やむを得ない場合を除いて、原則として電

子入札をしています。23 年度は 67％ほど電子入札。384 社が電子入札で応札していただいてい

ます。 
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 それでは電子入札について、今年度の取り組みとして目標は75%というふうに置いています。

また、外部有識者の防衛調達審議会、あるいは内局の監査課から利用の促進が必要だという要

請もあり、装備施設本部としては所要の改善を図るべく、今やっております。さらに複数落札

入札制度。油などがそうなのですが、それが今ちょっとできないようなこともあるものですか

ら、システムの改修も始めております。 

 ４番目はちょっと重要ですが、特に燃料関係。これは年間で1,000件以上ございまして、一気

にやるものですから、紙のほうがいいなんていう部内の考え方もありましたが、これは今年度

から既に電子入札に移行しております。すべてはまだ移行しておりませんが、逐次移行して電

子入札にすべて移行しようという方向で今考えております。 

 それから電算機の借り上げ。これも年度当初に 250 件ぐらいございまして、今年度はもう契

約が終わっておりますが、予算の［示達］が遅いとか、いろいろあって紙入札にさせてもらっ

ていますが、これも来年度は電子入札にできないかということで、今検討しています。 
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燃料に関する講演会 

 燃料に関する講演会は、８月３日（金）ホテルグランドヒル市ヶ谷で実施いたしました。 

 石油連盟総務部広報グループ長の橋爪吉博氏を講師にお迎えし「最近の国内・外の石油事情」

と題し、特にイラン情勢を中心とした国際石油市場の動向を中心に解説をしていただきました。

そのなかで、国際石油需給見通しとして、 

経済発展に伴い、先進国は減少傾向にあ 

るものの、中国・インドの需要が２～３ 

％ずつ増加し続けると予想しています。 

一方、技術の進歩によりシェール革命が 

おこり、可採年数が２００年以上と見込 

まれているなど最新の事情について話し 

ていただきました。 

 講演には、FAX、メールにより申し込ま 

れた１００名の方が参加されました。 

 

防衛装備品の調達に関するセミナー 

 防衛装備品の調達に関するセミナーは、７月１０日（火）ホテルグランドヒル市ヶ谷で実施い

たしました。防衛省装備施設本部 調達企画課長 小座間 陽一 氏を講師としてお願いし、「中

央調達の状況及び各種取組み状況について」と題して、本年度の調達計画と装備施設本部の各種

取り組みについて、説明していただきました。 

 セミナーには、FAX、メールにより申し込まれた１７５名の方が参加されました。 

 詳しいセミナーの内容については、前述のとおりです。 

 

 

 

防衛施設の建設セミナー 

防衛施設の建設セミナーは、９月７日（金）ホテルグランドヒル市ヶ谷で実施いたしました。 

 防衛省装備施設本部 施設計画課長 増田 浩之氏に「平成２４年度防衛施設建設工事につい

て」と題して、昨年度の建設工事実施状況や本年度の建設工事実施計画を説明していただきまし

た。 

 セミナーには、FAX、メールにより申し込まれた１９２名の方が参加されました。 

 

 小座間 講師 

 

平平平成成成２２２４４４年年年度度度   業業業   務務務   実実実   施施施   状状状   況況況 
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掲掲掲 示示示 板板板   

１ 平成 24年度 防衛調達講習会「入門編」（後期）の申込みを受付けています。 

 ⑴ 実施日時及び場所 

① 実施日時：平成２４年１０月１７日（水） １２：４０～１７：４５ 

② 実施場所：ホテルグランドヒル市ヶ谷３Ｆ 「翡翠」の間 

⑵ 講習会の対象者及び定員 

 ① 対象者：防衛調達関連企業の防衛調達初任の方々 

 ② 定員 

   ３０名程度 

⑶ 受講料 

  一人当たり７千円（教材費含む。） 

  詳細は、当協会のホームページをご覧ください。 

  （URL http://www.bsk-z.or.jp） 

http://www.bsk-z.or.jp/
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▽ 日本政府の尖閣諸島国有化に抗議する中国の反日デモが続いています。９月１１日の日本政 

府の尖閣諸島国有化に触発された反日デモは、北京や広州など中国国内の約８０都市に拡大し 

ました。今回のデモは１９７２年の日中国交正常化以降、最大規模といわれています。そして、 

この反日デモはしばらく続くものと予想されています。 

 さらに、ネット上では、中国の大手サイトでサイバー攻撃を呼び掛ける書き込みなどが相次

いで、警察庁は、総務省統計局や東北大学病院など政府機関や民間企業の１９サイトがサイバ

ー攻撃を受け、ホームページ（ＨＰ）改ざんや閲覧障害の被害を確認したと発表し警戒を強め

ています。 

また、駐中国日本大使館は中国に居住する自国民に①デモ隊の標的になっている大使館や領

事館の周辺に近づかない。②一人で夜間に外出しない。③日本語の対話をできるだけ避ける。

などの指示を出したとのこと。１日も早い抗議行動の終息と安全・平穏な状態が戻るよう望み

たいものです。 

 

▽ 米 Symantecは 9月 5日、世界のサイバー犯罪動向に関する年次報告書を発表しました。今年

は昨年に比べ、SNS（ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸ･ｻｰﾋﾞｽ）や携帯端末が犯罪に使われる傾向が鮮明になったと

伝えています。 

報告書では、過去 1年でサイバー犯罪の被害に遭った成人は世界で 5億 5600万人と推計され、

これはインターネットを使う成人の 46％に相当する。1 日当たり 150 万人以上が被害に遭って

いる計算になり、また、1 人当たりの直接的な金銭被害は平均 197 ドルで、過去 1 年の被害総

額は 1100億ドルに上ると試算しています。 

 SNS や携帯端末を使ったサイバー犯罪では、SNS ユーザーの 39％が被害に遭ったことがある

と回答。具体的にはアカウントの乗っ取りやなりすまし（15％）、詐欺や不正リンク（10％）な

どの被害報告が寄せられています。 

 携帯端末ではユーザーの 31％が、見知らぬ相手から届いたメールでリンクのクリックを促さ

れたり、「伝言」と称して電話をかけるよう求められたりしたことがあると答えています。 

「便利の裏に、リスクあり」などと言われますが 

情報セキュリティ意識を保持し、被害に遭わない 

ように心がけ、安全かつ安心して便利に携帯端末 

を利用したいものです。 

 

本誌の記事中、意見にわたるものは、執筆者の 

個人的見解であることをお断りしておきます。 
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