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は し が き  

 

現代人は、コンピューターがなければ生活が成り立たないほどコンピューターに深く依

存している。社会全体が IT インフラに依存する環境では、個人だけでなく、企業、政府、

産業すべてがサイバー攻撃の対象になりうるとも言われている。  

本小冊子は、ノースロップ・グラマン社の研究員が米中経済・安全保障調査委員会に提

出した報告書「Occupying the Information High Ground :Chinese Capabilities for 

Computer Network Operations and Cyber Espionage （情報優位の獲得－中国のコンピ

ュータ・ネットワーク作戦とサイバースパイ行為）」の主要部分（付録、参考文献等を除く）

を翻訳したものである。また、本報告書は、2009 年に発表された「中華人民共和国のサイ

バー戦とコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテーション能力」のフォローアップ

である。前報告書は、BSK 第 22－5 号に収録されている。  

 

この報告書は、サイバー空間で活動に必要な多様かつ先進の能力を生み出すべく、軍民

の資源をすべて利用しようとひたすら努力している中国の姿を示している。このような努

力の結果、情報戦等における能力が強化されるに従い、それらの能力を、これまでは中国

には不可能であった方法で、たとえば抑止ツールとして、技術的に進んだ相手国の軍事能

力を低下させるため、あるいは重要インフラを停止させるための攻撃兵器として使用する

ことが可能となった。これにより、人民解放軍の指揮官は、ほぼ間違いなく実際の戦闘等

に先立って、電子戦兵器、ネットワーク攻撃ツール、及び情報窃取ツールにより米国の兵

站システムと C4ISR システムを標的にすると考えられるにもかかわらず、米国においては

「たとえ状況証拠が中国を犯人と指し示しても、責任の帰属に関する決定的な証拠が不足

している場合、米軍ネットワーク等への攻撃に対する適切な対応オプションを直ちに決定

するための法律又は政策が現在は存在していない」という問題点があることを指摘してい

る。その他、本報告書では、地球規模に分散したサプライチェーン・ネットワークがもた

らす米国の電気通信サプライチェーンに対する潜在的なリスクや米国と中国の情報セキュ

リティ会社同士の提携がもたらすセンシティブなデータへの違法なアクセスへの可能性に

対する懸念などが指摘されている。  

 

本小冊子は、中国に起因するとも言われているインシデントが多発する中、サイバー空

間における脅威の動向を理解する最適な参考資料となるであろう。本小冊子が、我が国の

情報セキュリティ体制の向上にいささかでも貢献できれば望外の幸せである。  

平成２４年９月  

公益財団法人  防衛基盤整備協会  

理事長  宇  田  川  新  一  
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 1 記述範囲  

 

本調査の目的は、2009 年に、米中経済・安全保障調査委員会に提出された「中国のコン

ピュータ・ネットワーク作戦能力の進展と中国を発信源とするネットワーク侵入インシデ

ント」に関する評価を、より詳細にフォローアップし、かつ拡充することである。連続し

たインシデントがメディアにより明らかにされ、さらに、より多くの組織が自発的にイン

シデントを公表するようになったことにより、中国が起因とされる民間及び政府双方のネ

ットワークへの侵入に対する懸念は過去 2 年間で増大した。委員会は、2009 年以降の進

展状況の調査、中国のサイバー・セキュリティに関連する新しい問題、及び米国の利益に

対する潜在的リスクの調査を要請した。具体的には、ノースロップ・グラマンの情報セキ

ュリティアナリストに対して、委員会は次の調査を委託した。  

 

①中国人民解放軍の作戦コンセプト及び戦略的指針の開発に関わっている主要な軍の機

関及び著名な著述家を含む中国のサイバー戦（cyber-warfare）戦略の開発の現状。  

 

②米国のネットワークへ侵入し、情報を収集するためのコンピュータ・ネットワーク・エ

クスプロイテイション（computer network exploitation：CNE）（以下、CNE）の慣

行と能力に関する新しい進展。  

 

③米国のシステム及びインフラが依存するネットワークに対して中国が攻撃を実施した

場合の米国本土（CONUS）のみならず西太平洋地域における米軍に対する潜在的な影

響。  

 

④コンピュータ・ネットワーク作戦（Computer Network Operations：CNO）（以下、

CNO）とコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）の開発に携

わっていると見られる中国の主要なアクター：これらのグループと彼らを支援している

政府後援組織との組織的なつながりについて特定できるあらゆる事項。  

 

⑤中国で最も卓越した又は影響力のある電気通信研究所、企業、及びコンソーシアムの活

動と研究上の関心事項、並びにそれらの組織と、人民解放軍、政府、又はセキュリティ

若しくは情報技術を所管する省庁とのあらゆる実質的なつながりの評価。  

 

⑥現在サイバー犯罪で使用されているツール・技術と中国を起因とする国家が後援する作

戦で使用されているツール・技術との差異を見出すための比較評価。それにより、サイ

バー犯罪とサイバースパイ活動に共通な作戦とツールを導き出すことができる。  
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⑦中国と米国のサイバー・セキュリティ会社の提携によってもたらされるかもしれない潜

在的なネットワーク・セキュリティの脆弱性の調査と評価。  

 

本調査のために使用した中国の資料源は、信頼すべき人民解放軍の出版物又は著述書、

科学技術政策に責任を有する政府機関、防衛産業、及び情報技術セクターの出版物、関連

した産業のウェブサイト及び出版物、並びに情報技術産業メディア及びイベントのレポー

トである。：中国の情報戦（Information Warfare：IW）（以下、IW）プログラムの発展に

関与している大学及び企業の役割に関する追加資料は、技術ジャーナル、研究紀要、中国

の大学及び人民解放軍により後援された学術論文、並びに情報戦関連分野の研究をしてい

る民間研究機関から入手した。  

 

最近の中国が起因とされる侵入と電気通信サプライチェーンの脆弱性に関する分析は、

非機密の公開されている情報に基づくものである。潜在的な脆弱性に関する今回の分析は、

将来の米国の電気通信サプライチェーンをより良く保護するための方法を、継続かつ詳細

に研究・分析する際の評価基準となるよう意図されている。  

 

本調査の成果は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）をより広範な軍事及びイン

テリジェンスへ統合するために行われている現在の中国の努力の包括的な調査と、コンピ

ュータ・ネットワーク作戦（CNO）に関連する分野の研究開発の優先順位に関する寸評（ス

ナップショット）を提供していることである。この成果が、企業及び政府双方の政策担当

者、中国スペシャリスト、及び情報作戦（ information operation）専門家の有益な参考資

料としても用いられることを願っている。  
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2 要旨  

 

過去 20 年にわたる人民解放軍の継続した近代化努力は、軍隊内における注目に値する

変革を引き起こし、近代的な C4ISR（Command、Control、Communications、Computers、  

Intelligence、Surveillance、and Reconnaissance）基盤を構築した。これは、人民解放

軍の長期発展計画のための戦略指針の中心をなすものである。C4ISR システムの近代化を

優先させたことにより、紛争の間、敵の情報システムを制圧する一方で、軍事及び民間ネ

ットワークを防護することを可能とする統合情報戦（ integrated information warfare）

能力の開発を促進することができた。  

 

（１）情報戦（IW）戦略  

 

人民解放軍の指導者は、戦いの成否は敵の情報と情報システムを先行的に制圧する能力

に依存しているという考えを信奉してきた。そして、情報と情報システムを制圧すること

が、丁度、物理的領域における高地と同じように、戦場において優位な立場を占有するた

めの目標となった。  

 

人民解放軍は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）戦略の存在を公的には明らか

にしていない。人民解放軍は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）を、電子戦、心

理戦、物理的攻撃、及び欺瞞工作などの情報戦（ IW）の構成要素とともに、「情報対応

（ information confrontation）」として広く知られている統合フレームワークに統合する方

向に動いているように見える。人民解放軍内で議論されているところによると、このコン

セプトは、電子的及び非電子的な攻勢的及び防勢的な情報戦の全ての要素を単一の指揮官

の下に統合しようとするものである。  

 

過去 10 年の初期の段階において、人民解放軍は、統合ネットワーク電子戦（ (Integrated 

Network Electronic Warfare：INEW）（以下、INEW）と呼ばれる攻勢的な情報戦のため

の多層アプローチを採用してきた。現在、人民解放軍は、唯一の戦闘司令官の下に、情報

戦の様々な構成要素を統合することを目指した、より広範な概念化としての情報対応

（ information confrontation）の方へ動いている。攻勢及び防勢任務がより緊密に調整さ

れ、かつこれらの任務が相互に支援されなければならないという必要性は、情報戦を人民

解放軍の作戦目的と密接に統合しなければならないという認識により促進されている。総

参謀部の機構の中に情報保証コマンド（ information assurance command）を創設したこ

とは、人民解放軍が、情報戦に関してより中央集権的な指揮権を創設していることを示唆

している。そして、その指揮権は、少なくても人民解放軍全体のネットワーク防衛の責任

を有するものであろう。  
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統合作戦と情報戦における中国の能力が強化されるに従い、それらの能力を、これまで

は中国には不可能であった方法で、たとえば抑止ツールとして、技術的に進んだ相手国の

軍事能力を低下させるための攻撃兵器として、又は重要インフラを停止させるための攻撃

兵器として使用することで、米国の指導者と同盟国の指導者に対して、西太平洋地域の国

又は台湾を攻撃するなどの中国が始めた紛争に介入するという決定を評価する際により困

難なリスク計算を強いるであろう。  

 

（２）中国の米国に対するネットワーク戦（Network Warfare）の使用  

 

中国のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）能力は、紛争時に米国の軍事作戦に対

して真のリスクをもたらすまでに十分に向上した。中国本土の攻撃から台湾を防衛するこ

とは、西太平洋における１つの不測事態である。その場合の米国の成功は、対応の早さと

台湾を防衛するために必要かつ十分な兵力を現地に派遣する軍の能力に依存している。人

民解放軍のアナリストは、一貫して、兵站インフラと C4ISR インフラを、米国の重心で

あると特定している。このことは、人民解放軍の指揮官が、ほぼ間違いなく電子対策兵器、

ネットワーク攻撃ツール、及び情報収集ツールをもって、米軍の派遣を遅らせるため又は

紛争における能力を低下させるために、実際の戦闘に先行して、これらの米軍のシステム

を攻撃することを示唆している。  

 

戦闘が開始するまで又は中国のコンピュータ・ネットワーク攻撃（ computer network 

attack：CNA）（以下、CNA）チームが、標的とされたネットワークに対して彼らのツー

ルで攻撃を実行するまでは、先行的な侵入の影響はすぐには観測も探知もできないであろ

う。たとえ状況証拠が中国を犯人であると指し示したとしても、決定的な証拠が不足して

いる状況において、米軍又は民間ネットワークに対する大規模な攻撃に対応する適切なオ

プションを容易に決定するための政策は、現在のところ存在しない。北京は、この状況を

理解しており、米軍の意思決定を遅らせるために、米国の政策立案及び法的な枠組におけ

るこの灰色の部分を利用しようとするかもしれない。  

 

（３）中国のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）を支援している主要な団体と機  

   関  

 

コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）及び統合ネットワーク電子戦（INEW）能力

を使用するという決定は、上級の政治及び軍事指導者の責任であり、かつ危機の際に軍事

力を使用するというより重要な問題の一部である。しかし、一旦その決定がなされたなら

ば、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の軍事利用のための作戦統制は、人民解放

軍総参謀部（GSD）の第３部と第４部の責任であろう。中国の主要なシギント収集部門で
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ある第３部には、ネットワーク防衛とたぶん情報収集の任務が与えられているようである。

伝統的に人民解放軍の電子戦部門である第４部は、ネットワーク攻撃任務の責任を有して

いるようである。  

 

中国政府は、民間の IT 企業及び民間の大学における攻勢的及び防勢的双方のコンピュ

ータ・ネットワーク作戦（CNO）に関連した研究を支援するために、補助金プログラムに

活発に資金を提供している。中国の大学における技術的プログラム、カリキュラム、研究

の焦点、及び情報戦能力に貢献する分野の研究開発の調査結果は、大学、政府、及び軍組

織と中国全土の民間ハイテク企業との関係の幅の広さと複雑さを示している。中国政府は

（若干のケースでは人民解放軍と協力して）、民間の大学の情報戦に関連した研究に資金を

提供するために、少なくても５つの確立した国家補助金プログラムを使用している。中国

全土で情報セキュリティ研究を実施している少なくとも 50 の民間大学は、およそ５つの

主要な国家レベルのハイテク技術補助金プログラムの１つ以上から助成を得ている。その

ことは、彼らの広範な技術開発計画が、公表されている国家優先事項に一致していること

を示している。  

 

人民解放軍は、デュアルユース、軍仕様のマイクロエレクトロニクス、及び電気通信分

野において中国の民間の IT セクターにかなり依存している。人民解放軍は、特定の国営

IT 会社を防衛に特化させて孤立させるよりはむしろその研究開発の広範な基盤を利用し

て、中国の民間の IT 会社や大学と協力させることにより、民間製品の顧客として、ある

いは研究開発の名目上の顧客としての利益を得ている。また、人民解放軍は、中国の民間

企業とその合法的な外国のパートナーによって実施される最先端の研究へアクセスするこ

とで、利益を得ている。その外国のパートナーは、重要な技術を供給するとともに、しば

しば研究開発費を分担している。  

 

この戦略から人民解放軍が得られる第２の利益は、外国との合弁事業や国際市場への中

国のアクセスによってもたらされる電気通信技術分野の最新の民生品（COTS）を直ぐに

利用できることである。  

 

中国と世界最大級の電気通信ハードウェア・メーカーとの緊密な関係は、米軍、政府機

関、防衛企業等を支えているマイクロエレクトロニクスのサプライチェーンに対する国家

が後援する又は国家が指示する侵入（penetration）のための潜在的な手段を作りだしてい

る。しかし、このような結び付きに関する証拠は一般には公表されていない。  

 

（４）米国の電気通信サプライチェーンに対する潜在的なリスク  
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地球規模に分散したサプライチェーン・ネットワークの普及は、民間企業のあらゆるセ

クターが不正工作のリスクに晒される可能性があることを意味している。電気通信及び集

積回路（IC）のサプライチェーンへの攻撃は、具体的に言えば、上流（製造チャネル）か

らもあるいは下流（流通チャネル）からも到来する。それぞれの攻撃は、異なる機会、さ

らに異なる作戦コストを攻撃者にもたらす。  

 

集積回路（IC）が地理的に分散した場所で製造されるということは、単一のチップに地

球上の複数の場所で設計された回路が集積されていることを意味する。この方式は、新し

い製品開発のコストを削減する一方で、セキュリティと完全性に関するリスクを生み出し

ている。複雑な上流過程が厳しく管理されなければ、ルータ、スイッチ、又はその他の基

本的な電気通信ハードウェアのメーカーは、数えきれない不正工作のリスクにさらされる。

そして、それらのメーカーは、届けられた半導体が信頼でき、仕様書通りに機能し、未許

可の能力が隠蔽されていないことを保証するために厳格かつ高額なテストに依存しなけ

ればならない。  

 

半導体の上流工程である最終製品のアセンブリと流通における周到な改ざんは、重大又

は破滅的な影響を与えることもあり得る。機密システムに隠密にアクセスし、そのシステ

ムを監視することができる能力を持つ敵対者は、システムの効率を低下させたこと、偽情

報又はインストラクションを挿入することができるであろう。そのインストラクションと

は、早期故障を引き起こし又は標的とされたシステムを遠隔操作し若しくは破壊すること

を命ずるものである。被害は甚大であるという事実にもかかわらず、回路基板に不正回路

を印刷することや改ざんすることに技術的な課題の複雑さがあるために上流工程でサプラ

イチェーンへの侵入を完遂するために必要な技量や資源が隘路となり、上流工程における

攻撃は制限されるであろう。  

 

より実行可能な攻撃は、工学的及び流通的にあまり複雑でない下流工程（標的とされた

組織に半導体を供給する流通チャネル）である。外国の情報機関又は同様に洗練された攻

撃者には、「トロイの木馬」が埋め込まれたファームウェアまたはソフトウェアを含んだ偽

物のハードウェアを供給するなど、この下流のサプライチェーンへの侵入に成功する大き

な可能性がある。  

 

ハードウェア・サプライチェーン攻撃に関連した技術的及び流通的な課題のため、一般

にこれらの種類の攻撃は、国家の情報機関のような極めて資源の豊富な組織だけが実行可

能である。何故ならば、国家の情報機関は、ファームウェア攻撃を企てるために必要な技

術要員を確保するとともに、偽物のハードウェアをサプライチェーンに挿入し、標的に到

達させることを確実とする作戦上の専門知識・技量を有している。  
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攻撃者の洗練度に関係なく、電気通信サプライチェーン攻撃の成功は、国家安全保障及

び治安のための重要なインフラを支えているシステム及びネットワークに対して破滅的な

障害を引き起こす可能性を持っている。この種の攻撃の複雑さが、攻撃の成功の数を制限

するかもしれないが、もし成功したならば、その影響を小さくすることはできない。  

 

（５）犯罪行為と国家が後援するネットワーク・エクスプロイテイションとの比較分析  

 

コンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）を実行するために組織

化されたサイバー犯罪者と国家が後援するインテリジェンス専門家は、しばしば同じ環境

で、時々同じ範疇の標的に対して行動を起こす。この共通部分は、情報セキュリティ専門

家、政策担当者、実業家、並びに法執行機関及びインテリジェンス・コミュニティのメン

バーに対して、帰属問題（犯罪の責任の帰属を問うこと（訳者注））をもたらす。そして、

法執行機関及びインテリジェンス・コミュニティの全てのメンバーは、この２つのグルー

プに対して、それぞれ独特の対応を示す。この２つのグループを区別することは、単に学

問的あるいは理論的な議論だけではない。区別されることなく放置されるならば、それぞ

れのグループの活動は、複数のレベルで米国の国家安全保障に対して重大な損害を与える

可能性がある。国家が後援している専門家の情報収集は、センシティブな国家安全保障及

び政策決定情報を標的とするだけでなく、ますます米国企業と市場占有率を争っている自

国企業を支援するために必要な経済データや競合他社のデータを標的としている。  

 

メディアや企業の報告は、中国が起因とされる幾つかのインシデントを高度であると評

価している。しかし、標的とされた組織が、彼らのネットワークへの侵入を防止できなか

った又は活動を探知できなったために、多くの成功した侵入が「高度である」と評価され

ている。つまり、犠牲となった組織の多くが、これらの敵対者からの侵入を十分に防御す

るために必要な大規模又は非常に高度な情報セキュリティ組織を維持するための資源が欠

如していたというのが実情である。  

 

犯罪行為は、一般的に、単一のサーバー又は個人ユーザーの端末装置に侵入した後、そ

のアクセスを維持することに価値を置いていない。その代わりに、彼らは、狙った組織内

の多くの標的の間を移動するための高度な柔軟性と機敏さを必要としている。  

 

国家に後援されたオペレーターに起因する活動は、しばしば、地下犯罪組織のオンライ

ン・オークション又は市場では簡単に貨幣化されないが、外国政府には非常に価値のある

データを標的にしているように見える。高度な防衛技術情報、軍の運用データ、又は政府

の政策分析文書は、かつてないほどサイバー犯罪グループの優先事項となっているように

見える。  
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サイバー・インテリジェンス分析（Cyber intelligence analysis）は、組織の中のどん

な情報が標的になるかに関する洞察を深めるために、攻撃者の身元と攻撃者と他との連携

に加えて、盗まれた情報の推定されるエンドユーザーの身元についても考慮し始めなけれ

ばならない。カウンター・インテリジェンスの分析及びその方法と、伝統的な情報セキュ

リティ工学とを混合した総合モデルは、より描写的であるとともに、脅威に対する理解を

深めることができる。そして、それは、情報セキュリティ計画立案を支援する。  

 

（６）米国と中国の情報セキュリティ企業同士の提携：リスクと現実  

 

米国の民間組織と政府組織を標的とした中国を起因とするコンピュータ・ネットワー

ク・エクスプロイテイション（CNE）活動に関する報告が数多くなされているこの時期に

おける、今日までのところ一般的でない米国と中国の情報セキュリティ企業同士の提携は、

センシティブなネットワークへの不正なアクセスの可能性に対する懸念を引き起こしてい

る。  

 

現在までのところ、ファーウエイ・テクノロジーとシマンテックとのかつての合弁会社

が、西側の情報セキュリティ会社と中国の先端技術会社との唯一の大型提携である。4 年

の活動の後、2011 年 11 月、共同経営者は、ファーウエイがシマンテックの持ち分を買収

すると発表した。そして、ファーウエイは、シマンテックが所有する合弁株式の全てを取

得した。現時点では、他のいかなる情報セキュリティ会社も、中国における同様の取引に

関する計画を発表していない。  

 

米国又は他の西側の情報セキュリティ会社と中国の IT 会社との将来の提携関係から生

じるリスクは、主として知的財産の損失と長期的な競争力の衰退に関連している。そして、

中国との提携関係を持っている他のセクターの多くの米国企業が同じ脅威に直面してい

る。米中経済協議会（US-China Business Council）によって実施された 2011 年の調査に

よれば、知的財産侵害は、実質的に中国で活動しているすべての米国企業の懸念事項であ

った。  

 

米国又は他の西側のウイルス対策ソフト会社との提携が、必ずしも中国のパートナーに

シグネチャーデータの取得を、「Microsoft ウイルス情報企業連合（Virus Information 

Alliance：VIA）」のような企業連合体の合法的な加盟国よりも早く、許すというわけでは

ないが、長期的に見ると、それは、中国のパートナーに、米国市場へのより深いアクセス

を提供するかもしれない。  
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この種の提携に関連したリスクは、中国で活動しているセキュリティ企業に限られたも

のではない。：同じ知的財産侵害の脅威は、米国企業が活動している様々な産業と様々な国

の中に存在している。  

 

全体として言えば、中国のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の最近の発展は、

サイバー空間における多様かつ高度な能力を創造するために、利用できる資源はすべて利

用しようとする国家の完全な関与を反映している。中国の指導者にとって戦略的意義を有

するコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）は、単に軍事への適用を越え、中国の国家

発展のための長期戦略を支援するために広範囲に適用されている。  
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3 情報戦 (Information Warfare：IW)：ドクトリン、戦略、及び訓練  

 

人民解放軍は、長い間、情報支配（ information dominance）を獲得する能力が、将来

のハイテク紛争において勝利を得るための前提条件であると考えてきたが、つい最近、こ

の戦略的な前提条件を作戦上の可能性に転換するための能力の開発を始めた。人民解放軍

が敵に対する情報支配を獲得できるか否かは、人民解放軍が敵の情報システムを妨害する

一方で、自身のネットワークを防護できることが前提となる。軍民の上級指導者は、サイ

バー空間を地上、航空、海上、及び宇宙と同等の領域であると見なし、他の領域と同じく

サイバー空間を防護する任務を人民解放軍に課した。その結果、人民解放軍の計画立案者

は、より包括的な情報戦（IW）戦略を開発しているところである。その戦略は、任務を調

整するとともに任務の競合を防止するために、単一の指揮官の下に攻勢的及び防勢的任務

を統合しようとするものである。それにより、戦時にはより広範な作戦目的を支援し、あ

るいは平時には中国の戦略的な国益を防護することを確実にすることができる。  

 

中国は、これまでに公式な情報戦（IW）戦略文書を発出していないが、軍事戦略方針（军

事战略方针）として知られるハイレベルの長期的な命令を公表している。軍事戦略方針は、

国防政策の方針を明瞭に示すとともに、軍全体の近代化の長期的な進路を設定している。

この方針は、間接的に、情報戦などの戦術と具体的な戦いの原則を形作っているが、１つ

の問題だけに焦点を絞っていないため、詳述しておらず、具体的でもない。中央軍事委員

会（CMC）は、1949 年以降わずか５回しか軍事戦略方針を改訂していない。前回は、江

沢民の下で 1993 年に改訂した。1993 年の改訂では、人民解放軍は「ハイテク条件下の局

地戦」に備えなければならないと述べている。この方針は、2002 年の第 16 回党大会で、

江沢民が「情報化条件下の局地戦」に勝利する能力を開発しなければならないと述べた時

に改訂された。一見マイナーな変化に見えるが、この言葉は、人民解放軍の情報化の到来

を告げたものである。情報化とは、統合作戦を可能にするために、情報システムを通じて

すべての軍種と部隊を接続する能力である。この方針は、近代化を先導する原則として、

人民解放軍の関心を情報戦、特にコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）に向けさせる

のに役立っている。  

 

「情報化条件下の局地戦」という明確な表現は、今世紀半ばを通じて、人民解放軍の戦

略的変革の進路を確定し、この目標を達成する一連のマイルストーンを設定した。これら

のマイルストーンの第１段階は、2010 年までに、情報化と機械化（20 世紀後半の工業技

術の軍事作戦への適用）の堅固な基礎を開発することであった。次に、2020 年までに、完

全な機械化と情報化の初期段階を完了し、そして、2050 年まで人民解放軍の完全な情報化

を達成することである。計画は、近代化を達成するための明確なロードマップを設計した

が、中国の軍指導者は、情報化への移行を段階的に実施することが待ち切れず、この戦略
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の３つの要素（統合化、情報化、機械化（訳者注））を同時に実施するべきことを了承した。

その結果、中央軍事員会は、「跳躍式発展（ leap-ahead development：跨越式发展）方式

を決定した。その方式とは、2050 年までに軍の完全な情報化を達成するのに必要な技術の

開発を追求する間、同時に軍の完全な機械化のための取組みを継続するというものである。

人民解放軍の上級指導者は、この目標を達成するためには、複数の情報システムを統合し、

そして、部隊の訓練・装備・運用について新しい方式を採用する必要があることを認識し

ていた。  

 

―2004 年以降の中国の国防白書は、人民解放軍が、「機械化」と「情報化」を同時に、

しかし、選択的に追求していることを強調している。つまり、ネットワーク化により

古い兵器基盤の性能向上を図りながら、C4ISR や航空機などの幾つかの分野で重点的

に取組むことを選択している。C4ISR 近代化の重視は、人民解放軍の現在の改革にお

ける重要な要素であった。  

 

―1999 年以降、人民解放軍の戦略とドクトリンにおける明白な変化は、短期間かつ高強

度の戦闘の遂行を目的に、軍を準備し、戦闘効果を改善し、そして情報支配を獲得す

るための最先端技術の適用に集中したことである。全体的に、これらのステップは、

敵の最重要な資産に対して人民解放軍の最高の能力を集中することにより戦闘の初

期において（軍事技術面で優越した敵に対して（訳者注））技術的な土俵を対等にす

ることを意味している。  

 

（１）新しい歴史的使命  

 

人民解放軍の指導者層は、2002 年の第 16 回党大会以来、長期的な軍の近代化について

繰り返し再確認した。胡錦濤主席のリーダーシップの下で、党大会の間に、人民解放軍は

広範な戦略的指導理論を発表した。それは、将来の軍の近代化計画の主要なフレームワー

クとして「科学的開発」を採用し、「新世紀の新時代における軍の新しい歴史的使命（New 

Historic Missions of the Armed Forces in the New Period of the New Century ）」とし

て知られる新しい国防戦略によって軍の伝統的な役割を拡大するものであった。胡錦濤は、

彼が委員会の議長を引き受けた直後の 2004 年 12 月の拡大中央委員会で  「３つの支援と

１つの役割（Three Provides and the One Role）」として知られる新しい歴史的使命を発

表し、そして、2007 年の第 17 回党大会で公式にそれを導入した。人民解放軍の新しい歴

史的使命には、軍の能力を台湾有事を越えた能力に高めること、さらに、国家経済発展、

拡大された領域権益、及び共産党に対する支援などの国家戦略目的に対する軍の支援が含

まれた。「科学的な発展」に続く胡錦濤のより広範な指針である「新しい歴史的使命」は、

完全に情報化された戦力構造を構築するという人民解放軍の基本的な関心を変更すること
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はなかったが、一方で人民解放軍の責任の範囲を大きく拡大した。新しい歴史的使命は、

次の４つの広範な任務を人民解放軍に課した。  

 

①党の支配を強化するための保証を提供する。  

②国家発展のための重要な戦略的機会を確実にするために強固な安全の保証を提供す

る。  

③国益を保護するために、強力な戦略的な支援を提供する。  

④世界平和を保護し、共通の発展を促進するために重要な役割を果たす。  

 

人民解放軍の指導者は、第３番目の役割が中国の安全保障上の死活的な領域として宇宙

と遠方の海域だけでなく、電磁スペクトラムも含めたことを考慮して、更なる責任を追加

した。それは、既に、より洗練された情報戦能力の開発に対する人民解放軍の投資の促進

に表れている。中国の経済活動のための国際ネットワークへの連結性に対する増大しつつ

ある依存、及び人民解放軍の軍近代化を支援するための情報システムに対する増大しつつ

ある依存が、サイバー空間及び電磁領域を中国の国家安全保障に死活的な領域であると見

なす決定を促進したようである。  

 

―電磁スペクトラムを「５番目の戦場」であると見なしたということは、電磁スペクト

ラムを地上、航空、海上、及び宇宙環境と対等な地位に置くということである。  

 

―人民解放軍の軍事科学技術院（Academy of Military Science）の上級研究者は、中国

軍の公式新聞である解放軍報（PLA Daily）のインタビューの中で、サイバー防衛に

関する首尾一貫した指針の制定を支援するために、ネットワーク戦（network warfare）

が中国のより幅広い国家安全保障戦略に統合されなければならないと述べた。  

 

―新しい歴史的使命において拡大した任務は、人民解放軍に対して戦略的近代化目標に

向かっての相当の進歩を要求している。特にすべての軍種の部隊間のネットワークの

連結性とインターオペラビリティを確実にするための情報化を要求している  

 

（２）情報化と「システムのシステム（System of Systems）」理論  

 

情報化は、人民解放軍の指導戦略（guiding strategy）であり続けている。：それを実行

するために、人民解放軍は、「システムのシステム（体系作战）」と呼ばれているシステム

工学の原則に取組んでいる。そして、彼らは、それを、統合作戦目的を達成するための情

報システム統合の手段として適用している。これらの活動は、軍全体の訓練を導くととも
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に、例えば統合化指揮ネットワークの構築や軍全体の複数の複雑なネットワークの結合の

ような取組み方を促進している。  

 

―「システムのシステム」作戦の強調は、胡錦濤によって以前に発表された中央軍事委

員会の指針と一致するとともに、ありうる将来の紛争の性格に関する人民解放軍の認

識を反映している。  

 

―2006 年 6 月の全軍訓練会議で、胡錦濤は、「情報化条件下の局地戦」はシステムに対

するシステムの戦いであり、融合した統合作戦の基本的な形態になると断言した。  

 

―解放軍報は、情報戦下の戦闘は、敵対者が完全にシステム化された地上、海上、航空、

宇宙、及び電磁領域の兵力を使用することに特徴づけられると記述した。  

 

「システムのシステム」理論の定義は、人民解放軍の著述者によって異なるが、ほとん

どの著述者は、それらが運用される領域に関係なく、異なる兵器プラットホーム、C4ISR

システム、及び部隊と関連する複数かつ複雑な「大規模なシステム」を連接している情報

システムとネットワークを使用していることを強調している。システム運用理論との関連

で言えば、情報戦は、人民解放軍の著述者によれば、このコンセプトの下で統合されてい

る幾つもある大規模システムの内の１つであると見なされている。しかし、それは、戦場

認識、情報伝達、及び指揮ネットワークに影響する能力を保有している。そのシステム運

用コンセプトは、全ての軍種の部隊の情報を、複数の指揮レベルがアクセスできる共通作

戦状況表示（common operating picture：COP）に統合することを基本的に強調している。

「システムのシステム」運用は、最終的には、成熟した統合作戦能力を人民解放軍にもた

らすように意図されている。  

 

党と軍の公式報道によると、総参謀部の指導者は、兵力統合に向かっての前進を加速す

るために、第 12 次 5 か年計画（2011-2015）の間に、人民解放軍の訓練体制を実質的に改

革することを予定している。さらに「システムのシステム」運用原則は、訓練改革の中核

となり、第 12 次 5 か年計画の訓練近代化目標において中心的役割を果たしていることを

強調している。  

 

―2011 年 9 月に、総参謀部は、「第 12 次 5 か年計画の軍事訓練改革の全体計画」を発

出した。それは、新しい訓練方法を確立しようとしている。その訓練方法により、人

民解放軍は、近代戦闘に、システム運用を適用することが可能となる。  
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―人民解放軍の各種メディアによれば、総参謀部の 2010 年と 2011 年の訓練指示は、戦

略的作戦行動、連合兵種目標、統合した指揮プラットホームの練度の向上、情報共有、

及びシステム運用に焦点を当てたものであった。  

 

―「システムのシステム」運用原則の出現は、2010 年の訓練の焦点となった。2009 年

の総参謀部の訓練指針は、情報化された条件下でのシステム運用の実行の必要性を強

調していたが、それを中心テーマとはしていなかった。  

 

―2011 年、軍構造における情報化と近代化の努力に関する人民解放軍の調整機関の一つ

である「全陸軍情報化作業オフィス（All Army Informationization Work Office）」の

副部長であるワン・シァォ・ミン（王  暁明）上級大佐は、「システムのシステム」運

用に関する分析結果を発表した。その分析結果は、人民解放軍が依然として、この構

成概念を実現する方法について「深いレベルの矛盾と問題を解決しよう」としている

ことを示唆するものであった。  

 

（３）情報対抗（Information Confrontation）理論  

 

電磁領域の作戦の必要性は、人民解放軍を、情報戦の新しい戦い方を定式化することに

駆り立てた。情報戦の新しい戦い方は、情報対抗（ information confrontation：信息对抗）

と呼ばれ、「システムのシステム」運用理論を情報戦に適用したものである。それは、単

一の指揮構造の下に連接された個別の能力からなる大規模システムであり、かつ全体の作

戦計画に十分に統合されたものであると考えられている。  

 

このコンセプトの支持者は、情報対抗（ information confrontation）の適用は情報戦の

能力を拡大し、戦域指揮官をより統合化した方法で支援することを強調している。  

例えば、ネットワーク戦、電子戦、心理戦、水中音響戦などの複数の情報戦能力を束ね

て、攻勢作戦と防勢作戦を調整することができるまとまりのあるシステムにすることは、

単なる統合ネットワーク電子戦（INEW）の攻勢的な電子フレームワークを超えて中国の

情報戦（IW）戦略を前進させる。  

 

―2002 年に人民解放軍が採用した統合ネットワーク電子戦（INEW）戦略は、敵の情報

収集、処理、及び配布能力を妨害、欺瞞、及び抑制する電子戦に依存する。：電子戦

と一緒に使用されるコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）は、ウイルスを挿入す

ることにより情報とネットワークを妨害しようとするものである。  
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―しばしば情報支配を先行的に獲得するために、敵の情報センサーとネットワークを攻

撃することは、公表された人民解放軍の作戦戦略の中心的な信条である。それは、人

民解放軍の全体作戦計画における情報戦の役割を強調している。  

 

―南京軍区の人民解放軍上級将校によって書かれた 2008 年の著書「情報化統合作戦（信

息化联合作战）」は、ネットワーク攻撃と電子戦を将来の統合作戦の主要な構成要素

の１つと特定している。：そして、「大きいサイズの島の統合火力攻撃作戦（Large-sized 

island joint fire assault operations ）」に関する議論の中で、全体的な作戦効果を弱

めるために敵の指揮・統制ネットワークを麻痺させるコンピュータ・ネットワーク攻

撃（CNA）の使用を明記している。  

 

統合ネットワーク電子戦（INEW）は、人民解放軍に攻勢的な電子的情報戦のまとまり

のあるモデルを提供したが、欺瞞、心理戦、又は物理的攻撃などの他の非電子的要素を利

用せず、ネットワーク防衛を攻勢的な作戦に関連づけず、さらに、それらを単一の指揮官

の下に置こうとしなかった。人民解放軍内で現在開発されている情報対抗（Information 

confrontation）理論は、これらの欠点を是正しようとしている。具体的には、よりまとま

った指揮基盤の必要性に取組もうとしている。  

 

―2010 年に創設されたコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の調整・監督の責任

を有する総参謀部の直属の組織である人民解放軍の情報保障基地  （中国人民解放军

信息保障基地）の存在は、人民解放軍がネットワーク作戦の指揮の一元化並びにその

将来の防勢及びたぶん攻勢能力を開発しようとする意図があることを示している。こ

の組織の責任の詳細や従属関係は公表されていないが、総参謀本部の機構におけるそ

の立場は、すべての軍種の各部門に対する権限とたぶんコンピュータ・ネットワーク

作戦（CNO）を合理化する権限を有していることを示している。  

 

―情報保障基地の創設式典に、人民解放軍総参謀長チェン・ビン・ デェ゛ァ（陳炳徳）、

４人の副総参謀長、総政治部長、総後勤部長、総装備部長らの軍首脳が主席したこと

は、情報保障基地は、人民解放軍の最高レベルの指導者層から支持を受けていること

を示している。このような支持は、人民解放軍全体でコンピュータ・ネットワーク作

戦（CNO）能力の開発に取り組む意思を示していると解釈することができるであろう。 

 

―敵の情報システムに対する統合ネットワーク電子戦（INEW）は、すべてのネットワ

ーク、送信信号、及びセンサーを制圧したり、あるいはそれらの物理的破壊に影響し

ようとするものではなく、むしろ人民解放軍の計画者が、敵の意思決定、作戦、及び

士気に最も深く影響するであろうと評価したそれらのノードのみを標的にしようと
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するものである。意思決定を標的とし、情報支配を獲得しようとするこの方法は、人

民解放軍が採用に取り組んでいる「情報対抗（ information confrontation）」理論の

より幅広いフレームワークを期待していた。  

 

（４）情報戦の作戦化（Operationalizing Information Warfare）  

 

人民解放軍の情報戦に関する著述書における統合ネットワークワーク電子戦（INEW）、

情報対抗（ information confrontation）、及びこれらの能力を野外訓練・演習へ統合する

ことに関する一貫した言及は、情報戦（IW）戦略に関する人民解放軍内の理論的な議論が

大きく衰え、そして論点は、情報戦部隊をより大きな兵力構造へ統合することに移ったこ

とを示唆している。人民解放軍の演習では、ネットワーク攻撃、ネットワーク防衛、電子

対策、及び心理戦がますます、陸軍、海軍、空軍、及び戦略ミサイル部隊の作戦とともに

実施されている。  

 

―人民解放軍の演習に関する中国メディアの報道は、統合ネットワーク電子戦（INEW）

部隊の存在については明確に言及していないが、統合ネットワーク電子戦（INEW）

戦略の攻勢的要素を含む人民解放軍の情報対抗（ information confrontation）理論の

全ての構成要素、例えば敵の指揮ネットワークへのネットワーク攻撃、敵の情報収集

を妨害するための電子対策、及び心理戦などを専門とする野戦部隊について頻繁に言

及している。  

 

―2009 年、2010 年、2011 年の人民解放軍の主要な演習では、主要な部隊の攻撃的な技

術を改善するため、あるいはネットワーク攻撃と電子戦攻撃に対して前線部隊を防衛

する能力を試験するために、情報対抗（ information confrontation）の中心要素の全

てが演習のテーマに含まれていた。  

―2011 年 10 月下旬に山東省で実施された複数軍種演習「統合 -2011」では、「統合情報

攻勢的・防勢的作戦」が、統合火力攻撃、統合作戦計画、統合偵察、及び早期警戒と

同じように重要視され、演習の主要なテーマの１つとして含まれていた、と北海艦隊

の司令官は、国営テレビのニュース番組で述べた。  

 

―複数地域から 30,000 人が参加した「任務活動 2010」は、10 月 10 日から 11 月 3 日

まで実施された。３つの軍管区から参加した陸軍部隊の目的は、大規模な統合作戦遂

行能力をテストすることであった。解放軍報によると、演習は、コンピュータ・ネッ

トワーク作戦（CNO）部隊による参加部隊の指揮統制システムへの攻撃を特徴として

いた。このことは、指導者層が、敵のシステムを麻痺させ情報優勢（ information 
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superiority）を獲得するための能力の開発に、戦略的優先順位を継続して置いている

ことを反映している。  

 

―総参謀部参謀長補佐（助理）チェン・ヤン中将は、演習の後、総括の中で、「通信と

電子対策の他にネットワーク対抗が初めて、演習のすべての段階とすべての行動を通

して実施された。これは、情報システム基盤の「システムのシステム」対抗演習を組

織するための新しいモデルが作られたことを示している」と指摘した。  

 

―中国全土の３つの軍管区から師団レベルの部隊が参加して、2009 年 8 月に実施され

た 13 日間の広州軍管区の演習「躍進 2009」では、演習に参加した部隊を評価する８

つの評価項目の一つとして情報対抗（ information confrontation）が加えられた。演

習テーマとしてのこれらの技術への関心は、これらの能力が統合作戦においてその他

の重要な任務及び機能領域と統合されつつあることを示唆している。  

 

人民解放軍の指導者層の強い支持並びにシステム運用、情報対抗（ information 

confrontation）及び兵力構造の完全な情報化に対する継続した関心にもかかわらず、少  

なくとも数人の上級将校は、未だ改善されていない欠点に関する率直な評価を提供した。 

 

―広州軍管区軍事訓練部のチェン・ウェイ  ・ヂャン（陳魏占）は、2011 年 9 月 27 日

の CCTV－７のインタビューの中で、人民解放軍の情報化について、「依然として全体

的な発展の最初の段階にあり、兵器と装備については多くの世代が同時に存在し、部

隊の基本的な状態にはかなりの隔たりがあり、そして、情報化のレベルは高くない。」

と述べた。  

 

―中でも注目すべきことは、陳は、さらに「非互換性のソフトウェア・システムと不適

合ハードウェア・インターフェースが依然存在し、さらに非統一のデータフォーマッ

トが目立ち、戦闘部隊の共同訓練の実施を著しく制限している」と指摘した。これら

のことは、全てのレベルの司令部に対して関連部隊全体の共通作戦状況表示（common 

operating picture：COP）を提供することを可能とする統合化システム作戦能力を整

備するという中央軍事委員会及び総参謀部の目標にとって重大な障害が残っている

ことを示唆している。  

 

（５）訓練の現実性を高める青軍情報戦部隊  
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中国の「サイバー戦部隊」の創設：広州軍管区のオンライン青軍  

司令部スタッフのより現実的なオンライン訓練のための対抗部隊の創設に関する広

州軍管区の共産党新聞「ザン・シ・バァウ（戦士報）」の 2011 年 3 月の発表は、西側

メディアと同様に現地メディアでも、人民解放軍が外国のネットワークに対するネッ

トワーク・エクスプロイテイション（情報窃取）を行う「サイバー戦士のスーパー精

鋭部隊（super-elite unit of cyberwarriors）」を創設したのではないかという憶測を呼

んだ。しかし、「ザン・シ・バァウ（戦士報）」の記事によると、本当は、部隊は、軍

管区全域に地理的に分散した人民解放軍部隊に対してネットワーク基盤の模擬訓練を

提供するものであった。そして、広州訓練基地に所在する小さな部隊の主たる任務は、

「ネットワーク・エクスプロイテイション又はその他の統合ネットワーク電子戦

（INEW）任務の形態よりむしろ、オンラインで参加している戦闘師団のスタッフを、

意思決定を含む対抗演習に参加させることである」と語った。  

 

「サイバー戦争」グループではないかというこの部隊の誤認は、2011 年 5 月 25 日

の国防部スポークスマンの記者会見での誤った声明から生じたものであった。そのス

ポークスマンは、部隊のオンラインによる訓練任務と攻勢的なサイバー・セキュリテ

ィ任務とを混同した。さらに、それに続く数日間の中国のネットワーク・スパイ行為

とネットワーク攻撃に関するメディアの関心が、誤報を増幅させた。  

 

訓練の現実性を高める青軍部隊の使用は、訓練参加部隊に対してより複雑な妨害とネッ

トワーク攻撃の環境を作ることを目的に、陸軍又は空軍の伝統的な対抗部隊（opposition 

forces：OPFOR）から情報対抗（ information confrontation）任務を持った対抗部隊にま

で拡大された。人民解放軍の最重要な訓練テーマとしての情報化の採用は、多くの訓練・

演習において「複雑な電磁環境」（complex electromagnetic environments：CEME）の

使用を標準化した。：しかし、人民解放軍の演習に関する公開情報は、コンピュータ・ネッ

トワーク攻撃（CNA）を通して指揮統制ネットワークを攻撃する又は重要な通信ノードを

妨害する青軍（対抗部隊）の特別の使用についてますます指摘している。そのことは、人

民解放軍が、対抗部隊として行動している部隊に対して、価値のあるより現実的な作戦上

の経験をさせるために、より現実的な情報戦環境とより多くの訓練機会を提供することを

重視していることを示唆している。  

 

2006 年に発出された総参謀部の指針は、青軍部隊を使用したより現実的かつ実戦的な対

抗演習を増加し、お膳立てされた訓練を減少することを 2006 年の優先事項とした。解放

軍報の記事によると、この重視事項は現在も継続している。  
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ヂャン・チー・バオ（战棋宝）の 2011 年 6 月の記事によると、成都軍管区の不明の砲

兵連隊は、電磁妨害やコンピュータ・ネットワーク攻撃（CAN）などの「ソフトキル」能

力のための統合ネットワーク電子戦（INEW）基盤の方法論を開発した。特に注目すべき

ことは、これらのツールは、部隊の火力支援任務へ統合するために開発されたように見え

ることである。それは、非電子戦部隊が、電子戦及びコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）

を、部外の電子戦専門部隊に依存するよりむしろ部隊固有の能力として保有しようとして

いることを示唆している。  

 

―人民解放軍の公式の雑誌によると、複数軍管区が参加した大規模な防空演習「友情

-2010」では、コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）部隊が含まれた青軍の電子

戦部隊が、赤軍の情報指揮ネットワークの能力低下を目的に調整された攻撃を実施し

た。この種の進化は、人民解放軍の現在進行中の戦場における統合ネットワーク電子

戦（INEW）の開発する洞察を提供する。これらの戦術は、紛争の初期に情報支配を

獲得するという人民解放軍の戦略とほとんど一致している。  

 

 

―公式メディアによると、複数の軍管区が参加した大規模演習「鉄拳 2009」（「情報対抗

（ information confrontation）演習とも称される」では、「ジャミング及び情報攻防

部隊（ jamming and information offense-defense units）」と呼ばれた青軍部隊は、統

合されたネットワーク及びジャミング攻撃により、赤軍の機甲歩兵地上攻撃グループ

の指揮・統制ネットワークを成功裏に制圧した。  

 

―複数軍管区の参加した機動演習「任務行動 2010」は、司令部レベルから連隊レベルま

での作戦遂行能力を改善することを目的とした。成都軍管区の共産党新聞によると、

青軍は敵の作戦を麻痺させるために、赤軍の指揮・統制ネットワークに対して、長距

離爆撃と「電子妨害とハッカー攻撃」を統合して実施した。  

  

様々な中国メディアと人民解放軍の公式メディアによれば、臨時編成の青軍部隊は、作

戦の現実性を高めるために、外国の戦術や手順を取りいれているようである。そのことは、

人民解放軍の指導者が考えている潜在的な敵対者からの攻撃に対する防御能力を開発する

ことに人民解放軍が真剣であることを示唆している。一部の部隊は、彼らの訓練の現実性

を強化するために、外国軍隊の戦術やシステムに精通した専門家を研究専門グループに確

保している。  

 

―2008 年に、広州軍管区の電子対策連隊は、コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）

の様々な形態に対応する部隊の訓練方法を開発するために、模擬情報戦闘分遣隊とし
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ての働きをする青チームを連隊内に創設した。その青チームは、外国軍隊の戦術を調

査し、類似した器材を使用し、そして、電子戦装置をアップグレードするために不明

の研究所と協力した。  

 

（６）平時のコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）に関する

人民解放軍の展望  

 

コンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）に関する信頼すべき人民解放軍の著述書は、

主として作戦行動中の情報支配の獲得のような課題に取り組んでいる。すなわち、最大の

戦略的成果を得るために、敵対者の認知の形成、情報化条件の下で作戦若しくは訓練、又

は人民解放軍のネットワーク防衛力の強化などの課題である。一方、ネットワーク・エク

スプロイテイション（情報窃取）や偵察に関する議論は、コンピュータ・ネットワーク作

戦（CNO）の攻勢的及び防勢的能力と同じ深さの分析や議論はめったに行われていない。

人民解放軍の著述者と出版物は、戦時における敵のネットワークからの情報を獲得するこ

との有効性については述べているが、高度なコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイ

テイション（CNE）を実施しているであろう他の国々と同じように、彼らはどんな作戦も

認めることを避けている。  

 

―情報収集ツールとしてのコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）

の価値に関する最も権威のある声明は、人民解放軍のドクトリンと戦略開発に先導的

な役割を果たしている軍事科学院に所属する著述者からのものである。中国共産党機

関紙「中国青年報」の 2011 年 6 月の記事は、「インターネットを通じて得られる軍事

情報の量は大きく、機密度のレベルは高く、情報はタイムリーで、そして、コストは

安い。インターネット上で繰り広げられる情報偵察活動はすでに至る所に存在し、防

護するのがとても難しい」と指摘した。  

 

―2008 年に出版された「大きいサイズの島における統合上陸作戦（Large-sized island 

joint fire assault operations ）」に適用される情報戦の広範な分析を含んだ「情報化

された統合作戦（信息化联合作战）」の著者ツァオ・ゼン・ロン（曹峥嵘）上級大佐

は、「統合ネットワーク電子偵察（ integrated network electronic reconnaissance）」

は、統合ネットワーク電子戦（INEW）の基礎であり前提であると指摘している。し

かし、その著者は、敵のネットワークに対するエクスプロイテイションやアクセスよ

りもむしろ、シギント情報の収集に関する活動を主に議論している。  

 

驚くほどのことではないが、外国の兵器システム又は重要インフラへの悪性コードの挿

入を支援する手段としてネットワーク・エクスプロイテイションに言及している権威ある
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中国の文献は、とても僅かである。しかし、少数の情報源は、この種のコンピュータ・ネ

ットワーク作戦（CNO）の潜在的価値を指摘している。このことは、少なくとも、人民解

放軍内では、このテーマに関してある程度の議論が行われていることを示唆している。  

 

―人民解放軍の情報対抗理論（Information Confrontation Theory）の著者は、「情報対

抗（Information Confrontation）兵力は、悪意のあるソフトウェアを敵の兵器システ

ムに密かに植えつけ、そして使用するまで休眠させておくこと、敵の情報システムに

悪意のあるソフトウェアを事前に挿入し敵の指揮統制システムを破壊する時に起動

させること、又は鉄道や軍事用航空路を管制する回路に悪意のあるソフトウェアを事

前に挿入しておき交通渋滞を引き起こすために電車等を間違ったルートに誘導する

ことができる。」と述べている。  
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4 中国の戦時におけるコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の使用  

 

本項は、台湾をめぐりあり得る紛争に絡んだ米国のネットワークに対する中国のコンピ

ュータ・ネットワーク作戦（CNO）に関する推理的考察である。我々は、ある程度米軍に

対する可能性のある影響を考慮するが、これは正式な評価ではない。我々は、中国のこの

種の作戦を探知・撃退するために米軍と米政府が使用するかもしれない対抗策やネットワ

ーク防御能力の詳細を考慮していない。これらの防御能力の詳細は、ほとんど秘密にされ

ている。以下は、提示されたシナリオのいずれを実行するかという中国の意図を評価して

いない。  

 

中国は、特に、台湾と本土との強制的な再統一に絡んだ例えば米国のような技術的な先

進国との潜在的な争いに備えるためにかなりの資源を注ぎ込んでいる。「新しい歴史的使命」

の設定は、現在、沿岸から遠く離れた場所での不測事態に対処する能力と領土的な目的よ

り経済的な目的のための能力を開発することを要求している。この準備と軍の近代化の大

半は、米軍が台湾を支援又はさもなければ介入するために台湾近海に接近する前に、米軍

を攻撃できる伝統的な通常兵器に重点が置かれている。しかし、情報戦兵器は、情報対抗

理論（ information confrontation theory）の下での統合作戦においてますます通常兵器と

連携・調整されて運用されるであろう。米国のような技術的に優越した敵対者に対処する

ことが、過去 20 年間、中国の情報戦に関する著作物の中心テーマであった。しかし、著

作物は、単に理論的な議論に集中するのでなく、人民解放軍の近代化戦略とドクトリンの

開発について多くの情報を提供した。米国にとって中国本土の占領から台湾を防衛すると

いう西太平洋での１つの不測事態の成功は、対応の速度と台湾を防衛するために必要かつ

十分な軍隊を現地に派遣する能力に依存している。  

 

 

確かに、台湾が米国にとって対応時間が死活的であるいう唯一の潜在的な発火点ではな

いが、米国の兵站インフラと指揮・統制インフラに対して最大の緊張を与える潜在的な発

火点であることは間違いない。そして、偶然の一致ではなく、人民解放軍のアナリストは、

一貫して、これらの２つの構成要素を、この地域における米軍の成功を妨害する戦略的重

心（centers of gravity）であると特定している。  

 

米国の兵站と指揮・統制に対する（中国の）関心の一般的な戦略的及び作戦上の意味あ

いは、米国と西側のあらゆる国における中国軍研究の不可欠の要素である。しかし、この

問題は、中国のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の適用に絡んで、次の２つのポ

イントで揺れ動いている。  
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第１に、米国の兵站を標的とする中国の攻勢的なネットワーク作戦は、米国の戦闘効果

を妨害する状況を作り出す目的のために、もっぱら米国の資産、インフラ、又はその領土

だけに集中する必要はない。人民解放軍の戦略家は、この地域に所在する基地への米国の

アクセスは最も安定した時期でさえ困難に直面していることに気付いている。場合によっ

てはアクセスが保証されていない危機の間、非海軍兵力は、この地域へ兵力を投入するた

めにこの地域の固定基地に依存しなければならない。米国とホスト国の間の目に見える亀

裂は、ホスト国の米軍への支援に反対するという中国の意思を公然と伝えるために実施さ

れるホスト国のインフラ又は軍に対するネットワーク攻撃によって、さらに悪化するであ

ろう。米軍の基地や戦闘活動を支援するホスト国のインフラに対するネットワーク攻撃は、

激しい反発や米本土への物理的攻撃へのエスカレーションの危険を冒すことなく、米本土

の米国のインフラ又はネットワークに侵入し、それらを破壊するのと同じくらい効果的で

あるかもしれない。  

 

物理的インフラに衝撃を与えるだけでなく、米国とホスト国との政治的及び外交的な軋

轢を露呈させることもできるこれらの攻勢的なネットワーク作戦は、中国が利用するネッ

トワーク基盤の認識上の作戦及びプロパガンダ作戦とは異なるものである。もう１つの外

交上の危機を作り、米国の指導者層の注意を軍事情勢からそらす又は米国の危機の認識を

変える中国のやり方は、物理的な攻撃やコンピュータ上での攻撃だけでなく認知上の攻撃

の重要性に関する中国の情報戦理論の豊かな伝統に一致している。  

 

第２に、中国の戦略家と作戦上の指導者は、情報戦を先制攻撃のツールとして、他のど

んな戦闘手段とも同程度に重要であると見ている。ドクトリンや戦略に関する著作物は、

敵対的行為の前又は開始時に情報支配を獲得し、潜在的な抑止効果を得るために情報戦ツ

ールを利用することの重要性を強調している。コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）

は、特に、敵対者に合図を送ったり、抑止メッセージを強調するための価値を持っている。

米太平洋軍（PACOM）に対する先制的なコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）に際

し、人民解放軍は、いかなる米中直接紛争であっても、数週間前又は数か月前に密かに設

置したアクセスを通じてツール（マルウエア）の挿入を開始するであろう。米軍、政府、

及び民間部門のネットワークに対するほぼ 10 年間のネットワーク・エクスプロイテイシ

ョン（情報収集）の成果を利用することにより、太平洋軍の責任領域に存在する兵站ネッ

トワーク、指揮・統制インフラ、情報収集システム、及び例えば輸送又は民間物流業者な

どの軍事作戦を直接支援する潜在的な民間標的を含むネットワークを様々に組み合わせて

標的にするかもしれない。中国の情報戦（IW）戦略は、コンピュータ・ネットワーク作戦

（CNO）において敵のネットワークを麻痺させ、対応を遅延させることを強調している。

さらに、物理的攻撃の議論においても、そのポイントが破壊されたならば、全体の活動が

麻痺する適切なポイントを選定することが言及されている。これに反して、中国が、細部
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かつ広範囲に破壊的な攻撃で米軍を打破しようとするならば、ほぼ間違いなく、北京の当

初の戦略的な意図から大きく離れ、戦況は段階的に拡大し、（中国の）作戦目標を転換する

という結果になるであろう。そして、それは、台湾を本土と再統一することを目的とする

作戦に必要な資源を、他の作戦に転用することを中国の指導者に強要するリスクがある。  

 

―情報対抗（ information confrontation）と特にコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）

に関する軍の著作物は、全面的な戦闘に拡大する前に、敵に敗北を認めさせることを

強要するための先制攻撃手段として、これらのツールが提供する抑止力としての価値

をしばしば強調している。  

―ある権威のある人民解放軍の消息筋は、情報戦においては、抑止と攻撃が同時に実行

できることを指摘している。そして、危機の間、帰属を判定するという難しい問題に

貴重な資源を費やすよう敵を仕向けるために攻撃を行う。これらの著作物は、情報戦

ツールの使用は中国の無血の勝利に貢献することができることを示唆している。  

 

ネットワーク攻撃とネットワーク・エクスプロイテイション（情報収集）に関する中国

の能力と資源が改善され続けているので、人民解放軍の指揮官は、自由に使えるより正確

なツールを保有するであろう。彼らは、それらのツールを、戦術レベルで使用するが、米

軍の戦闘作戦に対して戦略的な影響をもたらす能力又は生命の犠牲なしで大規模な物理的

な破壊能力を提供するものと捉えている。この様に、中国軍の計画者が、海峡危機におい

て米国の干渉の有効性を制限するために利用できるオプションの数は急速に増加している。

中国の民間 IT セクターと人民解放軍の緊密な協力の副産物である改善された C4ISR イン

フラの広範な利用により、米国と同盟国のこの地域への展開・配備は、5 年前と比べても

より大きな精度でより簡単に探知・攻撃されそうである。  

 

―台湾近辺及びその周辺で活動する航母攻撃グループは、中国の宇宙配備の電子情報

（エリント）衛星、信号情報（シギント）収集、及び地上配備の OTH レーダーによ

って、ますます探知されやすくなっている。10 年間にわたる情報化の努力のお蔭で、

人民解放軍は、ますますこれらの収集システムから安全な光ファイバーケーブルを通

じて各地に所在する各級指揮官にデータを伝送することが可能となった。  

 

―人民解放軍の第２砲兵戦略ミサイル部隊は、中国の海岸から 1500–2000km までの米

軍の航母攻撃グループを標的とすることができる機動式弾頭を装備した DF-21D 中距

離対艦弾道ミサイルを配備した。  

 

―5 年前よりはるかにより精密かつ正確になった他の情報収集ソースからの目標データ

（ターゲッティング・データ）は、第２砲兵、洋上に配備されたディーゼル潜水艦、
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地域防空能力を持った海軍戦闘部隊、及び第４世代海上攻撃機との間の共同作戦を支

援することができる  

 

―中国潜水艦隊は、新しい商級原子力潜水艦（SSN）、非常に静かな元級ディーゼル潜

水艦、及びキロ級潜水艦の配備により、洗練さと静粛性の双方を改善した。これらの

潜水艦の全ては、水中発射の対艦巡航ミサイル攻撃能力を保有している。さらに、そ

の一部は、200nm（海里）を上回る射程距離を有している。  

 

―人民解放軍海軍航空部隊（PLANAF）は、海上攻撃能力を継続して改善した。そして、

ロシア製の Su-30MK2 のような第４世代機を AOB（航空戦闘序列）に加えるなどそ

の能力を向上している。  

 

―これらの全てを支援しているのは、地上、海上、航空、及び宇宙配備の C4ISR インフ

ラである。C4ISR インフラは、5 年前よりも非常に包括的になり、複数領域に所在す

る敵の戦闘部隊に関する良質な位置データを、統合された共通作戦状況図（common 

operating picture：COP）として、多くのレベルの部隊に提供することができる  

 

高度な電子戦システムと組み合わされたコンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）は、

ツールが改善され、より熟練した要員を人民解放軍が利用できるようになったことにより、

ますます中国軍の指揮官のオプションとなった。洗練された多層に配備された米国の

C4ISR ネットワークに対処するために、中国の防衛産業は、15 年以上にわたり、米国シ

ステムを標的とした宇宙基盤とネットワーク基盤の情報戦能力の開発に資源を投入した。  

 

―人民解放軍は、「最終的に優位な立場（ultimate high ground）」と呼ぶところの周回

衛星に対する直接上昇方式（Direct Ascent）ミサイルによる物理的攻撃能力、地上配

備のレーザー兵器による攻撃能力、及び画像偵察衛星に対する地上配備レーザーから

の光学的妨害の能力を開発した。  

 

―さらに、コンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）とコンピュ

ータ・ネットワーク攻撃（CNA）のツールと技術に関する人民解放軍と民間の共同開

発は、米国衛星の地上基地を支援している非機密ネットワークに侵入するための高度

な手段を提供するかもしれない。  

 

―コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）の研究開発は、標的のコンピュータ・シス

テムのバイオス（Basic Input/Output System ：BIOS）レベルからの情報窃取とよ
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り洗練したルートキットによってツール（マルウエア）を侵入させる隠密な方法に集

中した。  

 

中国の指揮官は、非常に価値のあるリアルタイムの情報を収集するため又はネットワー

クやハードウェアを破壊することなくデータを改ざんするために、米国の兵站及び指揮・

統制の重要なネットワークの奥深くへのアクセスを選択するかもしれない。米国のネット

ワーク防衛力とその他の対抗策は、一部の中国のツール及び標的活動の方法に疑問を投げ

かけるかもしれないが、C4ISR システムに対するネットワーク作戦を提唱する統合ネット

ワーク電子戦（INEW）及び情報対抗（ information confrontation）コンセプトの中国の

採用は、米国の兵站及び指揮・統制ネットワークが標的となる可能性を増加している。  

 

―人民解放軍は、「麻痺戦（paralysis warfare）」という用語を多くの種類の攻撃任務の

目的として使用しているが、コンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション

（CNE）とコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）を電子戦と組み合わせた統合ネ

ットワーク電子戦（INEW）スタイルの攻撃が、唯一、指揮・統制システムと兵站シ

ステムを標的とすることに適合している。  

 

―伝統的な航空攻撃又は弾道のミサイル攻撃と違って、特にネットワーク攻撃と情報窃

取は、伝統的な敵対的行為の開始の前に、事実上の開戦の原因（casus belli）と見な

されることなしに開始することができる。そして、ほとんど或いはまったくその攻撃

の責任が中国に帰されることなく実行することができる。  

 

コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）と情報戦に関する中国の著作物は、技術的に

進んだ敵対者との如何なる紛争においても、敵の指揮・統制、C4ISR、及び兵站システム

が主たる標的であることを長く主張してきた。米国の兵站システムと C4ISR システムを

紛争の最も重要な重心として一貫して特定していることは、人民解放軍の指揮官がほぼ間

違いなく、実際の戦闘又は正式な米国の紛争への参加に先立って、電子戦兵器、ネットワ

ーク攻撃ツール、及び情報窃取ツールでこれらのシステムを標的にしようとすることを強

く示唆している。  

―2007 年に人民解放軍が発刊した「情報化された統合作戦（ Informationized Joint 

Operations）」は、敵の指揮・統制ネットワークと兵站システムが、統合ネットワー

ク電子戦（INEW）部隊によって標的とされる最初の要素であると主張している。  

 

―実際の敵対的行為の前に、米国のシステムに対する集中的なネットワーク作戦を開始

することにより、オペレーターは、標的とするシステムを調査すること、事前に挿入
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したシステムを破壊又は受動的に監視する任務を有する悪意のあるソフトウェアへ

のアクセスを準備することができる。  

 

―中国の計画立案者は、侵入の証拠を発見させ、米軍システムが既に広範囲にわたって

侵害されていることを認めさせることにより、抑止の効果を利用しようとするかもし

れない。このことは、この種の作戦による広範な侵害の可能性を示唆している。  

 

―敵対的行為に先立つ太平洋軍の兵站ネットワークへの先制的な侵入は、情報システム

又は重要インフラを混乱させることができるであろう。さらに、それを悪意のないシ

ステムの故障のように見せかけることができれば、簡単に北京に責任を帰することも、

あるいは「ハッカー行為」と認定することさえもできないであろう。  

 

戦闘が始まるまで、または、中国のコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）チームが

標的とされたネットワークに対して彼らのツールを起動するまで、先制的な侵入の影響は

すぐには観察又は探知されないかもしれない。責任の帰属に関する決定的な証拠が不足し

ている場合には、たとえ状況証拠が中国を犯人と指し示しても、米軍又は民間ネットワー

クへの攻撃に対する適切な対応オプションを直ちに決定するための法律又は政策が現在

は存在していない。  

 

これを理解している北京は、米軍の意思決定の遅延を引き起こすために、米国の政策決

定及び法的枠組みにおけるそのような灰色の部分を簡単に利用することができるであろう。 

人民解放軍の計画立案者と軍事評論家は、米軍の有効性は、軍と民間の情報システムを統

合する能力と、戦闘の際に、この地球規模の情報システムへのアクセスを利用することに

由来することを以前から評価していた。中国の意思決定者は、米国の情報技術のすぐれた

能力を戦力乗算器（ force multiplier）であるとともに脆弱な重心であると見ている。万一、

敵対者がこれらのネットワークを侵害し、情報にアクセスすることができれば、米軍の戦

闘部隊と指揮官を麻痺させることができるであろう。人民解放軍の出版物と軍の権威のあ

る機関の著述者は、C4ISR システムを「死活的なポイント（vital point）」の標的と呼ん

だ。何故ならば、米国の効果的な戦闘は情報への即時のアクセスに依存しているからであ

る。  

 

―軍事科学技術院に在籍する人民解放軍の著述者は、2011 年の軍事科学技術院の主要な

定期刊行物である「中国軍事科学（China Military Science）」の中の記事で、敵のネ

ットワークの鍵となるノードに対するネットワーク麻痺戦が高い費用対効果をもた

らすことを強調した。そして、この種の標的活動により、小さな投資で大きな作戦上

の効果を達成することが可能なことを指摘した。  
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―それ以前の軍事科学技術院の定期刊行物における人民解放軍の著述者による記事は、

敵の指揮・統制ネットワーク、情報処理センター、通信ノード、電力供給システムを

標的とする統合ネットワーク電子戦（INEW）戦略に類似した電子対策とネットワー

ク戦を実施することの価値を強調していた。また、この同じ著述者は、「敵のコンピ

ュータ・ネットワークを麻痺させるために、ウイルスの挿入、データの削除、及びそ

の他の技術を使用」するために様々な軍民の源泉から、ネットワーク戦の資源を動員

することを推奨した。  

 

―上海交通大学のコンピュータ科学工学部の研究者は、大量のサービス拒否攻撃をテス

トするための「ネットワーク戦対策（网络战争对抗）」シミュレーション・モジュー

ルを開発した。情報セキュリティ工学のプロの開発者が運営するウェブサイトに投稿

された匿名のブログによれば、伝えられるところでは、このシステムは、不明の時間

枠におよそ 1,400 万のネットワーク・アクセス・リクエストを生成及び送信すること

ができる。これらは、サービス拒否攻撃が現在の中国軍の研究開発の関心事であり、

かつ中国軍のコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）のレパートリーの一部である

ことを示唆している。  

 

人民解放軍と国家情報機関が、報復又は公の責任追及を受けずに、米国のネットワーク

に対するコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）を長い期間実行

し続ける限り、中国の指導者は、先制的なネットワーク基盤の攻撃又は侵入のようなより

大きな冒険を犯すようになるかもしれない。そして、それは、誤算の危険性又は人民解放

軍の指導者が予期しない危機の拡大へ米国を仕向けるかもしれない二次効果や三次効果の

可能性を増大する。  

 

（1）中国のコンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）に関連する軍事作戦  

人民解放軍の情報戦プランナーと戦闘指揮官は、段階的な方法で先制的なコンピュー

タ・ネットワーク攻撃（CNA）/コンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）

を構想するであろう。作戦は、標的のネットワークへの必要なアクセスを獲得するために

必要な十分な時間を得るために公然の敵対的行為の２又は３週間前に、インテリジェンス

（諜報）目的のデータ収集ツールや破壊を目的とした悪意のあるソフトウェアを埋め込む

ために開始されるであろう。そして、人民解放軍のＤ -デイが近づいた時に米軍の指揮・統

制機能を混乱させるためにデータベースの改ざん又は他の種類のデータを破壊する作戦を

開始するであろう。  
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大半の努力は、米太平洋軍の戦域のシステム並びに米輸送軍の戦域及び本土の双方のシ

ステムに向けられるであろう。：また、輸送軍へ直接支援又はサービスを提供している民間

会社の軍の兵站システムへのネットワーク・アクセスを妨害するために、民間会社が標的

になるかもしれない。  

 

―指揮・統制及び兵站資産に対する標的活動任務は、多分コンピュータ・ネットワーク・

エクスプロイテイション（CNE）又はコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）の責

任を有する人民解放軍の専門部隊の責任であろう。その専門部隊は、政府の諜報機関、

民間のハイテク企業、及び一流大学から選抜された人員で構成される情報戦民兵部隊

を含む民間組織に支援されている。優秀なフリーランスのハッカーと中国政府の公安

機関との不透明な関係を考慮すれば、これらの活動の全ての側面でなく特定の一側面

への支援のためにこれらの個人の一部が採用されているかもしれない。  

 

―敵対行為が開始される２週間前のこれらの部隊の最初の活動は、ハワイ、日本、グア

ム、沖縄、及び韓国における太平洋軍の責任範囲周辺の主要な米軍基地と同盟国の基

地に存在する事前に乗っ取ったワークステーションへのアクセスを確認することに

向けられるであろう。  

 

―米国の兵站データとネットワークを標的とすることを任務とするチームは、太平洋軍

の時系列戦力展開リスト（Time-Phased Force Deployment List：TPFDL）及び戦闘

司令官の危機時の戦域へ兵力及び資材の移動計画に関連したネットワーク・トラフィ

ックを捕獲するために、事前に乗っ取った非機密インターネット・プロトコル・ルー

タ・ネットワーク（NIPRNET）のノード及び価値の高い民間契約者のネットワーク

に受動的な収集ツールを埋め込むことを開始するかもしれない。  

―その他のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）チームは、鍵となるノードを結び

付けているネットワークに悪意のあるソフトウェアを埋め込むことを任務としてい

るかもしれない。悪意のあるソフトウェアは、あらかじめ選択された時刻又はコンピ

ュータ・ネットワーク作戦（CNO）の１つのチームが遠隔から指令を出した時に自動

的に起動し、人民解放軍の軍事行動を支援するかもしれない。  

 

―紛争が近づくと、人民解放軍は、米太平洋軍と米輸送軍のネットワーク及びインフラ

に対してより攻撃的な行動を開始するかもしれない。そして、既存のアクセスを使用し

て、標的のルータにアクセスし、設定を元に戻し（Back-rev）、トラフィックの経路を

変更し、又はより破壊的なバイオス（BIOS）レベルの攻撃を行うであろう。  
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不測事態時に海上輸送又は空輸により米太平洋軍を支援している民間契約者を標的と

することは、米太平洋軍の戦域へ、迅速に人員と必要な補給物品を投入する米国の能力を

遅延させることができる。事前にこれらの会社を特定することは、一般公開されている契

約情報などのオープンソースの調査により可能である。米太平洋軍は、何千もの外部契約

者ネットワークとの接続を維持している。それらの多くは、航空機整備と一般的な空輸計

画のジャストインタイム補給と自動在庫管理などの機能を維持するために民間契約者が太

平洋軍のデータベースや人員と、接続や会話ができるように、幾つかのレベルの信頼され

たアクセスを確保している。たとえ、米太平洋軍のネットワーク防衛が堅固で、かつ一生

懸命に防護されていたとしても、この信頼関係を悪用しこれらの二次的な装置の一つを侵

害すれば、太平洋軍のネットワークに「バックドア（backdoor）」を仕掛けることができ

るであろう。  

 

―請求書発送、在庫管理、及び注文の処理の目的のために米太平洋軍と直接的なネット

ワーク連結性を維持する民間契約者を標的にすることにより、中国チームは、既にこ

れらのネットワークの間に存在するコンピュータの論理的な信頼関係を悪用し、米太

平洋軍内部の非機密ネットワークへの直接アクセスを獲得することが可能となる。  

 

―現在、米太平洋軍の補給品の配分と部隊展開の 90 パーセント以上の業務は、民間及

び国防総省の非機密のネットワークを通じて処理されている。太平洋軍司令官ウィリ

アム・フレーザー大将の上院軍事委員会での証言によると、このことが、米太平洋軍

のネットワークに対する侵入の企てが 30 パーセント増加した要因の一つとなってい

る。  

 

―もし、中国のコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）チーム

が、初歩的なスピアフィッシングの手法で、民間契約者ネットワークから情報を窃取

することができるならば、彼らは、たぶん、電子証明書、パスワード、ユーザー名、

及び最も重要な「ネットワークパーミッション（コミュニティ同士の接続ルール・許

可）」などの有効な従業員のネットワーク認証情報の使用を試みるであろう。これら

の要素は、合法的なユーザーと同じアクセスの全てを提供する。コンピュータ・ネッ

トワーク・エクスプロイテイション（CNE）チームは、契約者ネットワークをナビゲ

ートし、他の機械を侵害するための情報を探し始める。そして、侵入する前に高い価

値のあるデータを特定するため又は既に乗っ取った契約者のシステムから直接太平

洋軍のネットワークへの侵入を試みるために彼ら自身の指揮・統制ネットワークを構

築する。  
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―民間契約者のシステム管理者、特により高水準領域レベルの管理者特権を有するシス

テム管理者を標的にすることにより、攻撃者は、自由に彼ら自身のアカウントを作成

し、彼の任務に応じた特権を割り当てることができるであろう。：彼らは、実質的に、

これらの重要な民間契約者のネットワークに対する完全な制御権を手にするであろ

う。  

 

―民間会社から米太平洋軍のネットワークへ侵入することにより、中国チームは、ネッ

トワークの特定の部分を移動しているデータを収集・送信するスニッファ（sniffer）

のようなツールを埋め込むことができる。情報窃取チームは、部隊及び軍需品の移動

に関する準リアルタイムの情報を入手するため、たぶん太平洋軍の時系列戦略展開リ

スト（TPFDL）又は類似の通信に関連したデータを調査するであろう。  

 

中国のオペレーターは、彼らに割り当てられた２つの任務を持っているであろう。：１

つは、中国の I&W（徴候と警告）要求を支援するために、太平洋軍の時系列戦略展開リス

ト（TPFDL）のような鍵となるネットワーク上のトラフィックを収集するツールを埋め込

む任務：もう１つは、台湾又は他の軍事作戦で中国が攻撃を始める前に、太平洋軍の海上

及び航空輸送を支援している商用若しくは軍用のデータベースを破壊する任務。契約者が

彼ら自身のシステム又はデータにアクセスできないことにより、太平洋軍の要求に応じる

彼らの能力は大きく制限されるであろう。米国及び同盟国の兵站ネットワークを攻撃する

ことの作戦上の高い優先度は、太平洋軍を支援している民間契約者に関する一般公開され

ている情報がたぶん人民解放軍の計画立案者の優先度の高い情報要求であろうことを示唆

している。  

 

―太平洋軍の戦略的空輸を支援している鍵となる契約者のネットワークの装置を乗っ

取るために、事前にこれらの会社から情報を窃取することができれば、たぶん中国の

戦闘作戦に繋がるコンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）任務を大きく能率化する

であろう。  

 

―契約者のデータベースの情報を窃取することにより、時系列戦略展開リスト（TPFDL）

に含まれる特定の部隊、重要な補給品の配分、又は輸送命令に関連したデータを入手

することができる。それは中国の情報要求を満足させるかもしれない。このデータに

は、予定の移動日、人員数、補給品の総トン数、寸法と積荷目録、目的地、上陸地の

港に兵員と資材が到着しなければならない時間がたぶん含まれている。これらの全て

により、中国の指揮官は、どの部隊が配備されるのか、何時到着するのか、どのコー

ス又はルートを通るのか、そして運搬されている補給品の内容を正確に知ることがで

きる。  
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―部隊の展開に関するリアルタイムの情報は貴重であるが、情報窃取の後にこの種のデ

ータを破壊することができれば、太平洋軍司令官の任務要求に間に合うように必要な

兵力と装備を戦域に投入しようとする太平洋軍の能力を大きく遅延できる可能性が

ある。  

              

（２）コンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）における標的活動に関する事例研究  

 

空中給油任務は、太平洋軍が世界中の米軍に対して提供している最も重要な日常任務の

１つである。それにより、空軍は、長距離の地球規模の航空攻撃、長時間の空中早期警戒

管制任務（AEW&C）を遂行することが可能となり、海軍と空軍の戦闘機は、航空優勢任

務又は地上攻撃任務のいずれかを支援する長時間の戦闘任務を実行することが出来る。大

部分の米軍の対空戦闘と戦闘支援任務は、僅かであっても空中給油を必要としている。海

峡危機が発生した場合、台湾に対する戦闘支援を任務とする太平洋軍は、戦域へ向かうす

べての種類の大量の航空機を支援するため及び戦域に到着後の戦闘作戦を支援するために、

洋上における空中給油任務を持続するであろう。  

 

太平洋軍は、メジャーコマンドの戦闘司令官からのすべての空中給油支援要請を調整・

審査・競合防止するために内部管理システムを維持している。このプロセスは太平洋軍の

航空機動コマンド（Air Mobility Command：AMC）を通して管理されている。航空機動

コマンド（AMC）は、空中給油計画立案任務の異なる側面を支援する複数の関連するデー

タベースからのデータを統合するウェブ・ベースのアプリケーションを使用した空中給油

管理システム（Air Refueling Management System：ARMS）を保有している。空中給油

任務の要求は、このデータベースに流入する。そして、タンカーの使用可能性、任務の優

先度、及び受給機とタンカーとの適合性などの複数の評価要素に基づいて判決が下される。

空中給油を調整する能力を妨害することにより、戦闘機、攻撃機、及び貴重な大量の航空

輸送を一時的に地上に拘置したり、又は移動を遅らせたりすることができる可能性がある。 

 

―空中給油のプロセスについて一般公開されている文書によると、太平洋軍の運用・計

画部は、太平洋軍内で唯一の中枢としてすべての空中給油任務を管理する空中給油部

門（Air Refueling Branch）を監督するとともに、受給機及びタンカー部隊がインタ

ーネットを通じて太平洋軍司令部の航空機動コマンド（AMC）のデータベースにアク

セスすることを許可している。  

 

―太平洋軍の文書によれば、空中給油管理システム（ARMS）へのアクセスは、個人の

ユーザーアカウントを通して認められる。それは、ほとんどのインターネットやイン
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トラネット・ウェブサイトのアクセス制御と類似したユーザー名とパスワードの認証

及びアイデンティティ管理プロセスにより管理されている。太平洋軍の戦域への軍事

航空交通を妨害するために、空中給油管理システム（ARMS）からの情報窃取又は攻

撃の任務を課された中国のコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）チームは、空中

給油管理システム（ARMS）の有効なアカウントを有する個人を特定し、そして個人

を標的にしようとすることから始めるかもしれない。  

 

―万一、これらの個人が特定されたならば、中国のコンピュータ・ネットワーク・エク

スプロイテイション（CNE）オペレーターは、たぶん、彼らを、悪意のあるペイロー

ドを含んだスピアフィッシング電子メールの標的とすることから始めるであろう。そ

して、標的とされた個人のコンピュータから、空中給油管理システム（ARMS）のユ

ーザーID とパスワード・データを窃取するために遠隔操作を可能にするマルウエアと

共にキーボードの入力を監視するソフトウエア（キーロガー）をアップロードするで

あろう。それにより、爾後、空中給油管理システム（ARMS）の合法的なユーザーと

してログオンし、虚偽の給油要求を作成又は既存の記録を改ざんすることが可能とな

る。  

 

―空中給油管理システム（ARMS）の個人ユーザーを標的としたあらゆる努力と併行し

て、中国チームは、何千もの脆弱性の中から SQL インジュクショ又はクロス・サイ

ト・スクリプト攻撃などの昔からの単純な技術によって利用できる脆弱性を探知する

ためにスキャンを開始するであろう。  

 

―万一、これらの技術の１つが成功したならば、中国のオペレーターは、太平洋軍の戦

域における空中空輸要求に関連する空中給油管理システム（ARMS）の記録を探し始

めるであろう。そして、単に完全に記録を削除するか、これらの記録の中の給油任務

の作戦上の優先順位を決定する優先記号を変更するか、又は集合ポイントやスケジュ

ールなどできるだけ沢山の記録を改ざんし始めるであろう。  

 

上記で概説されたシナリオは、潜在的に高価値のある米軍兵站データベースに対する攻

撃に関する「赤チーム」の概念的な分析である。人民解放軍の軍事評論家は、情報対抗

（ information confrontation）、統合ネットワーク電子戦（INEW）又は関連したネットワ

ーク作戦に関する彼らの著述書の中で、標的とする具体的な米国のネットワーク又はデー

タベースを公然とは特定していない。：しかし、ここで描写された作戦は、空中給油管理シ

ステム（ARMS）又はそのデータベースを取巻く潜在的なネットワーク防衛能力を考慮し

ていないが、この作戦は、コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）ツールを使って敵対

者の兵站システムを標的とすることに戦略的な価値を置いている人民解放軍の考え方を反
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映している。また、このシナリオは、人民解放軍のより大きな作戦計画の戦略的ニーズに

基づいたネットワーク攻撃において、データを標的とするか又はネットワークそのものを

標的にするかを決定する人民解放軍の意思決定方法（decision making calculus）を反映

している。  

 

熟練した中国チームによる太平洋軍のシステムに対するこのような作戦は、比較的安価

であり、かつ資源と人員の初期投資に対して高い利益を得る見込みがある。  

 

―太平洋軍を支援する民間契約者に対する標的活動には、大きな資源が投入されたコン

ピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）チームの技術力を必要とせず、民間のフリーラ

ンスのハッカーの技術で可能である。悪意のあるソフトウェアなどの既存のツールキ

ットを使用し、英語でオープンソース情報を調査でき、必要なユーザー認証を入手す

るための組織的な標的型電子メール攻撃又はスピアフィッシング攻撃ができる人員

の支援を受けたグループは、多くの民間会社のインフォメーション・セキュリティ・

システムをうまく回避する可能性がある。  

 

―このようなチームは、上級下士官、下級将校から成る小さなグループで構成されるで

あろう。たぶん彼らの多くは、学士号の保有者又は軍で技術訓練を履修した者であろ

う。あるいは、上級技術資格を保有した情報セキュリティや IT 専門家が配属された

熟練した情報戦民兵部隊によって実行されるであろう。そして、中国の攻撃が開始さ

れる数週間前には、中国の IT 会社の人員が民兵部隊に補充され、そして、この民兵

部隊が現役部隊と一緒に活動するであろう。  

 

―公安部（MPS）又は国家安全部（MSS）と既存の関係を有する民間のフリーランスの

ハッカー（エリートハッカー）を単に使用することも可能である。そして、オープン

ソースの逸話的な報道は、この種の関係が存在するかもしれないことを示唆している。 

 

―これらの戦術的作戦の米国に対する戦略的な影響は、中国側が費やした努力や資源と

比較して不相応に大きいものであろう。：それは、情報戦に関する中国軍の著述書が、

よく準備されたコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の主要な成果の１つとして

繰り返し誉め称える戦略的レベルの成果を達成することができる。  

 

どんなインターネット・アプリケーションのセキュリティでも、最も弱いユーザーパス

ワードと同じ強さである。そして、弱いユーザーパスワードは、最も確実にコード化され

たアプリケーションさえ無価値にする。かなり資源が投資された国家が後援している専門

のチームは、おそらく、標的とされたネットワークにログインしているリモートユーザー
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を、外部の場所から攻撃することができ、そして、中間者攻撃（man-in-the-middle style 

attack）により彼らのログイン認証を盗むことができるであろう。実際の危機に先立って、

継続的に、日課として、平時の偵察と情報収集を実行しているチームは、標的とするデー

タベース又はネットワークへのアクセスを成功理に確立するかもしれない。  

 

―安全なログインとリモートアクセスのためのネットワーク暗号化装置の世界の主要

な提供会社の一つである RAS の最高経営責任者は、2011 年前半の RSA のネットワー

クへの侵入は国家が後援する作戦であったとする彼の会社の評価を発表した。この侵

入は、世界中で使用されている RSA 装置の暗号を破るのに必要なすべての情報の漏

えいをもたらした。  

 

―防御産業ロッキード・マーティンは、敵対者が数か月前に RSA から盗まれたデータ

を使用したので、大規模な侵入が成功したことを発表した。敵対者は、そのデータを

使用し、ロッキード・マーティンの従業員の認証を窃盗し、そして、会社のネットワ

ークへのアクセスを獲得するためにそれらを使用した。RSA から盗まれたデータを使

った敵対者は、防護装置と成熟したサイバー・インテリジェンスとネットワーク防衛

能力と極めて高い技量をもった情報セキュリティの専門家によって厳重に防護され

たネットワークへの侵入に成功した。  

 

RSA とロッキード・マーティンの発表は、具体的な国家を特定するには至らなかったが、

彼らは次のことを強調した。熟練した情報セキュリティの専門家とシステムを備えた会社

に侵入するための技術と資源を持った敵対者は、この種の多層ネットワーク・セキュリテ

ィ監視システムを維持するための財源が不足している会社によって運営されている非軍事

の商用システムとの多くの接続を有する軍のデータベース又はネットワークに侵入するこ

とが可能であろう。  

 

（３）陽動作戦のための攻撃  

 

人民解放軍の計画立案者は、単に、米国の国家指導者層、一般市民、及びメディアの時

間と資源と注意を引きつけることだけを目的とする付加的な妨害を選択するかもしれない。

そのような作戦は、通信、エネルギー、又はその他の重要なサービスなどの国家インフラ

に混乱をもたらすためにも行われるかもしれない。この攻撃は、弱体化又は永続的な損害

を残す必要はなく、単に、局地的なレベルの一時的なネットワークやその他のタイプのサ

ービスの遅延を引き起こせば十分である。この攻撃では、戦略的な影響を与えるために、

少数の主要な市街化区域がたぶん選ばれるであろう。中国政府が米国の重要インフラの脆
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弱性を特定することを目的とした研究を支援しているという次の事例などにより、米国の

配電網の脆弱性は西側メディアの大きな関心を集めている。  

 

―大連工業大学の研究者は、カスケーディング攻撃（被害が段階的に連鎖していく攻撃）

に対する米国送電網の脆弱性に関する研究を発表した。その研究者は、国家自然科学

基金財団（Natural Science Foundation of China：NSFC)（以下、NSFC）を通して

管理されている科学技術部（Ministry of Science and Technology）の補助金によって

支援されている。研究は、より高い容量のノードを標的とするよりも、最も負荷の少

ないノードへのカスケーディング攻撃のほうがより効果的であることを発見した。  

 

―送電網の脆弱性と損傷の連鎖的拡大防止の研究は、電気工学と関連した学問領域にお

いて研究が活発な分野であり、中国に特有なものではない。しかし、この研究は、そ

の選択性と指名された国又は地域に対する関心において類がない。これが米国のシス

テムに関して明白に実施された唯一の研究である。この研究成果を発表した中国の研

究者は、この分野の専門家となり、英語と中国語の定期刊行物の執筆者となった。  

 

―攻撃によって誘発され段階的に拡大していく停電に関するこの研究ともう１つの研

究は、国家自然科学基金財団（NSFC)の番号 70571011 と 70771016 の補助金によっ

て後援された。同財団は、情報セキュリティと情報戦を含む広範囲な多数の研究に資

金を提供している。：しかし、オープンソースの情報では、これらの研究者又は彼ら

の研究領域は不明である。  

 

―これらの出版物や配電網の停電を誘発する攻撃に関する国際的な英語の技術定期刊

行物は、この研究が中国にとってセンシティブでないこと又はセンシティブなコンピ

ュータ・ネットワーク攻撃（CNA）プログラムを支援するものでないことを示唆して

いる。しかし、他に考えられるシナリオは、特に米国のネットワークに対するその関

心があることを知らせる何らかの中国の意図であるかもしれない。しかし、これは憶

測に過ぎず、オープンソースでの証拠が欠如している。  

 

人民解放軍の情報対抗（ information confrontation）の戦略及びドクトリンに関する著

作物は、紛争又は危機の間、敵対者のネットワーク又はシステム内の虚偽又は破損したデ

ータにより、敵対者の認識を攻撃することの重要性を強調している。台湾に対する軍事作

戦の開始前の数週間にわたる米国インフラに対するコンピュータ・ネットワーク攻撃

（CNA）作戦は、米国の指導者の危機に対する認識を形づくるための広範な作戦を支援す

るかもしれない。中国との緊張を高めることとは一見無関係に見える複数の大規模なネッ

トワーク障害又は送電網の障害をつくりだすためのネットワーク攻撃は、米国大統領と彼
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の国家安全保障チームに国内非常事態を管理するために時間や資源を流用することを強制

するかもしれない。米国の人口密集地域の電気の供給停止又は金融機関をサポートしてい

るネットワークへの攻撃は、国内の危機管理を調整し、そして、同時に台湾海峡における

切迫した又は実際の敵対的行為に対処しようとする米国の政策担当者に著しい緊張を強い

るであろう。  

 

人民解放軍のＤ -デイに至るまで、中国のオペレーターは、定期的な停電を起こす局地的

な配電網への標的活動に加えて、米国政府の一部に対して欺瞞的なコンピュータ・ネット

ワーク・エクスプロイテイション（CNE）とコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）を

用いるかもしれない。国家安全保障の指導者層が、中国との高まる緊張への対応を調整し

ようとしている時に、事実上そのような迷惑な攻撃は、省庁の資源を消耗させ、意思疎通

を悪化させるであろう。  

 

―攻撃は、国務省、運輸省、又は財務省のネットワーク・メール・サーバーへの破壊的

な攻撃のような基本的かつ“ノイジー（noisy）”なものであろう。メールサーバー（例

えばマイクロソフト  エクスチェンジ）は、ネットワーク上で電子メール業務を処理

する。そして、迅速な機関間の調整と危機管理がピークにある時、すなわち危機の頂

点で、それらの機能の一部でさえ失うことは、意思疎通を遅らせるであろう。  

 

―総当り攻撃（Brute force attack）は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）か

らネットワーク・セキュリティ・スペシャリストの関心をそらす目的で、彼らの注意

を引きつけ、資源を消費させるために意図的に“ノイジー（noisy）”であるかも知れ

ない。おそらく中国が海峡の全域で攻撃を開始するちょうどその時、ノイジーかつ公

然であるが、決定的に中国に責任を帰すことが困難なこれらの一連の作戦は、切迫又

は進行中の危機に関する明確な情報を収集しようとする政策担当者の能力を低下さ

せる「霧」を増加させるかもしれない。  

 

ネットワーク攻撃作戦において軍事目標以外を攻撃する決定は、たぶん中国の最高レベ

ルの軍事指導者層と政治指導者層によってなされるであろう。何故ならば、そのような行

動がもたらすエスカレーションの危険が認識されているからである。米連邦準備制度理事

会（U.S. Federal Reserve）の分析によれば、金融市場をサポートする米国のインフラを

標的とすることは、清算又は受け払い基盤の突然の混乱を意味する。それは（たとえ地理

的に限定された地域の 1 人の参加者が攻撃を受けただけでも）市場全体の流動性の崩壊、

支払い能力の問題、及び厳しい運用上の非効率性に直ちに拡大する。  
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―これらの影響は、2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃後の数日間に広く観察された。そして、

金融業界の監査機関と企業メンバーは、トップダウンにより広範な教訓の抽出を開始

した。：この研究は、同様な混乱に対する詳細なベストプラクティス（最善の慣行）

リストを成文化した。  

 

―過去 30 年の間に、世界の大部分の清算と決済の基盤は米国に集中した。そして、米

国の金融システムへの攻撃の国際的な影響を潜在的に拡大した。  

 

中国のＤ -デイが近づくと、より精密な、より直接的な攻勢的な手段が使用されるかもし

れない。おそらく、早期のコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）

を通して事前に挿入したツール（より大きな中国の作戦計画の活動又は段階と呼応して起

動するよう太平洋軍や輸送軍のコンピュータに埋め込まれたバイオス（BIOS）を破壊する

ソフトウェア）が使用されるであろう。このツールは、鍵となるネットワークに壊滅的な

ハードウェア障害を引き起こすことができる。ネットワークの接続形態と指揮関係を理解

することを目的とした太平洋軍のネットワークに対するコンピュータ・ネットワーク・エ

クスプロイテイション（CNE）努力は、所望の影響を得るためにどこにこれらのツールを

設置すべきかについての詳細を提供する。  

 

―この２週間のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の初期に実施されたネットワ

ーク偵察と情報窃取努力を通じて事前に設置されたバイオス（BIOS）破壊ツールは、

システム運用のために必要なマイクロプロセッサーを含んだ鍵となるマザーボード

の回路基板を破壊するために起動されるかもしれない。  

 

―情報対抗（ information confrontation）とネットワーク攻撃に関する中国の著述書は、

例えばシステム運用のために必要なマイクロプロセッサーを含んだマザーボードな

どのハードウェア・コンポーネントを破壊する手段として、バイオス（BIOS）攻撃の

有効性を強調している。  

 

―主要なハードディスク・コントローラを破壊し、CMOS RAM （ complementary 

metal-oxide-semiconductor random access memory ）（ハードウェア構成に関する情

報が格納されているバッテリーバックアップされた小容量の RAM（訳者注））を上書

きし、フラッシュメモリを消去するように設計されたツールは、ハードウェア自体を

完全に使用不可能にする。そして、システムの機能を完全に復活させるためにはオペ

レーティングシステムの修復だけでなく、マザーボード・コンポ―ネントの完全な交

換を必要とする。  
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―特定の司令部、部隊、又は基地の複数のサーバーを攻撃することは、（防御側の）IT

人員に、必要なパーツを入手し、物理的に破壊された部品を交換することを要求する。

平時におけるこの交換は長期間と経費のかかる作業であるが、さらに危機の間のネッ

トワークの機能停止は、標的となった部隊又は政府機関の性格にもよるが、作業の重

大な遅延を引き起こす可能性がある。  

 

人民解放軍のオペレーターは、標的とされたすべてのシステムとノードに対して、100%

の成功を収める必要はない。攻撃の有効性の最小限のレベルは、所期の成果が何であるか

である。：相当な混乱、遅延、又は任務遂行能力の低下は、おそらく 100 パーセントをは

るかに下回る成功のレベルで達成することができる。  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

５ 中国の情報戦の活動と研究に係る主要な組織  

 

中国の IT 分野の発展と人民解放軍の軍構造の情報化に対する取組を背景に、中国の指

導者は、電磁領域の保護が国家安全保障に不可欠であることを公言するようになった。中

国の指導者は、民間経済が国際的な通信基盤へのアクセスにますます依存していることを

理解し、そして、軍の指揮官は、任務の計画・実行が進歩した通信手段に依存しているこ

とを理解している。重要なネットワークを防護するために、人民解放軍は、この 10 年間

にネットワーク攻撃・防御・エクスプロイテイション（情報収集）の責任を総参謀部の第

３部と第４部に分担させた。新しいコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の技術と能

力を開発するために、北京は、成熟した民間 IT 部門を研究開発サポートに振り向け、さ

らに、情報戦と情報セキュリティの技術研究を支援するために国の資金を提供した。企業

と大学への国の資金提供は、一流大学と企業との間の公式な研究開発の協力関係を促進し

た。これは、効率性とコスト削減を促進するために西側の防衛企業で使用されているモデ

ルと類似している。  

 

（１）人民解放軍総参謀部  

 

総参謀部（General Staff Department ：GSD）は直接中央軍事委員会に隷属する４つ

の総部（general department）の一つである。中央軍事委員会は共産党の最高軍事指導機

関であり、党の主席が議長を務めている。大まかにいうと、総参謀部は、人民解放軍の活

動のすべての面を計画・訓練・組織することを任務とし、総政治部、総装備部、及び総後

務部と同等の地位にある。人民解放軍の軍組織における２番目のレベルは、人民解放軍陸

軍、人民解放軍海軍、人民解放軍空軍、第二砲兵（戦略ミサイル部隊）、及び７つの軍区司

令部であり、それらは総参謀部に直接隷属している。さらに、総参謀部は２つの重要な学

術機関、すなわち軍事科学院（Academy of Military Science）と国防大学（National Defense 

University）を直接監督している。総参謀部は、人民解放軍の日々の作戦と計画に関する

責任を果たすために、さらに細分化されている。本調査では、コンピュータ・ネットワー

ク作戦（CNO）又は統合ネットワーク電子戦（INEW）において直接的な役割を果たして

いるとオープンソースの分析が示唆する組織について考察する。  

 

コンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）とネットワーク防衛の

責任は、中国の伝統的な信号情報（シギント）の収集組織である総参謀部第３部が有して

いるようである。伝統的に電子戦に関して責任を有する総参謀部第４部は、コンピュータ・

ネットワーク攻撃（CNA）の責任を引き受けている。このことは、過去 10 年で人民解放

軍が統合ネットワーク電子戦（INEW）を、主要な攻勢的な情報戦（IW）戦略として採用

した結果である可能性が高い。従来の電子対策（それ自身で攻撃的な戦闘機能）と攻勢的
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なネットワーク作戦を組合せ、その能力を総参謀部第４部に委ねたことは極めて論理的で

ある。  

 

2011 年 6 月の総参謀部（GSD）内の通信部の情報化部への改編、及び 2010 年 7 月の人

民解放軍情報保証基地の創設は、第３部と第４部が日々の作戦の責任を保持していると同

時に、総参謀部が、人民解放軍におけるネットワーク作戦を調整するためのより公式のメ

カニズムを保有していることを示唆している。  

 

―2011 年 6 月 30 日、通信部の情報化部への改編を発表した時、中央軍事委員会のメン

バーでもある総参謀長チェン・ビン・デェ゛ァ（陳炳徳）大将は、この改編は決して

単なる名称の変更ではなく、人民解放軍内の情報化プロセスの努力をより大きく統合

するために行われたことを強調した。  

 

―人民解放軍内に詳しい情報源からとされる裏付けのない報道は、人民解放軍が改編を

公式に発表したほぼ１年半前の 2010 年の早い時期に、「横断的情報戦指導グループ

（cross-service Information Warfare Leadership Group）」と「軍情報ネットワーク

防護局（Military Information Network Protection Bureau）」が通信部内に設置され

たと述べた。  

 

―このような小さな指導グループは、複数の組織的境界を横断する１つの問題に関する

政策を調整するために人民解放軍や中国政府内にしばしば設立される。もしそうだと

したら、指導者グループの権能は、第３部及び第４部によって行われるネットワーク

と電子を基礎とした活動を超えて、例えば戦闘間における情報優勢の獲得のために不

可欠であると人民解放軍が考える心理戦、世論戦、及び法規戦などの他の分野を含む

かもしれないことを示唆している。このような組織的な変化は、情報戦の様々なサブ

システムの指揮・統制を一元化しようとする人民解放軍の情報戦（IW）戦略と一致し

ている。  

 

（２）総参謀部第 3 部  

 

総参謀部第３部は、中国の主要なシギントの収集・分析組織である。そして、世界でも

屈指の大きさと洗練さを有し、アジア太平洋地域では確実に最大であるシギント及びサイ

バー収集基盤を運営している。第３部は、少なくとも 12 の作戦局と３つの研究所を運営

している。中国内に配置されたそれらの施設は、軍管区司令官の管理統制を受けずに直接

北京の第３部司令部に隷属している。第３部は、人民解放軍のコンピュータ・ネットワー

ク防衛（computer network defense：CND）（以下、CND）に大きな責任を有し、さらに、
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少なくとも５つの情報セキュリティ工学センター又は評価センターを管理しながら、中国

の全国レベルの情報セキュリティ・コミュニティにおいても主要な役割を果たしている。

西側の学界と防衛企業のアナリストの分析によれば、第３部は、長距離収集能力を有する

数十の地上基地システム、特殊観測船、戦術的な地上移動システム、及び空中プラットホ

ームを保有している。公開情報によると第３部の人員は様々である。最も大きい数字は、

13,000 人の訓練された語学員、技術者、及び研究者であるが、正確な数字は立証されてい

ない。技術的資源、並びに訓練された言語員、技術者、及び分析員からなる大量のスタッ

フ、さらに攻勢的任務を行わない伝統により、第３部は、人民解放軍のコンピュータ・ネ

ットワーク防衛（CND）とコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）

を実施するための資源を提供している。しかし、第３部の責任を確認する証拠は公開情報

の中にはほとんどなかった。第３部に属する幾つかの部隊の活動に関する情報は、第３部

が、人民解放軍全体のための情報保証又はコンピュータ・ネットワーク防衛（CND）の支

援、さらに、おそらくはコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）

又はインテイジェンス（国家安全保障に関する情報）収集の役割を有していることを示唆

している。  

 

―軍をテーマとした中国のウェブサイトの裏付けのないブログ投稿は、第３部が、人民

解放軍のセキュリティ機能を保護するためにすべての人民解放軍の機密保護製品を

認証する情報セキュリティ試験・評価・認証センター（ Information Security Testing, 

Evaluation and Certification Center）を運営していると指摘している。また、その

機能は国家保密局（  State Secrecy Bureau）を通じても実行されている。都市や地方

に所在する国家保密局に属する事務所の多くのウェブサイトは、秘密に分類されたコ

ンピュータ・システムやデータを管理するために必要な証明書を付与された民間企業、

国営研究所、及び学術機関の最新のリストを掲載している。  

 

―また、同じブログ投稿は、第３部が、以前人民解放軍保密委員会（PLA Secrecy 

Committee）の技術セキュリティ研究所を管理していたと主張した。その研究所は、

総後勤部が管理を引き継ぐ前は、総参謀部第３部の第５オフィスとして以前から知ら

れていたものである。面白いことに、そのセンターは、技術的な秘密研究と情報セキ

ュリティ装置開発に関与している「営利を目的とする」組織であるとその情報源は述

べた。  

 

（3）総参謀部第４部  

以前は電子対策部であった第４部は、総参謀部の階層（ヒエラルキー）の中で第３部と

同じ地位を占めている。しかし、第３部とは異なり、防勢的電子戦又は単なる情報収集・

分析機能よりむしろ攻勢的な任務を付与されている。第４部は、1990 年に電子戦組織とし
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て創設された。新しい電子対策システムの研究開発に関係する主要な研究所のネットワー

クを管理することなどの責任を有していた。研究所の中で最も注目されるのは第 54 研究

所である。また、第４部は、中国電子テクノロジー社（CETC）（中国电子科技集团公司）

の成都の第 29 研究所、嘉興の第 36 研究所、及び合肥の第 38 研究所などの研究開発組織

との緊密な関係を維持している。また、第４部は、人民解放軍の電子戦の主要な学術・訓

練センターである合肥に位置する電子工学学院（  Electronic Engineering Academy）を

監督している。 

 

―  第４部は、人民解放軍における攻勢的な電子基盤の情報戦任務に関する主要な責任

を有している。そして、統合ネットワーク電子戦（INEW）がコンピュータ・ネット

ワーク攻撃（CNA）を主導する戦略になった 2002 年以降に、この権限が強化された

ようである。新しい任務領域のこの権限は、人民解放軍の定期刊行物上での情報戦及

びコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）戦略の将来の方向性に関する一連の各部

間の官僚的対立のあとに、やっと得られたようである。この問題は、2002 年にダイ・ 

チン・  ミン（戴清民）少将が第４部長に就任した後、第４部に有利に解決された。

彼は、統合ネットワーク電子戦（INEW）戦略を支持し、その概念化を推進した。  

 

―第４部は、電子対策（ECM）連隊を監督している。それらの多くは、中国の大部分の

軍区で集団軍に統合されている。大規模な複数軍区及び複数集団軍の演習において、

これらの部隊が電子対策とコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）双方を実施して

いるという人民解放軍のメディア報道が多く見られるようになった。これは統合ネッ

トワーク電子戦（INEW）と情報優勢（ information superiority）獲得作戦が伝統的

な火力要素と統合していること、及び人民解放軍の作戦計画の中での情報戦の重要性

が高まったことを反映しているようである。  

 

敵の C4ISR 及び指揮ネットワークに対する情報支配（ information control）を獲得する

という人民解放軍の長期的な戦略上の関心の一部として、第４部の主要な研究所は、米軍

作戦の鍵となる C4ISR システムに対抗することに関連した様々なテーマに係る研究活動

を支援した。中国電子テクノロジー社（CETC）の第 29、第 36、及び第 38 研究所並びに

第４部の第 54 の研究所に所属する個人が発表した研究調査は、GPS ジャミング、統合戦

術情報伝達システム（Joint Tactical Information Distribution System：JTIDS）対策、

西側軍隊において一般に使用されている衛星通信に関連した周波数帯域のジャミング、及

び合成開口レーダー（SAR）のレーダージャミングに関連したものであった。これらの研

究所及び類似の研究所によって開発された電子戦プラットホームと能力は、指揮・統制ノ

ードに対して包括的なフル・スペクトル攻撃を行うためにコンピュータ・ネットワーク攻

撃（CNA）ツールと調整される。  
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（4）国務院公安部（Ministry of Public Security：MPS) 

 

情報セキュリティの研究、政府システムで使用される民間セクターの製品の認証、民間

の情報セキュリティ企業の監督、及び公安部が関心のあるテーマに関する研究への補助金

の提供などの公安部の活発な支援は、国家が中国の民間セクター及び学界双方の情報セキ

ュリティの研究と標準化を促進・指導する重要な手段となっている。公安部第３研究所は、

人民解放軍と政府で使用するすべてのハードウェアとソフトウェアのための情報セキュリ

ティ基準の作成の責任を有している。また、公安部第３研究所は、公安部が提供する補助

金の様々な受領者と公安部との仲介や製品評価を行っている。  

 

―公安部第３研究所は、無線セキュリティ・プロトコルの様々なモードに関する重慶大

学の特定の研究プログラムに資金を提供した。同研究所は、公安部の主要な情報ネッ

トワークセキュリティ研究所との共同研究として、復旦大学が発表した「電波による

個体識別（RFID）」の相互認証プロトコルの研究に補助金を提供した。  

 

―公安部第３研究所は、中国の最大手のハードウェア・メーカーの一つである ZTE と重

慶郵電大学との共同研究プロジェクトを支援した。  

 

（5）技術偵察局（Technical Reconnaissance Bureaus ：TRB）  

 

人民解放軍は、蘭州、済南、成都、広州、及び北京軍区にシギント収集を任務とする技

術偵察局（技术侦察局）として知られている一連の施設を維持している。これらの施設は、

それぞれ北京の関心のある特定の地理的領域を対象とした戦術的及び戦略的シギント収集

任務を有していると評価されている。また、人民解放軍メディア報道の分析、中国の「ネ

ット市民（netizen）」によるオンライン書込み、及びこのテーマに関する西側の学術研究

によると、これらの施設の一部はコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）任務を実行し

ているようである。  

 

オンライン投稿履歴と元技術偵察局員であったと自称する個人の略歴等の調査結果は、

人民解放軍が瀋陽軍区、蘭州軍区、成都軍区に施設を維持していることを示し、一方他の

西側の学術的研究は、北京、広州、南京、及び済南軍区にも技術偵察局（Technical 

Reconnaissance Bureaus：TRB）（以下、TRB）を維持していることを特定している。  

 

―北渤海湾沿岸の都市で働いている遼寧省の税関官僚は、インターネットへ投稿した彼

の職歴の中で、第３部の訓練センターである人民解放軍外国語学院（ Foreign 

Languages Institute）でのロシア語研修を終了後、瀋陽軍区でロシア語の翻訳要員と
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して勤務したと記載している。この語学に関する状況は、軍区での収集対象と瀋陽の

施設でのコミント任務を示唆している。  

 

 

―瀋陽技術偵察局（TRB）に配置されていた元人民解放軍のソフトウェア開発者は、求

職ウェブサイトの彼のプロフィールの中で、彼が、人民解放軍の主要な教育研究機関

の１つであり、かつ情報戦の先進研究センターである中国人民解放軍情報工学大学

（PLA’s Information Engineering University：中国人民解放军信息工程大学）の大

学院課程を修了したことを述べている。また、彼は、現配置に就く前に、大学の情報

セキュリティ研究センターで勤務した。  

 

―甘粛省の七里河市のウェブサイトは、2009 年に蘭州軍区の技術偵察局（TRB）  の政

治将校（political commissar）が、市長と彼のスタッフを含む市の幹部を訪問したこ

とを特集している。  

 

―2009 年 5 月の人民解放軍の人事異動と昇任に関するブログ投稿により、成都に第１

技術偵察局が配置されていることが特定できた。  

 

―成都軍区の公式の党メディアによると、2008 年 9 月、成都軍区の技術偵察局（TRB）

の人員が、“科学・技術の進展”賞と「コンピュータ・ワークステーション・セキュ

リティ保護システム」の業績に関連して複数の賞を受賞した。このことは、技術偵察

局に情報セキュリティ分野で独自の研究ができる高度な技術力を持った人員が配置

されていることを示唆している。  

 

 

 

 

軍区司令部  部隊識別番号     配置  部隊コード番号  

北京軍区司令部  北京軍区技術偵察

局  

北京  66407 部隊  

成都軍区司令部  第１技術偵察局  

 

第２技術偵察局  

成都、四川省  

 

昆明、雲南省  

78006 部隊  

 

78020 部隊  

広州軍区司令部  技術偵察局  広州、広東省  75770 部隊  
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済南軍区司令部  

 

技術偵察局  

 

済南市、山東省  72959 部隊  

蘭州軍区司令部  

 

第１技術偵察局  

 

第２技術偵察局  

七里河区、甘粛省  

 

ウルムチ、新疆ウイグル

族自治区  

68002 部隊  

 

69010 部隊  

南京軍区司令部  

 

第１技術偵察局  

 

第２技術偵察局  

南京、江蘇省  

 

福州、福建省  

73610 部隊  

 

73630 部隊  

瀋陽軍区司令部  技術偵察局  瀋陽市、遼寧省  65016 部隊  

 

        表１：人民解放軍・軍区司令部・技術偵察局  

 

―党系列の公式のメディアによると、広州軍区の技術偵察局（TRB）は、新しく部隊に

配属された要員に対して“情報戦の攻撃及び防衛能力の向上”を目的とした様々な技

術的テーマに関する訓練を実施した。  

 

技術偵察局（TRB）との関連を表明している個人の技術的な調査とこれらの部隊の活動

に関する公式の中国メディアの報道は、コンピュータ・ネットワーク防衛（CND）の研究

への強い関心と他の人民解放軍部隊のための情報セキュリティにおける役割を示唆してい

る。  

 

―侵入探知システム（IDS）の正確な文字列のパターンマッチングのためのマルチ・パ

ターンマッチイング・アルゴリズムの研究論文を発表した研究者は、彼自身を 72959

部隊（済南軍区司令部の技術偵察局）のエンジニア補佐であると身分を明らかにし

た。：論文の共著者は、人民解放軍情報工学大学（信息工程大学）の教職員であるこ

とが特定された。  

―海南島に拠点を置く広州軍区技術偵察局の人員がインターネット・ウイルスと IP 電

話（VOIP）の研究を含むネットワーク関連の研究で受賞したことがメディアで報道

された。  

 

―成都軍区の総政治部が発行している新聞（Zhanqi Bao）の 2009 年 11 月の写真随筆

に、匿名の人民解放軍施設で、新聞が主張するところの情報セキュリティ点検を実施

している 78006 部隊（成都の第１技術偵察局）のメンバーが映っている写真が掲載さ

れた。  
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（６）情報戦民兵部隊  

 

人民解放軍の指導者層の情報化に関する指針は、運用可能態勢にある現役部隊のみでは

なく民兵部隊も適用の対象としている。しばしば人民解放軍は、“新しい時代の人民戦争”

といわれる標語の下で、情報化により伝統的な動員の方式と軍民統合の方式を変革してい

る。その結果として、民兵と予備役の近代化のために、重要な先端技術領域のスキルを持

った新メンバーを徴募することに重点が置かれている。そして、新メンバーのみで新しい

部隊を編成するのではなく、重要な任務領域における先進の教育を受けかつ技術的スキル

を持った新人を編入することにより既存の民兵部隊と予備役部隊の変革を手助けしている。 

 

―2006 年の国防白書は、民兵部隊建設の優先事項は、すべての職種で先端技術の経歴を

持った予備役と民兵の徴募数を増大することであることを初めて指摘した。  

 

―民兵の動員支援及び民兵メンバーの融合を促進するために、民兵は、人民解放軍内の

４つのレベル、即ち、軍区司令部、省軍区司令部、郡の人民武装部、及び基礎的レベ

ルの人民武装部で、管理されている。  

 

2006 年の国防白書は、民間の先端技術分野の大量の才能のある人材を利用するという明

確な目的のために、徴募と訓練を農村地帯（伝統的な徴募の地域）から市街化区域へ移行

するという民兵建設戦略の明確な変更を明らかにした。  

 

―2006 年以降の民兵部隊建設は、高い技術を持たない歩兵部隊に専門部隊を創設するこ

とに重点を置くことから始まった。そして、例えば通信、偵察、及び情報技術などの

部隊要員として必要条件を満足する人員を確保するために、国有企業の従業員に依存

することをやめ、民間の先端技術企業の従業員からの徴募を拡大している。  

 

これらの新人採用条件を満たすために、人民解放軍は、増大しつつ技術に精通した民

間人の才能に注目した。この新しい民兵部隊建設戦略が最初に正式に宣言されたのは

2006 年であるが、先端産業、特に情報科学分野から新人を発掘する慣行は少なくとも

2002 年以降地方レベルでは行われていた。民兵部隊建設に関する人民解放軍の報道の調

査によると、それは明白な成功を収めた。  

 

―広州省の党新聞の 2006 年の記事によると、早くも 2005 年には、地方レベルにおけ

る民兵部隊の管理・調整組織である広州軍区の人民武装部は、彼らが利用できる資

源を把握するとともに、民兵部隊や民間動員演習への参加の増大を促進するために、

それぞれの地域における技術者の調査・登録を始めた。  
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―南京軍区の公式メディアは 2005 年の早い時期に、より多くの情報戦民兵部隊を創設

するために、大学院のコンピューターサイエンスの学位を持った個人の徴募に関する

努力について報道した。このことは、人民解放軍が、民兵部隊に対してネットワーク

防護センサーの単純な監視又は通信システムの整備よりもはるかに洗練された仕事

を割り当てていることを示唆している。  

 

人民解放軍のメディアではほとんど明確にされていないが、情報戦民兵部隊の演習活動

に関する詳細な一般報道は、人民解放軍がこれらの民兵部隊をより大規模な作戦計画に統

合させる目的で、民兵部隊を現役部隊に統合することに取り組んでいるという幾つかの徴

候を示している。それは、人民解放軍が採用しようとしている情報対抗原則（ information 

confrontation principles）と一致している。  

 

 

―南京の公式な共産党新聞のある記事は、地元の会社から採用された IT 専門家で構成

された上海に拠点を置く情報戦民兵部隊の 50 名が、2009 年のオンライン模擬訓練に

参加したと報道した。民兵メンバーは“赤軍”部隊に編入され、青軍部隊の指揮統制

インフラに対してコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）を行うとともに（赤軍に）

コンピュータ・ネットワーク防衛（CND）支援を提供した。このことは、これらの部

隊の潜在的な任務と主要な攻撃目標を示している。  

 

主要な市街化区域で急成長しますます高度化する中国の IT 産業から要員を確保するこ

とにより、人民解放軍は現役部隊の情報戦能力を増強することができる。あるいは、もし

民兵部隊が平時のコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）活動に

参加することができれば、攻撃目標を拡大することができる。人民解放軍の動員及び徴募

戦略の変革は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）のすべての面に関連する民兵部

隊の拡大をもたらした。  

 

―総政治部が発表した公式の人民解放軍のメディア報道によれば、成都軍区は、地元の

IT 企業から人員を補充した結果、2005 年後半までに、290 以上の別々の電子戦、ネ

ットワーク戦、及び心理戦の部隊を創設した。このことは、大きな都市人口を有する

地域又は強固な IT 産業基盤のある地域で同様なことを行えば、任務要求に応えられ

る利用可能なチームの数を劇的に増加できることを意味している。  

 

民間人を配置した情報戦民兵部隊の設立に関するほぼ８年にわたる一貫した報道を見

れば、これらの部隊が人民解放軍の情報戦の兵力構造への永久的な補強であることは明確

である。人員確保の源泉として民間企業を利用することは、重要な技術力を持った人員へ
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の接近の機会を得ると同時に、人民解放軍が現地レベルで主要なハイテク民間企業との関

係を構築することを可能にするであろう。  

 

公開情報では、人民解放軍の情報戦民兵組織に対する指揮・統制機構が不明のままであ

る。しかし、現在行われている徴募と近代化に関する努力の範囲は、人民解放軍が戦時に

おける情報戦民兵部隊の雇用戦略を開発しているであろうことを示唆している。人民解放

軍の重要な戦術上の考慮事項の 1 つは、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）チーム

同士で競合しない任務の割り当てである。現役部隊と民兵のコンピュータ・ネットワーク

作戦（CNO）チームの間でネットワーク作戦を調整する何らかの正式な手段がない場合、

これらのグループが戦闘中にうっかりお互いの隠密作戦を危険に晒すか又は妨害したなら

ば、人民解放軍は「電子的な友軍相撃」のリスクを増大するであろう。  

 

最後に、人民解放軍のメディアや人民解放軍の著作物の公開情報によると、人民解放軍

の指導者が、高度な作戦能力を持った高度に訓練された情報戦民兵部隊を、軍区司令部（又

はより上級の司令部）に隷属する戦略資産と見ているか、又は情報戦民兵部隊をより下級

の司令部に隷属させようとしているのかは不明である。しかし、問題は、中国の軍事専門

家の分かりにくい学問的な議論以上のものである。：問題は、彼らの攻撃目標は何か、そし

て、指揮官は、これらのチームの持っている専門知識を如何に深く掘り起こすことができ

るかである。この問題は、チームに割り当てられるコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）

とコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）任務の種類に影響を及

ぼすかもしれない。  
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6 中国のアカデミーにおける国家が後援するコンピュータ・ネットワーク作

戦（CNO）の研究  

 

情報戦の技術的基盤及び作戦上の基盤の強化並びに軍の情報化の進展に関する中国の

戦略は、重要な戦略的能力と特定分野での発展を達成するために、政府、民間、及び軍の

資源を統合することに集中した。政府の省庁と民間大学との結びつきは、この戦略の 1 つ

の要素を意味する。大学の情報戦関連の研究に対する人民解放軍又は中国政府の支援は広

範であり、情報セキュリティと情報戦の課題をカバーしている。  

 

中国のアカデミーに存在する専門知識を人民解放軍が使用することにより、例えば世界

クラスの高速スーパーコンピュータのような最先端の能力や政府で使用されている情報セ

キュリティ製品の評価のための一貫した技術標準を人民解放軍が獲得することが可能とな

る。また、それは、非常に鍛えられた才能あふれる人材が、政府の研究所、民間企業、及

び情報戦民兵部隊を含む軍へ参加するためのパイプとしての役割を果たしている。IT 専門

知識と資金源のすべての面を利用しようとするこの戦略は現在、より多くの大学が国の補

助金を通して情報戦に関連する研究プロジェクトを引き受けたり、民間 IT 企業が大学と

のより大きな共同研究開発の利益を享受しているように、大きな実を結んでいる。  

 

（１）軍の大学における情報戦の研究開発  

 

人民解放軍の職業専門大学と教育機関のカリキュラム、学部、及びコンピュータ・ネッ

トワーク作戦（CNO）に関する研究イニシアチブについては、多くのことが公開されてい

る。本項では、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の関連する重要な組織の活動の

範囲と方法について簡単に概説する。  

 

軍事科学院（Academy of Military Sciences：AMS）：軍事科学院は、北京に位置し、中

央軍事委員会の隷下にある。軍事科学院は、人民解放軍の軍事科学、戦略、及びドクトリ

ン研究の根幹組織である。軍事科学院は、コンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）につ

いて一部の早期研究行ったが、戦術的又は作戦的なものよりむしろより学術的なものであ

った。情報戦に関連する最近の軍事科学院の研究は、コンピュータ・ネットワーク・エク

スプロイテイション（CNE）、米国の「ネットワーク中心の戦い（network-centric warfare：

NCW）」モデル、及び外国軍の情報管理構造の作戦への適用に集中している。  

 

人民解放軍国防大学（National Defense University：NDU）：国防大学は北京に位置し、

軍の指揮官を教育するとともに軍事科学の新しいコンセプトの軍部隊への適用と訓練に関

する研究を実施している。国防大学は、学術的な役割より指揮運用面により大きく貢献し
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ている。しかし、国防大学の研究者は、軍事科学院の研究者や技術偵察局（TRB）を含む

多数の他の組織の研究者と協力している。情報戦に関連する最近の国防大学の研究は、外

国軍の情報化と情報戦への取組みに集中している。  

 

人民解放軍武漢通信指揮学院（Wuhan Communications Command Academy：CCA)：

武漢通信指揮学院は、湖北省武漢に位置する人民解放軍の唯一の中級レベルの通信指揮に

関する教育機関である。武漢通信指揮学院は、第３部に所属する中級レベルの通信指揮要

員と自動化管理要員に対して情報戦と軍事通信システムの教育を実施するとともに、情報

戦のドクトリンを開発している。情報戦に関連する武漢通信指揮学院の最近の研究には、

インターネット・ルーティングの拡張性、軍環境における無線インターネットの使用、デ

ータマイニング技術、DDoS 攻撃、及び米国のネットワーク中心の戦い（NCW）の計画立

案が含まれている。情報戦のトピックスに関連する武漢通信指揮学院の研究者の共同研究

には、精華大学、人民解放軍情報工学大学、人民解放軍 61081 部隊、科学技術大学、武漢

技術大学、華中科技大学、武漢技術大学、並びに人民解放軍科学大学、西安通信学院、中

国電子システム工学研究所、及び空軍大連通信幹部学校の研究者との共同研究が含まれる。 

 

人民解放軍国防科学技術大学（National University of Defense Technology ：NUDT）：

国防科学技術大学は、湖南省の長沙に位置し、軍事研究開発に深く関連した技術指向の大

学である。同大学は、国防部と教育部によって共同管理されている。中国の天河１A スー

パーコンピュータの開発センターである同大学は、その主要な研究分野の一覧表に、バイ

オメトリクス（生体認証）、ナノテクノロジー、量子コンピューティング、及び非線形数学

に加えて「電子及び情報戦における目標認識（electronic and information warfare target 

recognition）」を掲載している。同大学の教職員には「グレート・ファイアウォールの父」

と呼ばれ、ハルビン工科大学の教授でもあるファン・バン・シン（方浜興）が含まれてい

る。また、彼は、人民解放軍総後勤部の情報化諮問委員会を含む国家のコンピュータ・ネ

ットワーク工学とセキュリティに関連する様々な委員会のメンバーを兼務している。情報

戦のトピックスに関連する国防科学技術大学の研究者の共同研究には、北京工業大学、武

漢大学、上海交通大学、人民解放軍情報工学大学（ PLA Information Engineering 

University、信息工程大学）、及び人民解放軍 63880 部隊の研究者との共同研究が含まれ

ている。 

 

―人民解放軍総装備部隷下の人民解放軍  63880 部隊、即ち、洛陽電子対策訓練・開発

部隊は、他の人民解放軍部隊の訓練のための電子対策青軍として用いられると共に、

中国の科学技術研究所の特別技術部隊（たぶん、国防科学技術大学の人員のことを言

っている）と協力して、詳細不明の新型の電子対策装置を開発した。  
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―国防科学技術大学の教職員は、レーダーと電子対策に関連した様々な先進の研究開発

項目について 63880 部隊の人員と定期的に協力した。研究開発項目には、フェーズド

アレー・レーダ、データ融合アルゴリズム、弾道ミサイル目標の SAR レーダー探知、

及びジャミング技術が含まれている。  

 

―おそらく、国防科学技術大学の最も成功した協力関係は、完全国産の Loongson チッ

プ（別名 Godson チップ）の設計会社である龍芯技術会社（Loongson  Technology Co.）

とのものであった。Loongson チップが組み込まれた天河１A は、2010 年後半に、世

界の最速のスーパーコンピュータと評価された。中国軍の研究開発コミュニティ内に

おけるこのシステムの開発は、このシステムのデュアルユース用途の意図を強く暗示

するものである。  

 

情報工学大学（Information Engineering University：PLAIEU）（信息工程大学）：情

報工学大学は、河南省鄭州に位置し、情報戦とコンピュータ・ネットワーク作戦 (CNO）

の訓練と計画立案、さらに、その実行に最も深く関与している大学である。2008 年の解放

軍報によると、同大学は 800 人の教授と上級技術者、100 人の非常勤教授を雇用し、55

の大学院課程プログラムを提供している。公表されている同大学が後援する研究には、ワ

ームの伝播、ネットワーク攻撃の評価、カーネルモード・ルートキット（全てのメモリ領

域に自由にアクセスできるルートキット（訳者注））、データ潜伏、マルウェアふるまい検

知及び「緊急時の世論操作（emergency public opinion control）」の研究が含まれている。  

 

2011 年 8 月にユーザー名『chinesecivilization2』が、2011 年 7 月 16 日に CCTV-７に

よって放送された軍隊をテーマとしたテレビ・ドキュメンタリー「The Network Storm is 

Coming」  の一コマをユーチューブ（YouTube）に投稿した時に、同大学は、世界的な悪

評を買った。その番組は、明らかに DDoS 攻撃ツールの実際の使用を放映した。そのツー

ルには、中国語で「人民解放軍情報工学大学」のタイトルが付けられていた。そして、攻

撃目的地には、バーミンガムのアラバマ大学によって運営されている法輪功ウェブサイト

を含む「攻撃目的地」のリストが映し出されていた。ユーチューブでのビデオ公開による

広範な露出は、同大学に対するかなりの警戒感を引き起こし、同大学が完全にハッキング

活動を後援したと、多くの人々が確信した。しかし、アラバマ大学のスタッフは後で、ビ

デオの中で特定されたコンピュータは侵害されなかったと、コメントした。そのことは、

ビデオがシミュレーションだけだったことを示唆する。それでもなお、人民解放軍情報工

学大学が、ネットワーク攻撃作戦を支援するためのソフトウェアを開発していることを、

ビデオは強く示唆している。アラバマ大学の法輪功ウェブサイトという事例の特異性は、

中国の学界と政府双方のネットワーク・セキュリティ研究者が中国の国家安全保障上の利

益ために行動していることを示している。  
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人民解放軍情報工学大学の研究者は情報セキュリティ関連の文献を多数出版している。

そして、過去２年間に 300 件以上の記事を発表した。彼らの最近の共同研究には、鄭州軽

工業大学、人民解放軍 61365 部隊、漯河医学専門学校、公安海警学院（公安海警高等専門

学校）、西安電子科学大学（西安电子科技大学）、河北科技大学、四川大学、国家デジタル

交換工学センター（国家数字交换系统工程技术研究中心）、楊楠師範大学、及び多くの他の

大学の研究者との共同研究が含まれている。人民解放軍情報工学大学の研究者が享受して

いる共同パートナーの数と多様性は、学校側の積極的な協力関係の樹立と、学校の技術的

な専門知識に対する幅広いかつ高い評価を示している。  

 

上記のように重要な軍の研究機関が中国の情報戦能力の開発に重要な役割を果たして

いるが、人民解放軍の新しいコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）と電子戦（EW）

能力の開発は、民間の研究機関等との相当な程度の協働に依存していることも事実である。 

 

（２）民間の大学  

中国の大学における情報戦能力に貢献している研究開発への補助金に関する調査は、民

間の大学と政府と軍組織と全国の民間ハイテク企業との関係の広さと複雑さを示している。 

情報戦の戦技と技術の研究のために補助金が供給されている研究機関と研究者のネッ

トワークは、エリート校（それらは中核ではあるが）を超えて小さな専門学校にまで拡大

している。そのことは、金融、教育、及び法律などの国民経済のニッチ（隙間）な領域に

まで、ハイテク技術コミュニティが継続的に拡大していることを示唆している。  

 

大学のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）に関連した分野の研究開発への政府補

助金の提供は、中国の情報システム基盤と情報戦能力を近代化するために、国、軍、及び

民間の要素を結合しようとする幅広い国家戦略の一部である。国家指導者層は、情報戦に

関連した様々な研究イニシアチブを支援するために、民間の IT 部門、軍の大学、軍の研

究開発機関、民間大学、及び人民解放軍部隊の科学技術（S&T）資源を利用している。  

 

中国政府は、（一部は人民解放軍と協力して）情報戦及び人民解放軍の情報化プログラ

ムに関連した民間大学の研究に資金を提供するために、５つの確立した国家補助金プログ

ラムを使用している。これらのプログラムの一部から幅広く民間研究機関の研究者に資金

が支払われるのに対して、特定の補助金プログラムは、大学や研究センターの選ばれたグ

ループに集中しているように見える。  

 

我々は、後援している政府機関と、大学研究センターの鍵となる教授等との潜在的な後

援関係のために、国家情報セキュリティ補助金は、しばしばこれらの大学に与えられると

評価している。そして、国家の秘密保護、人民解放軍の技術的な専門化、及び情報対抗
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（ information conflict）能力の継続的な開発などの国家先端技術優先順位と一致した複数

のプログラムへ資金が提供されている。  

 

―国家情報セキュリティ努力を支援するとともにその分野の信頼できる人材を育成す

ることを目的として、南京大学、ハルビン工科大学、中山大学、及び北西工業大学に

国立保密学院（State Secrecy Academy）が設置されている。このことは、これらの

大学が、国家保密局（State Secrets Bureau）／工業情報部（MIIT）が後援する情報

技術、情報工学、及びネットワーク・セキュリティ等の能力を有していることを示し

ている。  

 

―国家情報セキュリティ補助金（合計５つ）から最も幅広い恩恵を受けているハルビン

工科大学は、国立保密学院を運営するとともに、データ隠蔽技術（ステガノグラフィ

ー）と情報処理技術を以て、全国に設置されたほんのわずかな情報対抗（Information 

Conflict）研究所の一つを後援している。  

 

 

―江蘇省の南京に位置する東南大学は、多数の国家レベルの情報セキュリティ補助金に

より情報セキュリティ研究を実施しているもう一つの学校である。東南大学は、国家

レベルの補助金の主要な目的として、政府出資の学校、国営の科学研究機関、国の主

要な企業、政府機関、政府出資の公共機関、及び人民解放軍部隊のためのハイテク人

材を育成するための資金提供であることを挙げている。  

 

情報セキュリティ研究を実施しているとわかる少なくとも 46 の民間の大学は、およそ

５つの主要な国家レベル先端技術補助金プログラムの１つ以上から恩恵を受けている。こ

のことは、公表された国家計画の優先順位と一致した技術開発の方向を示している。これ

らのうち、およそ 10 の大学は、３つ以上のプログラムから資金を受け取っている。３つ

の大学（  東南大学、ハルビン工科大学、及び浙江大学）は、改正された５つのプログラム

のすべてから資金を受け取っている。少数の大学への情報セキュリティに関連する資金提

供の集中は、鍵となる学部と研究センターを選択していること示唆している。即ち、国家

自然科学基金委員会、教育部、工業情報化部（MIIT）、及び国家保安部などの補助金は、

情報セキュリティと情報戦へ適用されるセンシティブな研究開発へ提供されている。  

 

―「863 国家ハイテク研究開発プログラム」は、情報技術、電気通信、防衛関連、及び

デュアルユース・プロジェクトを含む先進の科学技術研究分野の発展を通じて、国家

の技術的独立を促進することを目的に、1986 年 3 月に策定された。863 プログラム

は、情報セキュリティ研究を支援している主要なプログラムの中で最も人気があり、
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かつ普及しているプログラムである。863 プログラムによる資金提供は、民間大学で

実施されている民間及び軍双方に指向された研究開発を支えている。  

 

―「973 国家主要基礎研究プログラム」、すなわち「973 プログラム」は、科学技術部

（Ministry of Science and Technology：MOST）によって管理される国家レベルの補

助金プログラムであり、情報科学を含む科学的な応用のいろいろな分野での国家の戦

略的ニーズを満たす基礎研究を編成及び実行することを目的に、1997 年に策定された。

973 プロジェクトには、政府機関、教育部、又は地方機関によって監督される科学分

野全体の研究が含まれる。研究の監督には、しばしば大学に置かれた研究チームが加

わる。現在の 973 プロジェクトには、ブロードバンド無線通信、信頼されたクラウド・

コンピューティング、「モノのインターネット（Internet of Things）」、統合型ネット

ワーク、ネットワーク仮想化が含まれている。それらの研究は、人民解放軍情報工学

大学、清華大学、ハルビン工科大学、上海交通大学、及び国家レベルの情報セキュリ

ティの研究資金の大部分を集めているその他の民間大学の研究者によってリードさ

れている。  

 

―工業情報化部（MIIT）によって管理される「国家 242 情報セキュリティプログラム」

は、政府にとってセンシティブな情報セキュリティプロジェクトに集中しているよう

に見える。このプログラムに関する情報は、オンラインで掲載される学部の略歴やレ

ジュメから、拾い集めることができるだけである。そして、この 973 プログラムによ

って資金を供給されるプロジェクトの多くのタイトルと内容は偽装されている。この

研究に参加した一部の大学では、242 プログラムの情報が大学に置かれた軍のオフィ

スから学生に提供された。これは、242 プロジェクトへの軍の関与を示唆している。  

 

―「国家保安部 115 プログラム」に関する情報は、242 プログラムと同じように、レジ

ュメ、プログラム、及び学部プロフィール、並びに研究センターの教育部へ賞状（ア

ワード）申請を調査することによって知ることができる。プロジェクトのタイトルか

らだけでなく、プロジェクト補助金番号自体の頻繁な偽装によって分かるように、こ

のプログラムは非常にセンシティブな情報セキュリティ研究に集中しているように

見える。履歴書には時々、個人が、115 国家セキュリティプログラム・プロジェクト

に取り組んだことが簡単に記録されている。その後に、「秘密（confidential）」（保密）

又は「極秘（secret）」（秘密）と記入された主題が続いている。  
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表 2 北京交通大学 Liu Duo 講師に提供された 115 ププロジェクト補助金の曖昧な説明  

出典：Wang Fangshi 著「2009 年二か国語教育モデル・カリキュラム・プロジェクト

報告」2009 年 5 月 26 日  

 

―「国家 s219 情報セキュリティ・アプリケーション実証プロジェクト」の後援と管理

についてもまた、確かめることが難しい。しかし、情報セキュリティ研究を実施して

いる 46 の特定された中国の大学のうちの少なくとも 10 人の情報セキュリティ研究者

は、このプログラムによって資金を助成されていた。s219 資金によるプロジェクトに

は、北京大学で実施された侵入検知技術の研究、上海交通大学で実施された「e セキ
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ュリティ・プラットフォーム」の研究、及び東南大学で実施された仮想プライベート

ネットワーク（VPN）の研究が含まれる。  

 

―上記の国家レベルの補助金プログラムに加えて、省、市、及び個人の補助金は、多く

の研究者の情報セキュリティ研究を支えている。  

 

補助金プログラムの目標は、第 11 次及び第 12 次 5 か年計画（それぞれ 2007–2010 と

2011–2016）の戦略的な優先順位に一致している。それは、中国の指導者層が掲げた研究

開発の重点（人民解放軍内の情報化を含むハイテク能力の向上及び国家の技術的な情報戦

能力の向上）を反映している。  

 

―973 プログラムの優先順位は、5 か年国家計画、すなわち広い意味での国家安全保障

上の要求と次世代のインターネット技術を含む国内の技術的革新に一致している。こ

れは、プログラムについて最近発表された研究領域に反映されている。それには、「シ

ステムのシステム（system of systems）」統合と国際標準を適用した新しいネット

ワーク技術が含まれている。  

 

―現在の国家計画に関するある解釈によると、863 プログラムの高性能コンピューティ

ング研究に対する支援は、「長期科学技術開発計画」の実行を反映している。その鍵

となる研究項目は、第 12 次 5 か年計画の中で述べられている。  

 

情報戦能力の開発に適用できる研究を実施している大部分の大学は、１つ又は２つの補

助金プログラムだけから資金を受け取っている。しかし、少なくとも 10 の大学は、情報

戦テーマに沿った研究のために３つ以上の国家レベルの補助金から資金を受け取っている。

このことは、これらの大学がコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）能力の研究開発だ

けの主要なセンターでなく、これらの分野の次世代のトップレベルの人材を育成している

であろうことを示唆している。  

 

―ハルビン工業大学（HIT）：1920 年に創設されたハルビン工業大学は、中央政府から

の好意的な処遇を享受している。同大学は、情報戦の能力発展に関連した技術領域に

集中した少なくとも９つの研究センターを管理している。これらの研究センターには、

情報検索センター、ソフトウェア学校、及びネットワーク情報センターが含まれる。

同大学には、たった４つの国家保密学校（State Secrecy Academy）のうちの 1 つが

設置されており、人民解放軍を含む国防部及びセキュリティ・コミュニティと有力な

人脈があるように見える。同大学は、卒業生の総参謀部第３部の第 56 研究所長フゥ

ァン・ヨン・チン（黄永勤）将軍、ルオ・ウェイ（罗为）総参謀部技術部長、及び ZTE
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のディン・ミン・フォン（丁明峰）部長との緊密な関係を宣伝している。同大学は、

「主要な国家のセキュリティプロジェクト」研究を支えている国家補助金の常連の受

領者である。このことは、人民解放軍のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）ツ

ールと慣行の継続的な近代化における同大学の重要性を強調するとともに、この分野

における中国の動向をフォローしているものにとって、同大学で実施されている研究

が注目に値することを示唆している。  

 

―東南大学（Southeast University or SEU：东南大学 )：江蘇省の南京に位置する東南

大学は、国務院教育部によって直接管理される国家の重要な大学である。同大学は、

「コンピュータ科学工学」部を 18 人の卒業生アシスタント、24 人の教授、及び 35

人の準教授の教授陣で、「情報科学工学学校（School of Information Science and 

Engineering）」を 23 人の卒業生アシスタント 41 人の教授、及び 36 人の準教授の教

授陣で、そして「ソフトウェア工学大学（College of Software Engineering）」を 18

人の卒業生アシスタント、27 人の教授、37 人の準教授、及び 28 人の講師の教授陣で

運営している。このように同大学は、特に情報戦能力の継続的な発達を支えている分

野に集中してかなりの資源を配置している。東南大学は、国家レベル補助金の主要な

目的として、「政府出資の学校、国営の科学研究機関、国営の主要な企業、政府機関、

政府出資の公共機関、及び人民解放軍部隊のためのハイテク人材の育成を挙げている。 

 

―北京郵電大学（BUPT）：北京郵電大学は、人民解放軍総参謀部と連携した重要な電気

通信研究センターとして 1955 年に創設された。現在は独立し、学校は電気通信を専

門としているが、コンピュータ科学と情報セキュリティにも進出した。同大学は、政

府との強い結びつきを享受しているが、それは、ファン・バン・シン（方浜興）大学

総長のおかげによるものである。ファン・バン・シン（方浜興）は、中国の国家イン

ターネット監視システムである「グレート・ファイアウオール」を構想・開発した有

名な情報セキュリティの専門家である。同大学は、情報通信工学学校、コンピュータ

科学学校、ソフトウェア工学学校、及びオートメーション学校を管理している。これ

らはすべて、中国の情報戦能力の発達の一因となっている研究開発である。  

 

―上海交通大学（SJTU）：1896 年に創立された上海交通大学は、「コンピュータ科学工

業」学部の「暗号グループ」において重要な人材の育成に集中している。暗号グルー

プは、暗号と情報セキュリティの先進の研究を実施している。同グループはチェン・

クェァ・フェイ（陈克非）を長とする「暗号学と情報セキュリティ研究所」を運営し

ている。そこでは、認証プロトコルとセンサー・ネットワーク・セキュリティの研究

などが行われている。また、同大学はグー・ダー・ウー（谷大武）を長とするコンピ

ュータセキュリティ研究所を運営している。同研究所は、サイドチャネル攻撃（暗号
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装置の動作状況を様々な物理的手段で観察することにより、装置内部のセンシティブ

な情報を取得しようとする攻撃方法（訳者注））、リバース・エンジニアリング、及び

「暗号分析とデザイン基礎」を含む技術領域を後援している。さらに、同大学は、イ

ャォ・ティェン・ファン（姚天昉）を長とする言語技術研究所を運営している。同研

究所は、インターネット基盤の情報抽出とデータマイニングを専門としている。同大

学の他の研究室には、情報符号化理論や「信頼されるデジタル技術」などがある。  

 

―特に、グー・ダー・ウー（谷大武）の仕事は、情報戦と関連した技術に対する政府後

援の良い例である。その仕事には、863 国家ハイテク研究プログラム及び s219 国家

工業プログラムによって後援された情報セキュリティプロジェクトが含まれる。グー

氏は、「国防科学・技術発展賞（国防科技进步二等奖）」を授与されている。  

 

―我々は、情報戦へ適用できる研究は、国家保密局（State Secrets Bureau）と工業情

報化部によって４つの大学（ハルビン工学大学、南京大学、孫文大学、西北工業大学

（Northwestern Polytechnical University、西北工业大学））に設立された国家保密

学校（State Secrecy Academy）において、非常に集中して実施されていると評価し

ている。これらの４つの大学は、情報ネットワークのセキュリティ、暗号、及びコン

ピュータ科学の専門分野のすべてを担当している。それが、国家保密学校をこれらの

大学に設置する政府の認可を促進したと我々は評価している。  

 

―西北工業大学（NWPU）（西北工业大学）：同大学は、ハルビン工業大学と同じように、

様々な情報セキュリティをテーマとしたプロジェクトと研究への資金提供と専門知

識双方のセンターである。４つの国家保密学校のうちの１つを設置している同大学に

は情報対抗（ information confrontation）と情報セキュリティの専攻科目と２つの大

学院プログラム（コンピュータ工学と情報セキュリティ）に特徴がある。そのことは、

ハルビン工業大学と同じように、主要な情報戦研究センターであることを示唆してい

る。国家保秘学校を設置するために選抜されたその他の３つの大学と同じように、情

報技術、情報工学、ネットワーク・セキュリティにおける西北工業大学の資源を国家

保密局が認めたことは、情報セキュリティと国家秘密保護の分野での信頼できる人材

を育成するために、民間アカデミーとの協力的な関係を中国の技術訓練に統合すると

ともに民間アカデミーの専門知識を利用しようとする中央集権的な政府の努力を示

唆している。  

 

―西北工業大学のツァィ・ワン・ドン（蔡皖东）教授は、国家レベルの情報セキュリテ

ィプロジェクト評価委員会の専門家としてだけでなく、国家機密情報システム・セキ

ュ リ テ ィ ・ 評 価 セ ン タ ー （ National Classified Information System Security 
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Evaluation Center）の長を務めている。ツァィ・ワン・ドン（蔡皖东）教授は、そ

の能力において、国家レベルの学術的な補助金によって資金が提供される最もセンシ

ティブな情報セキュリティプロジェクトの選定に影響力を持っているであろう。  

 

―西北工業大学の「ネットワークと情報セキュリティ」部門は、ネットワーク・セキュ

リティ監視、及び障害回復、さらに特に注目すべきは「ハッカー・コントロール・シ

ステム」について省（province）レベルで認められていることである。  
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7 中国における電気通信の研究・開発―産業の成長を後押ししている国家と  

民間の協力  

 

人民解放軍が消費するデータ量は、人民解放軍が情報化を推進し、特に追加の情報収集、

戦術データリンク、及び複数のオンライン通信ネットワークを導入していることにより、

膨大でありかつ増大し続けている。この劇的なデータ量の増加に対応するため、中国の

C4ISR ネットワークは、非常に高度な国家の電気通信インフラを必要としている。人民解

放軍の近代化の手段としての情報化の成功は、新しいシステムと能力を求める要求に応ず

る国家の電気通信セクターの能力に依存している。中国は、この 10 年間、国家の電気通

信システムの変革と軍の C4ISR 基盤の拡大によりこの問題に対処してきた。この広範な改

革は、軍事通信とデータ・ネットワークを、光ファイバーケーブルを利用したデジタル通

信、先進の高周波ラジオ、マイクロ波、及び安全な衛星ネットワークの広範な使用へと転

換させた。  

 

狭隘でありかつしばしば国内企業の供給に依存した伝統的な中国防衛産業の垂直統合

は、人民解放軍で進められているダイナミックな IT 近代化を支えることができなかった。

中国の IT セクターは、ほとんどが民間セクターであるが、人民解放軍やその他の中国の

防衛産業とのつながりを維持していると考えられている。人民解放軍は、国営の IT 会社

の集合体を、もっぱら防衛に指向させ孤立させるよりむしろ、その研究開発機関の広範な

基盤を通じて、中国の民間 IT 会社や大学と協力させることにより、民間製品と研究開発

の名目上の顧客として利益を得ている。IT 研究に関連した防衛分野への政府の後援は、前

項で既述した 863 プログラム、973 プログラム、及び 242 プログラム並びに研究活動への

直接の資金提供のような国家補助金プログラムからの資金提供の形で行われている。  

 

―2009 年の統計によると、中国は全国に 3,230 万人の職員と 3,707 の研究所を維持して

いる。この統計が利用できる最新のものである。中国の国家統計局によると、中国は

2010 年に 4,114.41 億元を全国の科学技術研究に投資した。これは、国家予算全体の

およそ 4.58%に相当する。  

 

 

この現象は、2005 年のランド研究所の中国の防衛産業に関する研究の中で最初に発表さ

れたモデルに捉えられている。その著者は、すべてが中央により管理され、主として軍を

顧客とする防衛に関連した研究開発を推進する国有企業（state owned enterprise： SOE）

の伝統的なモデルから「デジタルトライアングル」へのパラダイム・シフトであると説明

した。デジタルトライアングル・モデルでは、３つの構成要素又は「頂点」は、協力的な

モデルの中で相互作用する。そのモデルの中で、軍又は後援された研究所が、ダータン（大
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唐）、ファーウエイ（華為）、又は ZTE のような民間企業の研究開発活動に対して資金を提

供する。そして、しばしば彼らを国家による「ナショナルチャンピオン」に指定する。こ

の指定により、彼らは、例えば 863 プログラムのような補助金プログラムを通じて、資金

提供の優先権を得ること、又は国営銀行からの融資を簡単に利用することができる。デジ

タルトライアングル・モデルは、軍の顧客だけの「ストーブパイプ」モデルで営業してい

る国営 IT 企業の大きなコンソーシアムから、人民解放軍を遠ざけたと、その著者は述べ

ている。  

 

中国政府は、外国の IT 技術の獲得の方法を、取得困難なものを取得するよりむしろ商

業的に実現可能な製品の現地生産に集中した。人民解放軍の研究開発機関は、デジタルト

ライアングル・モデルの下で、民間の大学、ファーウエイなどの民間 IT 会社又は何百も

のより小規模のニッチ（隙間）会社と直接協力することができる。民間と軍との間での技

術移転の流動性を改善することは、国家の科学技術発展のための戦略的なロードマップで

ある「中国の中長期科学技術プログラム指針（2006-2020 年）」の優先事項でもある。そ

の文書には「軍と民間の生産を結合するため及び軍と民間の能力を統合するための完全な

メカニズム」と記載されている。  

 

軍は、しばしば、重要な技術を供給する合法的な外国のパートナーと民間企業が研究開

発の費用を分担しつつ実行する最先端の研究へのアクセスから利益を得ている。この戦略

による人民解放軍の第２の利益は、外国との合弁事業と国際商業市場への接近によって持

ち込まれる電気通信技術の最新の民生品（COTS）への素早いアクセスである。  

 

中国の IT セクターは、複合型防衛産業であると考えることができる。IT セクターは、

軍（顧客）の要求に応じながら、民間市場において首尾よく活動することができる。中国

の電気通信市場は、国内最大級のメンバー、例えばハードウェアとネットワークの巨人で

あるファーウエイ、ZTE、及びダータンによってかなり影響される。これらの会社と一部

のより小規模の会社は、国内外の民間への強い指向を持っているため、必ずしも人民解放

軍あるいは C4ISR の近代化との直接の関連がない。しかし、これらの会社は、デジタルト

ライアングル・モデル下で、国家の研究機関との表に出ない繋がりや人民解放軍と提携し

ているプログラムに対する政府の資金提供などから直接利益を得ることが可能となってい

る。  

 

第 10 次 5 か年計画（2000-2005）では「民間の能力の中に軍の可能性を置くこと（于军

于民 )」であったが、後に胡錦濤によって修正され第 11 次 5 か年計画では「軍民融合」と

なり、正式なプログラムの下でデュアルユース技術の利点を利用しようとする中国の国家

戦略は、民間セクターが人民解放軍の調達に直接関係することを可能にするとともに軍の
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近代化プロセスを促進した。西側の分析の中に挙げられていた中国メディアの報道による

と、中国の防衛費が増加し続けていたので、民間会社には軍の調達に関与する大きな誘因

があった、そして、中国の民間ハイテク会社による調査では、2005 年に調査を受けた IT

会社の 90%以上が既に軍の調達と生産に関係していた。  

 

国は、工業情報化部（MIIT）を通じて、中国の防衛産業を監督している。工業情報化部

(MIIT)は、第 11 回全国人民代表大会で創設された比較的新しい「スーパー -部（省）」であ

る。工業情報化部（MIIT）は、廃止された情報産業部と国家国防科技工業局（SASTIND）

（旧国防科学技術工業委員会（COSTIND））などの一部業務が統合されて創設された。こ

れらの行政改革と並行して、最高国家行政機関である国務院は軍民統合促進部門（Civil 

Military Integration Promotion Department ：CMIPD）を創設した。軍民統合促進部門

（CMIPD）は、工業情報化部（MIIT）に隷属し、デュアルユース技術の政策開発につい

て国家国防科技工業局（SASTIND）と協力することが規定されている。そして、軍民産

業のより強い統合及び民間大学における防衛に関連した研究開発をサポートする防衛補助

金プログラムの監督を促進している。  

 

―軍民統合促進部門（CMIPD）のウェブサイトの情報によれば、2011 年 10 月に、軍民

統合促進部門（CMIPD）は、浙江省の紹興で、省レベルの「デュアルユース技術仲介

会議」を後援した。そして、会議には、人民解放軍の代表者、150 の民間企業、７つ

の大学、及び 100 の研究機関が参加した。浙江会議は、展示と 1,000 以上のデュアル

ユース・プロジェクトに関する議論が特徴であった。  

 

―工業情報化部（MIIT）と軍民統合促進部門（CMIPD）は、2008 年以降、中国の各地

で類似したイベントを定期的に後援している。そのことは、軍民統合促進部門（CMIPD）

と人民解放軍が、優先順位と民間セクターの資源を組み合わせることについて、より

活発で直接的な役割を果たしていることを示唆している。  

 

ファーウエイ、ZTE、及びダータンは中国の主要な電気通信装置のメーカーであり、世

界トップ５に入っており、３G ネットワーク構築の最も高い市場占有率を占めている。彼

らには、異なった製品及びサービス提供、異なる起源、並びに国内外の市場で競争するた

めの独特の戦略を持っている。それでも、彼らは、デジタルトライアングル・モデルに深

く融和し、ベンダー及び研究協力者として中国政府と活発に協力している。  

 

ZTE（中興通訊股份有限公司）：ZTE は、深圳に本部を置く多国籍の電気通信装置及び

システムの会社である。ZTE は、現在、ファーウエイに続く２番目に大きい中国の電気通

信装置メーカーであり、世界で５番目に大きい携帯電話メーカーである。発展途上国の移
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動ネットワーク運営者とともに市場占有率を獲得するという会社の戦略によって、ZTE の

顧客の大部分は、中国の国外にいる。しかし、ZTE は、同様により多くの先進諸国の市場

に進出することに成功した。中国航空工業集団公司の下の 691 工場のスピンオフとして

1985 年に創立された ZTE はもはや国有企業でないが、ZTE は、共同研究パートナーとし

て、いろいろな中国の大学や軍の研究所との関係を維持している。  

 

―会社の 2010 年の年次報告によると、ZTE は主として国際市場占有率を獲得すること

に集中し、海外市場から半分以上の収益を得ている。2010 年の北米及び欧州の収益は

50%成長し、ZTE の海外収益の中で最大の割合を占めている。  

 

―会社の中国語ウェブサイトに掲載されているデータによると、ZTE は 60,000 人から

多くて 95,000 人の従業員を雇用し、世界中に 107 の駐在員事務所を配置し、北米、

欧州、及びアジアに 15 の研究所とおよそ 15,000 人の専門の研究スタッフを抱えてい

る。  

 

―英国のボーダフォン、カナダのテラス及びパブリック・モバイル、並びにフランスの

テレコムは、すべての器材を ZTE から購入した。また、中国ネットコム、中国モービ

ル、中国サットコム、中国テレコム、及び中国ユニコムを含む多くの中国企業は ZTE

の顧客である。  

 

－ZTE のハードウェア製品ラインには、プログラム制御式スイッチングシステム、マル

チメディア通信システム、通信伝達システム、移動通信装置のための生産システム、

衛星通信、マイクロ波通信装置、ポケベル、コンピュータ・ハードウェア及びソフト

ウェア、有線テレビ（CCTV）、マイクロ波通信、並びに自動制御信号が含まれる。  

 

－ZTE は、鉄道、地下鉄システム、都市レール輸送、ハイウェイ、工場、鉱山、港、及

び空港に関するプロジェクトのために、有線及び無線通信ネットワークを 30 か国以

上の国に提供した。  

 

ZTE は相当の内部資産を研究開発に注ぎ込んでいる。その労働人口の 34 パーセントと

その収益の 10 パーセントが新製品及びサービスの革新のために注入された。この投資は、

外国の民生品（COTS）技術を中国へ導入するパイプとしての働きをするとともに、国際

的な市場へのアクセスのし易さとともに、ZTE が外国の市場占有率を獲得するのを可能と

している。  
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―会社の中国語ウェブサイトの情報によれば、彼らは、国際特許出願数世界第２位で、

現在 1,863 の国際特許を保有していると述べている。  

 

―2010 年に、胡錦濤は深圳で開催された「新興戦略企業展覧会（战略性新兴产业展）」

に出席した。そこで彼は ZTE の代表者と TD-LTE （time division duplex long term 

evolution）（中国国内で発達した次世代４G の無線ネットワーク標準）開発の重要性

について短時間であったが議論した。そのことは、中国の成長のために、中国の政治

指導者が、TD-LTE の標準に戦略的な重要性を置いており、かつその開発において ZTE

の重要性を認めていることを示唆している。TD-LTE は、現在中国国内の各都市にだ

け展開され、台湾でテストされている。それは、国際的なベンダーであるノキアとエ

リクソンによって支援されている。  

 

―会社の電気通信ハードウェア製品の多様性により、会社は、多くの外国で契約を得る

ことが可能となった。そこで、ZTE は、それまで市場を占有していた競争相手よりも、

より大きな柔軟性とより安い経費でネットワーク・デザインをカスタマイズした。  

 

ZTE は、軍民の大学との共同研究を含む人民解放軍との多様な関係を維持している。共

同研究には、衛星ナビゲーション、データリンク、ジャミング技術、人民解放軍の訓練、

並びに人民解放軍が後援する防衛企業展示会への出展及び説明者の派遣などが含まれる。

ある西側の研究者によると、ZTE は、人民解放軍の戦車を連接する光学ネットワーク・シ

ステムを含むカスタマイズされた電気通信サービス及びハードウェアの主要なサプライ

ヤであった。  

 

―ZTE の西安研究所は、2009 年 5 月に開催された「2009 マイクロ波企業展示会」及び

2007 年に開催された「上海軍事・民間技術及び電子システム展示会」に展示し、技術

的な説明を実施した。マイクロ波会議のためのマーケティング用品を見ると、そのイ

ベントが ZTE 西安研究所、人民解放軍第２砲兵の工学大学、中国電子科技集団公司（以

下、CETC）第 20 研究所、CETC 第 39 研究所、北方工業公司（North Industries 

Corporation）の 206 研究所、及びファーウエイの西安研究所の研究と製品を目玉と

していたことを示している。  

 

 

―会議の公開資料によれば、ZTE は、ファーウエイや中国モービルなどの他の主要な民

間電気通信企業とともに、人民解放軍総参謀部、人民解放軍総装備部の電子情報イン

フラ部門、工業情報化部（MIIT）、及び中国科学院によって共同で後援される軍民デ

ュアルユース技術展示会の常連の展示者である。  
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― ZTE の研究者は、北京の装甲工学研究所（ Fentai Armored Force Engineering 

Institute）で開催された「 2009 年人民解放軍後援の RFID（ Radio Frequency 

Identification：無線自動識別装置）技術に関する防衛企業会議」における主要な説明

者であり展示者であった。工業オンライン・メディア報道は、総装備部（GAD）と総

後勤務部（GLD）を含む人民解放軍の展示会への参加者は、購入と調達に責任がある

ことを示している。ZTE の説明者は、いろいろな軍の兵站への彼らの RFID 技術の応

用について強調した、具体的言えば、静的及び動的な鍵となる認証のための ZTE の

RFID 製品の情報セキュリティ面を強調した。  

 

―ZTE の UHF RFID タグは、人民解放軍の軍事安全防護センター（Military Security 

and Protection Center）が政府及び軍のネットワークでの使用を承認した安全製品リ

ストに入っている。同センターのウェブサイトの情報によれば、同センターは、人民

解放軍のネットワークで使用される情報セキュリティ製品を評価・保証するために

2008 年 5 月に創設された総参謀部（GSD）隷下の組織である。  

 

―ZTE の西安研究所に所属する研究者は、2007 年に、米海軍の JTIDS （Joint Tactical 

Information Distribution System：統合戦術情報伝達システム）データリンク・シス

テムの対ジャミングの特徴を分析した研究を共同執筆した。空軍工学研究所の研究者

と共に、JTIDS システムをうまく妨害するかもしれない方式と波形を分析した。その

ことは、ZTE の人員が、軍の学者や運用者と共に攻勢的な電子戦研究を支援している

ことを示唆している。  

 

 

2008 年 9 月に、ZTE は、西安先端技術産業開発ゾーン（XHTDZ）に、研究開発と生産

拠点を建設するために 60 億元以上の投資に合意・署名した。そのゾーンのウェブサイト

で発表された情報によると、そのプロジェクトは将来の 3.5G と 4G の通信製品の開発・生

産に集中する。そのゾーンには、中国の最も革新的な先端技術通信会社、大学、及び研究

所のいくつかが集中する。そして、それらは外から大きな投資を受け取る。このプロジェ

クトは、国家レベルの成長と地域に拠点を置く地元の会社の成長を促進するであろう。  

 

2009 年 10 月に、ZTE は、4G、即ち LTE （Long Term Evolution：4G 携帯電話の通

信規格）の研究所を北米子会社の一部としてテキサスのリチャードソンに開設した。北米

ZTE は、その施設を会社の二重モード CDMA（code division multiplex access：符号分割

多元接続 )及び LTE プラットホームのショーケースとして使用する。LTE は、GSM（Global 

System for Mobile Communications：汎欧州デジタル移動電話方式）無線ファミリーの第

四世代の無線データ標準で、米国の大手電気通信キャリアに採用されている。北米 ZTE の
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ジャン・シャン・ヤン（江向陽）社長の声明によると、米国市場での彼らのプレゼンスを

拡大するために、リチャードソンの研究所を二重モード CDMA/LTE プラットフォームを

開発・生産基盤として使用している。  

 

―北米 ZTE は、主に米国において無線ハンドセットとネットワーク・ソリューションを

提供している。ZTE は、LTE と GSM 双方を取り入れられる二重モード装置を生産す

る手段を研究していることを強調している。GSM 標準は世界中のキャリアの大多数

によって使われ続けている。それには、主要な米国キャリアが含まれる。ZTE の二重

モード装置への GSM の組込みは、国際的市場への拡大を続ける彼らの意図を反映し

ている。  

 

―米国のワイヤレスネットワーク分野における低コスト圧力の増加により、多くの米国

のベンダーは、しばしば外国企業による代替手段を考え始めている。米国のベンダー

には、ZET のような中国オプション並びに WiMAX 及び LTE 基準のような中国のプ

ロバイダや政府が提唱する新しい基準がはるかに魅力的に見え始めている。  

 

 

ファーウエイ（華為）・テクノロジーズ：ファーウエイ・テクノロジーズは、人民解放

軍 の 電 気 通信 研 究 の 主 要 な セ ンタ ー で あ る 総 参 謀 部 の 情 報 工 学 院 （ Information 

Engineering Academy）の元院長レン・ゼン・フェー（任正非）により 1988 年に設立さ

れた。現在は、世界第二の電気通信機器のメーカーである。そして、R＆D と生産に特化

し、通信機器と電気通信キャリアのためのカスタマイズされたネットワーク・ソリューシ

ョンを販売している。ファーウエイはまた、国際市場シェア獲得の成功により広く知られ

ている中国企業の一つである。しかし、同社の知名度は、ファーウエイと中国政府及び人

民解放軍との知られた関係が引き起こす国家安全保障上の懸念から、外資系企業による製

品購入が外国政府により数多く阻止された結果でもある。  

 

北京は、明らかにファーウエイを、中国の IT 部門と国際競争力に影響を与える戦略的

に重要な企業として見ている。西側の分析者は、北京はファーウエイを正式に"ナショナル

チャンピオン"に指定したと指摘した。ナショナルチャンピオンは、中国の国家安全保障に

戦略的な価値を持っていると考えられた国有企業を特定するために、国務院の国有資産監

督管理委員会（State Owned Assets Supervision and Administration Commission：

SASAC)によって開発された正式な呼称である。もし、この判定が正しければ、それは、

中国の指導者層が如何に強く中国の IT 部門におけるファーウエイの価値を感じているか

を反映している。その価値とは、人民解放軍の改革を推進し、中国に革新をもたらす広範

な可能性である。非常に少数の中国企業が、中国の IT セクターをグローバル市場に統合
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することで重要な役割を果たしてきた。そして、中国企業が、単に外国製品のアセンブラ

ではなく、むしろ競争相手として国際的に活動することを可能にした。そのことは、最先

端の民生品（COTS）技術へのアクセスは、民間会社が人民解放軍の必要条件を満たすデ

ュアルユース製品を開発するために必要な多数の「スピン·オン」の機会を引き起こした。

これを原動力として、ファーウエイや多くの他のより小規模のニッチ会社は人民解放軍の

ための先進技術の源泉になることが可能となった。  

 

「競争入札法（Tender Law）」の制定は、中国企業が、人民解放軍のビジネスを争う方

法をさらに合理化した。その法律は、主に人民解放軍が民間企業に契約を与えるプロセス

を改善することを目的とするが、特に選定された会社に対し、製品提供を合理化し、パフ

ォーマンスを向上させ、そして作業の効率を向上させることを奨励した。これらの改善は、

彼らがより高品質のマイクロエレクトロニクス及び他の技術への国内アクセスを得ること

により、より長い目で見ると人民解放軍の利益となった。2009 年の人民解放軍国防大学の

雑誌は、高感度高性能集積回路に関して次の様にこの法律の効果を強調している。  

 

―国はすでに「競争入札法」を制定した。それは、部品及びコンポーネントプロジェク

トについて競争入札システムの実施を提案している。一方、軍事製品の生産を管理してい

る法律と規則は、信頼できる国内製造業の公正な競争と共同研究開発を奨励している。た

とえば、高等教育機関とサプライヤは、共同で新製品を研究開発するために彼ら自身の強

みを使うことができる。数年前、我々は、軍の集積回路を開発するために、幾つかの民間

企業を選び、軍事製品を開発していた。たとえば、製造元として、深圳市のゴ―エイ（国

威）電子会社、成都のファーウエイ・マイクロエレクトロニクス社、人民解放軍国防科学

技術大学、及び復旦大学のマイクロエレクトロニクス社が含まれる。彼らは、他の国によ

って、輸出が禁止された沢山の部品およびコンポーネントを開発した。そして、それらの

多くは現在大量注文のために大量生産されている。これは、中国のマイクロエレクトロニ

クス産業のレベルを大いに改善した。競争に参加する民間企業は、軍の部品及びコンポー

ネントの改善をサプライヤに奨励し、消費者が利用できる製品の多様性を増加し、彼らの

製品の性能、品質、信頼性を改善することができる。   

 

ファーウエイの人民解放軍の実施する研究開発への関与は、ベンダーとして直接的なも

の又は人民解放軍の外郭団体若しくは大学の研究協力者として間接的なものである。最近

の人民解放軍が関係する企業イベントへの常連としての参加やデュアルユース・アプリケ

ーション・プロジェクトに関する様々な政府の研究所と関係などは、ファーウエイと軍と

政治指導者層との進行中の関係が存在するかもしれないことを示唆している。  
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親北京の中国新聞シン・ジン・バァウ（新京報）の 2010 年 10 月の裏付けのない報告は、

ファーウエイの議長スン・ヤー・ファン（孫亜芳）が、ファーウエイに加わる前の明らか

でない期間、国務院公安部で働いていいたと明言した。香港が管理しているニュース・サ

イト・フォン・ホワン・ワング（Feng Huang Wang）の日付がないレポートによると、

スン・ヤー・ファン（孫亜芳）は、ファーウエイが発展の初期段階にある 1987 年の同社

の財政難を、彼女が持っている国務院公安部との繋がりを使って助けた。2011 年 4 月に会

社のウェブサイトに掲載されたファーウエイ役員に関する公式説明には、スン氏の過去の

国務院公安部との関係への言及はなかった。そして、スン氏の政府及び情報機関との過去

の繋がりは未確認のままである。  

 

―中国ファイナンシャル・デイリーの 2011 年 4 月の金融問題をカバーした記事で、中

国政府がファーウエイに 2 億 5,000 万元（3,680 万米ドル）と 4 億 3,000 万元（6,320

万米ドル）を、それぞれ、2009 年と 2010 年に、「国内の発展・革新・研究」を目的

に与えたと報じた。  

 

―さらに、裏付けのない中国プレスの報道によると、同社は、2009 年と 2010 年にも、

それぞれ「特定の研究プロジェクトを完了する」ために、3 億 2,800 万元（4,820 万

米ドル）と 5 億 4,500 万元（8,000 万米ドル）の政府補助金を受け取った。  

 

また、ファーウエイは、人民解放軍部隊のネットワークの設計と建設における短期訓練

の支援にも関係しているかも知れない。それは、たぶん軍管区の指揮システムを技術的な

専門家と「教官の訓練」プログラムにより支援したのであろう。  

 

―早くも 2005 年には、広州軍管区の公式人民解放軍メディアは通信部隊のメンバーを

訓練する人民解放軍プログラムを報道した。広州軍管区には、ファーウエイの本部が

置かれている深圳が含まれている。その報道によれば、訓練は人民解放軍の大学とフ

ァーウエイとの正式な交換プログラムで行われた。交換プログラムより、会社の人員

が部隊を訪れ、また、兵士が会社の施設で技術的訓練を受けた。  

 

―展示会の資料によれば、ファーウエイは、ZTE と同様に、人民解放軍、工業情報化部

（MIIT）、及び人民解放軍国防科学技術大学が後援した 2010 年 4 月の「人民解放軍

の軍民デュアルユース技術展示会」に製品を展示した。  

 

―補助金申請と必要条件の調査によれば、ファーウエイは、「ファーウエイ技術基金」

と呼ばれている正式な資金提供メカニズムを維持している。その基金は、無線通信、

光学的通信技術、ブロードバンド技術、コンピュータ処理及び特定用途向け集積回路
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（ASIC）技術、並びコミュニケーション回路及びシステム研究を含む８つの定義済み

の領域について民間及び人民解放軍の大学両方の研究を支援してきた。：補助金を受

取った人の多くは、863 プログラム及び 242 プログラムからの補助金も受けとってい

た。そのことは、彼らが防衛又は国家安全保障関連の仕事に関与していることを示唆

している。  

 

ダータン電信（大唐電信）：北京に本部を置く国有企業ダータンは、電気通信装置のメ

ーカーとベンダーであり、そしてスイッチング、光学、及び大規模な無線移動通信ネット

ワークのハードウェアとケーブルリングを専門とするインテグレーターである。全国的に

「国家的革新志向企業」と認知されているダータンは、ファーウエイ、ZTE の後に続く中

国で３番目に大きな電気通信ベンダーである。中国国内の電気通信市場でほぼ活動してい

るダータンは、国家基金のかなりの受益者であった。特に中国国産の TD-SCDMA（Time 

Division-Synchronous Code Division Multiple Access）3G 無線標準のインテグレイト技

術の開発に関与した。  

 

ダ ー タ ン は 、 中 国 電 気 通 信 技 術 院 （ Chinese Academy of Telecommunications 

Technologies ：CATT）と第 10 研究所を含む投資グループによって 1998 年に設立された。

中国電気通信技術院（CATT）と第 10 研究所は、両方とも情報産業部（後の工業情報化部）

隷下の組織である。中国政府からある程度のレベルの支援が保証された国有企業（SOE））

としての立場を継続しているダータンは、仲間のファーウエイや ZTE とは協力しない。そ

のため、世界市場への拡大や国内市場に商品を持ち込む能力は制限されるであろう。しか

し、国からの支援に対する依存を減らす努力の一環として、ダータンは、TD-SCDMA 標

準の世界的な統合を拡大し、さらに新しい技術及び標準を開発するために、エリクソンや

アジレントのような国際的パートナーとの共同研究開発関係を最近開始した。そして、中

国及び他の市場のために中国国産の TD-LTE 暫定 4G 無線基準を促進している。国有資産

監督管理委員会（SASAC）によって監督される国有企業（SOE）として、ダータンは政府

との緊密な関係から利益を得ている。一方、ファーウエイと ZTE は、私企業であることか

らこれらの資格がないことに時々気づくかもしれない。  

 

―ダータンは、世界市場にいくらかの輸出をしているが、主に国内市場に長く集中し

た。：しかし、スウェーデンのベンチャー・パートナーである電気通信メーカーのエ

リクソンの声明は、ダータンはその TD-SCDMA 標準を世界的に拡大することを示唆

している。ダータンは、既にハードウェアを北米に輸出している。  

 

―ダータンの子会社であるダータン・ソフトウェア・テクノロジーは、電気通信ネット

ワーク管理システム、オペレーション・サポート・システム、ビジネス・サポート・
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システム、電子政府、企業無線アクセス・プラットホーム、及び中小企業のための無

線ソリューションのプロバイダである。そして、メインフレーム、サーバー、保管、

及びデータ・ウェアハウス・ミドルウェアの分野において、シスコ、デル、HP、IBM、

オラクル、及びサンを顧客としている。  

 

―ダータンは、TD-SCDMA 標準の実装を拡大するため及び 4GTD-LTE 標準をインテグ

レイトする新しい技術を開発するために、最近国際的な電気通信会社との共同の研究

開発関係を結んだ。  

 

・2010 年 4 月、スウェーデンの電気通信とデータ通信のプロバイダであるエリクソン

は、新技術を開発するために、ダータンとの戦略的な協力協定を締結したことを発表

した。この合意の一部として、エリクソンは、TD-SCDMA 標準を 3G 移動通信製品に

インテグレイトするという意向を発表した。  

 

・2011 年 10 月に、ダータンは、新技術及びテスト標準の開発並びに TD-LTE 先進技術

を促進するために、多国籍電子テスト装置メーカーであるアジレントと新技術を開発

する共同研究開発研究所を設立することに合意した。  

 

・ダータンは、シーメンス、コンパック、及びノーテルとの協力関係にも取り組んだ。 

 

―ダータンは、北京大学、東南大学、精華大学、西安交通大学、北京郵電大学、上海交

通大学を含む中国のハイテク大学との共同研究ベンチャーにも長く関与していた。  

 

―ダータンの、製品ラインには、ラジオ・アクセス・ステーション、ブロードバンド・

アクセス・アーキテクチャ、プロセッサー・チップセット、ターミナル、及び IP 電

話ゲートウェイが含まれる。  
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表 3  大唐電信技術産業グループの組織図  

出典：http://en.datanggroup.cn/templates/00Content%20Page/index.  

aspx?nodeid=13> 

 

ダータンの親会社であるダータン電信技術産業グループは、中国電気通信技術院（CATT）

から受け継がれた少数の番号がついた研究所を管理する。それらの研究所は事実上 1999

年にダータンに統合された。：すなわち、第１、第 4、第 5、及び第 10 研究所である。ダ

ータンは、中国電気通信技術院（CATT）から進化したという利点により、国務院工業情

報化部（MIIT）との緊密な関係を享受している。これらの研究所の管理に関するダータン

と国務院工業情報化部（MIIT）との間の仕事の分割は、今後の課題である。  

 

電信技術第１研究所（电信科学技术第一研究所）：上海に位置する電信技術第１研究所

は、救急サービスと社会福祉サービスの情報システム、衛星通信と無線通信システム、移

動通信ネットワーク最適化、通信装置品質監督と点検の研究開発を専門としている。  

 

電信技術第４研究所：西安に位置する電信技術第４研究所は、マイクロ波無線通信と無

線通信製品の品質管理と点検を専門としている。マイクロ波無線通信を専門としている唯

一の国営企業（SOE）として、第４研究所は、人民解放軍と詳細不明な「緊密」な関係を

維持している。それには、軍の通信基盤の建設が含まれる。第４研究所は。M4000 マイク

ロ波無線移動通信システムを開発した。研究所のウェブサイトによると、それは様々な政
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府機関に配備されている。それには新疆ウイグル自治区でのテロ対策活動や軍の指揮車両

が含まれる。  

 

電信技術第５研究所：成都に位置する電信技術第５研究所は、アナログ、デジタル、及

びファイバーオプティック通信システムの技術研究と製品開発を専門としている。第５研

究所のウェブサイトによれば、多数の 863 プログラムの参加者である第５研究所は、現在、

ケーブル試験技術、特別な光伝送、及びアクセス技術の研究開発を実施している。そして、

製品開発に関して、国務院科学技術部（Ministry of Science and Technology）及び詳細不

明な軍プロジェクトと協力している。  

 

電信技術第 10 研究所：西安に位置する電信技術第 10 研究所、別名ダータン電信グルー

プ研究センターは、電話交換と公的な電報スイッチング、コンピュータ通信とネットワー

ク情報セキュリティ、マルチメディア、通信、ソフトウェア、及びハイテク企業のための

機械的処理を専門としている。公然とアクセスできる情報は、ダータンが、ハイテク通信

装置とサービスのサプライヤとして、そして、おそらく特定のプロジェクトに関する共同

研究開発パートナーとして人民解放軍との継続的な関係を享受していることを述べてい

る。ダータン第 10 研究所の保有する機密扱いのハイテク・プロジェクトを取り扱うため

の証明書と同研究所がコンピュータ・ネットワークとネットワーク情報セキュリティへ集

中していることは、同研究所が人民解放軍の部隊又は国家のセキュリティ・オフィスと協

力しているかもしれないことを示唆している。  

 

ある非公式の情報源は、第 10 研究所がおそらく固定電話線監視システムを含む秘密の

モニタリング・システムの開発に関与し、そして、「秘密」の顧客のために仕事を実行して

いるかもしれないと主張している。これを支持するように、中国株式市場分析（ stock 

market analyses）は、第 10 研究所がネットワーク情報セキュリティ・プロジェクトに関

与し、そして、2005 年の「軍標準の品質管理システム認証（military-standard quality 

management system certification）」に合格し、秘密の武器の研究・生産組織としての適

格性認定を受け取り、軍の電子器材の研究・製造のライセンスを獲得し、そして、国家機

密コンピュータ情報システム統合のための A 等級を獲得としたと報じた。投資報告による

と、第 10 研究所は、2005 年と 2008 年のそれぞれ神舟 VI 及び神舟 VII 有人宇宙飛行プロ

グラムの開発チームに迎え入れられた。裏付けのない他の情報源は、2010 年 3 月現在、

第 10 研究所が開発した多くの技術が、後で（情報漏えいにより）ファーウエイによって

使用された。：そのことにより、研究所は厳しい管理とスタッの士気の低下に苦しんだ、と

指摘した。ダータン第 10 研究所と四川省の成都に位置する第 10 電子研究所（Tenth 

Electronic Institute）を混同してはいけない。2008 年に、詳細不明の理由で、国家発展

改革委員会（National Development and Reform Commission）は、第 10 研究所の電気
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通信スイッチングシステムとソフトウェア支援国家工業研究センターの認証を取り消すと

発表した。  
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8 米国の電気通信サプライチェーンの脆弱性  

 

サプライチェーン・リスク管理（Supply Chain Risk Management ）（以下、SCRM）

は、ホワイトハウスの 2009 年の包括的国家サイバー・セキュリティ・イニシアチブ

（Comprehensive National Cybersecurity Initiative：CNCI）で概説された 12 の重要な

インフラ防護対策のうちの１つである。近年、政府はサプライチェーン防護とその問題の

重要性を認識し始め、政府レベルの注目を集めたが、現代のサプライチェーン・システム

の複雑さと地球規模の分散は、サプライチェーン・リスクの効果的な軽減にとって重大な

課題を生み出している。マイクロエレクトロニクスと特に電気通信関連のハードウェアの

サプライチェーンは非常に拡散し、複雑で、地球規模に分散している。それは、米国企業

にとって彼らが購入する電子機器の信用と真正を確かめることを困難にしている。サプラ

イチェーンの完全性に対する主要な脅威は、現在のところ犯罪であるように見える。：本物

のコンポ―ネントを、安く製造したブランド製品の無許可のコピーにすり替える利益目的

の企て。しかし、政府と民間企業は、危機の間に重要なネットワークコンポ―ネントの集

積回路に設計された脆弱性を利用して、重要ネットワークと通信へのアクセスを獲得する

又は重要なシステムを制御する若しくは機能低下させる能力を得るためにサプライチェー

ンを侵害しようとする国家が後援した企ての可能性について益々懸念を抱いている。電気

通信サプライチェーンへの攻撃機会には、上流、すなわち製造過程と、下流、すなわち流

通過程がある。それぞれの攻撃機会は、自称犯罪者、スパイ、及び攻撃者に独特の機会と

独特の作戦上の経費をもたらす。  

 

ネットワーク・ルータ及びその構成要素である集積回路（IC）のサプライチェーンと製

造プロセスは、電気通信及びマイクロエレクトロニクスのハードウェア・セクターが直面

する問題と潜在的な脆弱性の代表例である。半導体産業、ルータのサプライチェーン、上

流及び下流における脆弱点、並びに潜在的な侵入者に対する運用上の課題に関する調査は、

脅威の大きさ、サプライチェーンに侵入又は工作しようとする国家が後援する敵対者の潜

在的な動機、及び敵対者がそのような企てを実行しようとするときに直面する潜在的な障

害を明らかにしている。  

 

大部分の大規模な電気通信とネットワークのハードウェア・メーカーは、現実にはメー

カーよりもむしろ複雑なシステムのインテグレーターになっている。即ち、メーカーは、

サブコンポーネントのデザインの概念化のプロセスから、大部分の仕事を下請け業者へ委

託することにより完成した機器の最終的な組立てまでのプロセスを管理している。広く分

散した重要な構成要素のサプライチェーンは、侵入者に対して、これらの構成要素に不正

工作するか、又は偽造品でもって流通網に侵入する機会を提供するかもしれない。マイク

ロエレクトロニクス・サプライチェーンの脆弱性に関する以前の米国政府の研究は、信用
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審査及びサプライヤの事業継続能力双方の潜在的な問題を特定していた。国防総省は、マ

イクロエレクトロニクスと電気通信のハードウェアを主に民間ベンダーから調達している。

ほとんどの民間ベンダーは、複雑かつ地理的に分散したサプライチェーンを使用している。

そのことは、ハードウェア・コンポーネントへの悪意のあるハードウェア又は組込みソフ

トを挿入される可能性という脆弱性を生み出している。  

 

本調査のために実施された一般のネットワーク・ルータに関する独立した検査では、16

のメーカーの部品で組み立てられた半導体を多数発見した。半導体メーカーの多くは、実

際の製造のすべて又は一部を他の会社に下請けに出している。特定のチップの設計又は製

造に貢献している下請けとサプライヤを特定することは困難である。：そして、完成した集

積回路の貢献者全員を追跡することはさらに困難である。チップ又は IC の生産工程にお

けるすべてのサプライヤの身元を保証するためには、ルータ・ベンダーは、生産施設及び

下請業者の資格を規定するために、あらゆるサプライヤと具体的に交渉しなければならな

い。下請業者は、今度は彼らのサプライヤに対して同様なことをすることが強要されなけ

ればならない。そして、すべてのプロセスは、点検を通して検証される必要がある。場合

によっては、点検等が実施されることもあるが、このアプローチをあらゆる生産過程に適

用する場合は大規模になり桁違いの費用がかかる。  

 

 

製造業者  本社  半導体製造・組み立て（注 1）  

フェアチャイルド  米国  中国、韓国、マレーシア  

富士通  日本  中国、日本、米国  

GSI テクノロジー  米国  台湾  

IBM 米国  カナダ、日本、米国  

IDT 米国  台湾、米国  

インテル  米国  中国、ドイツ、アイルランド、イスラエ

ル、米国  

ザイコー（現インターシル）  米国  中国、オランダ、米国  

ラティス  米国  中国、日本、韓国、マレーシア、台湾  

モトローラ  米国  メキシコ、マレーシア  

ナショナル  セミコンダクター  米国  マレーシア、英国、米国  

NEC 日本  中国、日本  

ペリコム・セミコンダクター  米国  中国、台湾  

パルス・エレクトロニクス  米国  中国  
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サムスン  韓国  中国、韓国、米国  

ST マイクロエレクトロニクス スイス  中国、フランス、イタリア、モロッコ、

マルタ、マレーシア、フィリピン  

テキサス・インスツルメンツ  米国  中国、ドイツ、日本、米国  

   （注１）製造と包装 /組み立てパートナー

の所在する国  

 表 4 ネットワークルーティング／スイッチング機器半導体コンポーネント製造業者  

のサンプル・リスト 

 

半導体産業内における効率性、ボリューム、及び収益性を求める圧力は、他の会社によ

って設計された仕様どおりのチップを生産するが、彼らの製品を直接市場で売買しない熱

心な「マーチャント（商人）」または「専業企業」で構成される地球規模に分散した IC 製

造工場モデルを生み出した。これらの製品は、より複雑な集積回路の最終製品の一部とし

て至る所で使用されている。かつて社内デザイン・チームと彼ら自身が製造工場を保有し、

垂直統合型 LSI メーカー（Integrated Device Manufacturers：IDM）（以下、IDM）と呼

ばれた多くの主要なチップ企業は、プロセスの一部の外注化を始め、もはや製造をしてい

ない。彼らは、より小さなデザイン又は生産に特化した企業からの増大する競争に直面し

て、組み立てあるいは再商標化だけを行っている。専門分野に特化したマーチャント製造

工場（merchant foundry）は、現在市場の 88%を占めている。そして、業界アナリストは、

IDM が新しい製造施設への投資を縮小しているので、マーチャント製造工場がますます成

長すると予想している。  

 

マイクロエレクトロニクス産業界においてチップの生産を外注化する傾向は、外部の半

導体製造工場に下請けに出すだけのファブレス（ fabless：工場のない）（以下、ファブレ

ス）チップ・サプライヤを生み出した。IDM とは異なり、ファブレス・チップ・サプライ

ヤは、生産能力を保有しない代わりに、マーチャント製造工場により生産されるチップの

デザイン、商標化、及びマーケティングに集中している。2010 年のデータによれば、現在

のトップ 20 のファブレス・チップ・サプライヤは、米国、台湾、欧州連合（EU）に拠点

を置いている。  

 

 

 

2010 

順位  

2009 

順位  

2008 

順位  

会社名  

 

本部  

 

2008 

($M）  

2009 

($M）  

前年比  2010 

($M) 

前年比  

 

１  １  １  クアルコム  米国  6,477 6,409 －1% 7,204 12% 



 

78 

 

2 3 2 ブロードコム  米国  4,449 4,271 －4% 6,589 54% 

3 2  _ AMD 米国     0 5,403 N/A 6,494 20% 

4 6 4 マーベル  米国  3,055 2,690 －2% 3,592 34% 

5  4  5 メディアテック  台湾  2,864 3,500 22% 3,590  3% 

6   5   3 エヌビディア  米国  3,660 3,151 －14% 3,575 13% 

7    7   6 ザイリンクス  米国  1,906 1,699 －11% 2,311 36% 

8   10   8 アルテラ  米国  1,367 1,196 －13% 1,954 63% 

9   8   7 LSI Corp. 米国  1,795 1,422 －21% 1,616 14% 

10   11   9 アガボ  米国   905  858 －5% 1,187 38% 

11   12   11 ノヴァテック  台湾   829  819 －1% 1,149 40% 

12   9   _ ST-エリクソン  欧州      0 1,263 N/A 1,146 －9% 

13   15   18 エムスター  台湾   454 605 33% 1,067 76% 

14   17   17 アセロス  米国  472 543 15% 927 71% 

15   16   12 CSR 欧州  695 601 －14% 801 33% 

16   14   15 リアルテック  台湾  534 615 15% 706 15% 

17   13   10 ヒマックス  台湾  833 693 －17% 643 －7% 

18   18   16 PMC-シエラ  米国  525 496 －6% 635 28% 

19   69   52 トライデント  米国  149 85 －43% 558 556% 

20   _   _ ランテック  欧州  0 0 N/A 550 N/A 

上位 20 位    30,969 36,319 17% 46,294 27% 

  その他    12,861 10,931 －15% 13,571 24% 

  合計    43,830 47,250 8% 59,865 27% 

    表 5 上位 20 位の工場を持たない国際 IC サプライヤの 2008 年‐2010 年の売上高  

      出典：IC Insights, The McLean Report (2011). 

 

純粋な IDM モデルは、過当競争の圧力によって減退した。さらに、国際的な景気の失

速は、2009 年と 2010 年に記録的な量のウエハー生産能力の閉鎖を強要した。このため、

製造会社は、より古い工場を閉鎖したり、ファブレス又はファブライト（ fab-lite：開発・

設計のみを自社で行い、  製造を外部に 100％委託）（以下、ファブライト）モデルを採用

して、合理化とコスト削減を試みた。後者（ファブライト）は、サプライヤが彼らの製造

能力の一部を維持する複合型戦略であるが、マーチャント製造工場にかなり量の日常的な

生産を下請けに出している。  
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より大きな利益とより急速なテクノロジーの進歩を約束したこれらのチップの多角化

外注戦略は、エンド・アプリケーションのための上流サプライチェーンを相当拡大した。

上流サプライチェーンの拡大は、潜在的に最終製品を敵対者からの情報窃取の大きな機会

にさらすこととなった。洗練した敵対者は、サプライチェーン全体を図にし、脆弱点を特

定することができるであろう。業界アナリストによると、製造工場の運営と内部製造の費

用が増加し続けているので、特に複雑な論理回路及びマイクロコンポーネントの集積回路

市場では、大きな会社でも、ファブレス又はファブライト・モデルに転換し始めている。

真の IDM でない多くの集積回路サプライヤは、マーチャント製造工場との上流の関係を

維持している。現在、売上高によるトップ 15 社のうちのわずか４社が米国内に所在して

いる。このことは、所与の集積回路のコンポーネントの生産や設計のルーツをたどる仕事

を困難にしている。  

 

チップ製造工場レベルでは、供給モデルに関係なく、半導体製造前工程（ front end of the 

line：FEOL）と「半導体製造後工程（back end of the line ：BEOL）と呼ばれる一連の

作業工程に分けることができる。半導体製造前工程（FEOL）とは、シリコンウエハーに

直接トランジスタなどの素子を作り込むことを言う。そして、最終的には、完全な集積回

路にはまだ組立てが必要なエッチングされたシリコンウエハーの個々の層の生産に至る。

半導体製造後工程（BEOL ）は IC 製造の第２段階である。そして、この間に個々の装置

（トランジスタ、コンデンサ、レジスターなど）がウエハーの上で配線されることで相互

に接続される。そして、これらのエッチングされた層は接合され「チップ」となる。それ

から、チップは、テストされ、梱包され、さらにテストされる。半導体製造前工程（FEOL）、

半導体製造後工程（BEOL）、包装、及びテストのそれぞれの段階は、所有者の異なる別々

の製造工場で完了される。しばしば複数の段階が一つの工場で完了される。IDM やハイブ

リッドのサプライヤでもこれらの活動を分割する。そして、包装及びテスト施設は、物理

的に彼らが狙う市場の近く又は他の経済効果が認められる場所に設置されるであろう。  

 

 

2010 

順位  

 

2009 

順位  

 

会社名  

 

工場  

種類  

 

場所  

 

2008 

売上  

$M 

2009 

売上  

$M 

前年比  

 

2010 

売上  

$M 

前年比  

 

1 1 TSMC 専業  台湾  10,556 8,989 －15% 13,307 48% 

2 2 UMC 専業  台湾  3,070 2,815 －8% 3,965  41% 

3 

 

4 

 

グローバルファ

ウンドリーズ  

専業  

 

米国  

 

  0 

 

1,101 

 

N/A 

 

3,510 

 

219% 
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4 

 

5 

 

中芯国際集成電

路製造有限公司

（SMIC）  

専業  

 

中国  

 

1,353 

 

1,070 

 

－21% 

 

1,555 

 

45% 

 

5 9 タワージャズ  専業  欧州  252 300 19% 910 70% 

6  7 ヴァンガード  専業  台湾  511 382 －25% 508 33% 

7  6 Dongbu 専業  韓国  490 395 －19% 495 25% 

8  8 IBM IDM 米国  400 335 －16% 430 28% 

9  12 MagnaChip IDM 韓国  346 262 －24% 420 60% 

10   10 サムスン  IDM 韓国  340 290 －15% 400 38% 

11   11 SSMC 専業  星  340 280 －18% 330 18% 

12 

 

 15 エックス－ファ

ブ (X-Fab) 

専業  欧州  368 212 －42% 320 51% 

13   14 上 海 華 虹  NEC 

電 子 有 限 公 司

(Hua Hong NEC) 

専業  中国  280 240 －14% 295 23% 

14  13 テキサス・インス

ツルメンツ (TI) 

IDM 米国  315 250 －21% 285 14% 

15  16 上海宏力半導体

製造（Grace）  

専業  中国  230 180 －22% 260 44% 

  3 Chartered（注

2）  

専業  米国  1,743 1,540 －12% 0 N/A 

 (注 2 ) 2009 年にグローバルファウンドリーズに買収される。  

表 6 2010 年主要な国際 IC ファンドリー（出典：IC Insight、The McClean Report 2011） 
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    図１地球規模のサプライチェーン連鎖の例（出典：Venture Outsource）  

 

（１）IC サプライチェーン上流への攻撃  

 

IC 産業の複雑さと融通性によって、多くの会社で働いている何百人もの人々によって世

界中で設計された回路を、一つのチップに組み込むことが可能となる。チップ設計と製造

のこの世界的な分業は、生産ペースを速めて、新しい製品開発のコストを下げている。：し

かし、チップがより大きな回路に統合されるために次の場所に出荷される前に、何億もの

トランジスタの中に隠された危険な回路を探知することが困難であるので、このモデルは、

更なるセキュリティ上のリスクと完全性に対するリスクを生み出している。非常に熟練し

た人員とエンジニアリング資源を自由に使える洗練された敵対者は、プログラム可能なチ

ップのソフトウェアを改ざんすることによって、チップが他の製品への統合のために出荷

される前に、メーカーに対して上流攻撃をしかけることができるであろう。：データを改ざ

んするファームウェア：又はパフォーマンス問題を生じさせるチップの内蔵回路。このよ

うな複雑な上流において厳しい統制がなければ、ルータ、スイッチ、又は他の電気通信ハ

ードウェアのメーカーは、改ざんが可能な数えきれない機会にさらされて、そして、届け

られた半導体が信頼できること、目につかないように隠され追加された未許可の能力がな

く規定されたとおりに実行することを確実にするために、厳しく、かつしばしば高価なテ

ストに頼らなければならなくなる。  

 

届けられた半導体コンポ―メントの包括的なテストは、高価であり、長い時間を要し、

そして、テストされたコンポ―メントの寿命と信頼性に否定的な影響を与えるかもしれな

い。意図的に改ざんされた製品の発見率は、しばしば非意図的な製造欠陥の発見率よりも

設計  半導体の製造・梱

包  

コ ン ポ ー ネ ン ト

＆スブシステム  
最 終 ア セ ン

ブリ  
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低い。そして、それは、テストの法外な費用と信頼性によってもたらされる問題を増大す

るだけである。物理的な点検と低コストのテスト技術は、大部分の偽造脅威に対処するこ

とに適している。しかし、防衛分析研究所（Institute for Defense Analysis）による最近

の研究によれば、これらの物理的な点検はしばしば精巧な偽造に対して効果的でなく、さ

らに一般には悪性コードを含んでいる回路を発見することはできない。  

 

米政府機関は、既存の生産経路の安全を完全に確保しようとするより、むしろ IC と関

連したハードウェアの製造方法を変更することに関心を持っていることを明らかにした。

米国防総省高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency ：DARPA）（以

下、DARPA）とインテリジェンス先進プロジェクト研究局（ Intelligence Advanced Project 

Research Agency：IARPA）（以下、IARPA）は問題の異なる側面、完成品のテスト、及び

より信頼された半導体製造後工程（back end of the line ：BEOL）に対処するため提案要

求書（RFP）を発出した。IARPA の「信頼される統合チップ（Trusted Integrated Chips ：

TIC）プログラムは、半導体前工程（FEOL）を海外で実施する分割製造のプロセスを開

発するための提案を求めている。そして、それは世界の製造工場の生産能力を利用する一

方で、半導体後工程（BEOL）を信頼できる米国の施設に持ち込むことである。DARPA

の「IC の完全と信頼（ Integrity and Reliability of Integrated Circuits ：IRIS）プログ

ラム」のゴールは、IC の機能をテストするための技術を開発し、それが不正工作されてい

るかどうか確かめ、その耐用年数を決定することである。  

 

防御計画立案者と業界アナリストは、敵対者が地球規模の電気通信サプライチェーンの

コンポーネントへのアクセスを得て、不正工作されたチップ又は IC を挿入する可能性を

ますます懸念している。半導体の最終製品アセンブリと配送が行われる上流での意図的な

変更工作（後述）によって、敵対者は隠密にアクセスするための能力を得て、機密システ

ムを監視することができるであろう。それにより、システムの任務効果を低下させる、早

期故障を引き起こす、標的システムのリモートコントロールを獲得する、又は標的を破壊

することができるであろう。変更工作は、複雑である必要はない。最も単純な変更の 1 つ

は、信号を配分し、様々な IC に電力と接地（アース）を提供する相互接続を劣化させる

ことである。そして、それは負荷時には早期故障に至るであろう。より複雑な攻撃は、追

加のトランジスタと回路を通して、まったく新しい論理（回路）を導入するであろう。  

 

2008 年、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究者グループは、LEON3 オープ

ンソース・プロセッサーを基にする悪意のある CPU を設計・実装した。このプロセッサ

ーは、唯一の特定のソフトウェア・ベースの攻撃を設計することよりもむしろ複数のタイ

プの攻撃をサポートすることができるハードウェアを設計することが実際に可能であるこ

とを証明した。イリノイ大学の研究者は、３つの別々の攻撃を実行した：悪意のあるプロ
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セッサーで動いているオペレーティングシステムでの特権のエスカレーション、パスワー

ド窃盗、及び遠隔操作。これらの行動は、非破壊品質保証テスト方式を使用しても検知さ

れない少数の論理ゲートの追加を必要とした。現在のテスト、リバース・エンジニアリン

グ、及びフォールト・トレランス（ fault-tolerance）技術は、不正工作された IC から生じ

るデジタル副作用を検知するには適さない。  

 

（２）サプライチェーン下流への攻撃  

 

標的とする組織に製品を供給している下流の流通経路を攻撃することは、上流の半導体

製造サプライチェーンそのものに侵入しようとする複雑さに比べれば、あまり複雑でなく、

上流の攻撃の代替手段となるであろう。多数のシナリオが可能であるが、最も成功しそう

なシナリオは、トンネル会社を、米国の卸業者への特定のブランド機器の再販業者として

利用することである。その米国の卸業者の顧客には優先順位の高い標的が含まれている。

アセンブリ（組み立て）の時にファームウェア又はソフトウェアの中に読み込まれたトロ

イの木馬を含んだ偽物のハードウェアを挿入することにより、外国の情報機関又は国家に

後援された団体は、彼らが求めるアクセスを得ることができるであろう。あるいは、敵対

者は、非常に関心のある標的を顧客としている米国の再販業者と卸売業者を目的地とする

ブランド機器の積荷の中に完成した偽のハードウェアを混入しようとするかもしれない。

プロの外国の情報機関であれば、市場で顧客リストを入手するのに時間あるいは資源など

の大きな投資を必要としないであろう。この業者と顧客の情報により、一回の不正工作活

動において、複数の卸売業者が潜在的な標的にされるかもしれない。密かに敵対者のオペ

レーターと情報交換するように不正工作されたハードウェアを標的のネットワークに設置

することにより、敵対者は、より永久的なプレゼンスとアクセス・ポイントを確立するこ

とが可能となる。しかし、この方法は、偽造品が発送又は据え付けプロセスのいかなる点

かで特定されるなど発見されるリスクがないわけでない。  

 

ソフトウェア又はファームウェアへの不正工作が、サプライチェーンに侵入しようとす

るスパイ行為と特定されない限り、この事件は、米国税関国境保護局（Customs and Border 

Protection（CBP）agents)によって毎年摘発される多数の偽造事件の１つとして、起訴さ

れるであろう。上記の方法は両方とも、現在米国市場に出回っている偽物より、より信憑

性のある洗練された偽造品の生産を必要とする。連邦捜査局（FBI）は、偽造ハードウェ

アを特定するために、税関国境保護局（CBP）と緊密に連携した。そして例えば「ネット

ワーク侵入者作戦（Operation Network Raider）」のように幾つかは顕著な成功を収めた。

「ネットワーク侵入者作戦」は、2010 年 5 月現在、30 件以上の有罪判決と中国を源泉国

とする偽物のシスコ・ブランドのネットワーク用のハードウェアを 700 件以上押収した。 
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中国は、2011 年の偽造品と海賊品の主要な源泉国であった。米司法省データによると、

押収された知的財産権違反物件の 62%（国内価値換算）は中国の製品であった。伝えられ

るところでは、税関国境保護局は昨年、中国を源泉国とする偽造コンピュータと関連した

ハードウェア 541 件を押収した。これらの数字は主に犯罪行為を反映しているが、入って

くる偽造品の多さは、IC の徹底的なテストを不可能にしている。このことは、スパイ活動

目的のためのサプライチェーン攻撃の企てさえ簡単に特定されないことを示唆している。  

 

インターネットで購入したプラットホームに使わている偽物の軍規格の電子部品の有

効性の程度を特定するために、2011 年後半に始められ現在進行中の会計検査院（GAO）

の調査の暫定的結果によると、会計検査院（GAO）が設立したトンネル会社を通じて入手

したすべてのサンプルが「偽造品の疑いあり」と特定された。調査をどこかの一国に集中

したわけでないが、入手したサンプルの全ては中国に所在する会社が供給元であった。  

 

会計検査院（GAO）の調査官によって購入された偽造電子部品の製造などが国家によっ

て後援されたという直接的な証拠はないが、偽造品とそれに依存するネットワークがもた

らす機能の低下は、特にその器材故障が作戦又は敵対的行為の間に発生したならば、重大

な資源の喪失となるであろう。システム工学とセキュリティ・ベスト・プラクティスの実

行 は 、 新 し い ハ ー ド ウ ェ ア か ら す べ て の コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン の 設 定 項 目

（Configuration Settings）を除去し、手動により必要とされる能力だけを可能にするこ

とを要求している。しかし、機器のオペレーティングシステムは、これらのコンフィギュ

レーションの設定項目（Configuration Settings）を解釈する役割を果たしている。ルー

トキット技術は、通常はサーバーとエンドユーザー・システムに使われるが、2008 年にシ

スコ・インターネットワーキング・オペレーティングシステム（ Internetworking 

Operating System ：IOS）（以下、IOS）220 に使われていることが発見された。そして、

「ブートストラップ（bootstrap）と呼ばれているプレ IOS コードは、IOS を発見し、サ

プライチェーン注入（supply chain inject）を通じて代わりの IOS コードを読み込むため

に使用されるであろう。ルータ又はスイッチの計装（ instrumentation）を特定すること

は、国安全保障局（NSA）の「システム及びネットワーク攻撃センター（  System and 

Network Attack Center：SNAC) ）の  「ルータ・セキュリティ・コンフィギュレーショ

ン・ガイド（Router Security Configuration Guide）」に記述されていないコストと時間

がかかるデジタル・フォレンジックを必要とするであろう。  

 

 

国防総省は、これらの問題を認識し、これらの脆弱性に対処するためにサプライチェー

ン・リスク管理（SCRM）の方針と戦略の策定を開始した。「プログラム保護計画、エンタ

ープライズ・アーキテクチャ、カウンター・インテリジェンス、情報保証、システム工学、
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調達、強化されたテスト、及び評価を統合した SCRM 能力並びにサプライチェーン・リス

クを軽減するためのその他の対策」を 2016 会計年度までに実行することを目標に、試験

プログラムを進行中である。しかし、会計検査院（GAO）の調査によって示されたように、

インターネットの効率性と経済効果及び競合する代替製品の幅広い有用性を利用しようと

努めている間は、コンポーネントの完全性を確実にするために必要な詳細な調査は、ひど

く高価なものになり、大きな国際協力がなければ行き詰まるかもしれない。  

 

米国政府又は民間会社のファームウェア及びサプライチェーンへの不正工作により、敵

対者はこれらの組織に深く侵入するかもしれない。しかし、悪意のあるペイロードを持っ

た電子メール攻撃又は悪意のあるサイトへの接続は、はるかに簡単で、高いレベルの成功

を楽しみ続けることができる。米国のサイバー領域で活動している敵対者は、たぶん、よ

り伝統的な悪意のあるソフトウェア・ベースの攻撃を用いて、より安く、より速く彼らの

情報収集の目標を達成することができるであろう。  

 

（３）電気通信サプライチェーンを攻撃するための作戦上の課題  

 

政策立案者及びセキュリティ専門家が、サプライチェーンの脆弱性について大きく懸念

しているにもかかわらず、米国の電気通信サプライチェーンに対してチップ・レベルの不

正工作を実行しようとしている攻撃者は、非常に複雑な運用上の課題に直面している。米

政府機関、ネットワーク、又は民間団体の一つを標的として、上流の製造過程で不正工作

しようとする敵対者は、不正工作したコンポーネントがどこに配送されるのかを予想でき

なければならない。さもなければ、不正工作したハードウェアを世界中の製造者の顧客に

出荷させることになる。上述した IC 製造の高度な国際的な断片化と垂直分業は、攻撃者

がサプライヤの完全な繋がりを図にしなければならならないかもしれないことを意味する。

そして、その図には、彼らが生産中に不正なデザインをチップ又は IC にうまく埋め込む

ことができるポイント及びエンジニアリング設計と生産を監視できるポイントが含まれる

であろう。そのような上流への侵入の技術的及び作戦上の複雑さは、そのような努力を開

始するために必要な手腕を持った候補者の数を大きく制限するかもしれない。  

 

―実行の成功には、不正工作が意図したように機能することを、工学的な観点から検証

するための広範な技術的な研究開発を必要とするであろう。：これには、ヒューミン

トによる勧誘、シギントの収集、又はメーカーの管理職の協力のいずれかを通して、

特定のチップの詳細なデザイン又は不正工作される IC の他の要素へのアクセスを得

ることが必要となるであろう。  
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―また、攻撃者は、一つの製造工場から生産されているあらゆる IC への大量工作、少

数のエンドユーザーだけを目的とする少量工作、又は侵入した製造工場の限られた製

造工程だけ対する選択的な工作のいずれが、目的を最も良く達成できるかを決心しな

ければならない。最後の行動方針は、作戦を通して管理されなければならないさらな

る標的活動と配送上の課題を提示するであろう。  

 

―これらの作戦上の多くの問題は、すべてではないが、デザイン又は生産会社による協

力的なアクセスがなければ成功しない。非協力的な製造工場環境で、この種の侵入を

試みることは、作戦全体の複雑さを拡大するだけである。  

 

―標的が米政府機関又は軍のコンポーネントであるならば、不正工作された製品が、標

的とされた組織によって運用されている調達手続きにより、うまく届けられることを、

攻撃者は確実としなければならない。政府調達規則の潜在的な複雑さとグローバルベ

ースのジャストインタイムの供給モデルは、攻撃者の計画をより一層困難にしている。 

 

―防衛分析研究所（Defense Analyses：IDA）よるサプライチェーン・セキュリティに

関する調査は、市販されている IC のエンドユーザー顧客の識別情報を隠すだけでも、

ある程度の匿名性を確保できることを示している。この匿名性は、不正工作されたフ

ァームウェアから標的とされたネットワークに侵入しようとする敵対者の能力を一

層妨害できるかもしれない。  

 

ハードウェア・サプライチェーン攻撃には技術的及び流通上の課題がある。このため、

深い専門知識を保有し、さらに高度なファームウェア攻撃でサプライチェーンに侵入する

ために必要な技術者を利用できる国家の情報機関のような非常に資源に恵まれた組織だ

けが、この種の攻撃を行うことが可能であろう。この種の作戦に関連した洗練さのレベル

は、たぶん長年の念入りな準備と作業、及びコンポーネントとデザインと生産に影響する

生産設備への物理的アクセスだけでなく、インサイダーを勧誘する能力を必要とするであ

ろう。これらのステップの全ては、生産テスト段階での発見を避けるために、十分な作戦

保全（operational security）を確保して実行されなければならない。そして、標的組織

に配達された後、コンポーネントの中に隠されたトロイの木馬を起動させる。  

 

不正工作されたコンポーネントのマルウェアの実行又は裏口の使用と同時に、作戦を実

行している敵対者は、侵入したネットワークへのアクセスのために設定した小さなウイン

ドウが検知される可能性に対処する計画を立案しなければならない。紛争の間の死活的な

瞬間に、兵器システムのパフォーマンスを変えることを目的とするならば、アップロード

された悪意のあるソフトウェアを起動するためのアクセスは１回に制限されるであろう。
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この１回のアクセスで、たとえばミサイルの誘導システム、無人機、又は有人システムに

機材の故障又は見せかけの操作員のエラーなどの所期の効果を達成する。この種の一回限

りのアクセスは、外国の政府により「戦争用予備モード（war reserve mode）」と見なさ

れており、実際の敵対的行動の発生までは使用されないであろう。そうすることによって、

犠牲者（標的組織）に検知される可能性を大きく減少することができるであろう。  
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9 犯罪行為と国家が後援するネットワーク・エクスプロイテイションの比較  

分析  

 

非国家犯罪アクターと国家が後援するプロのインテリジェンス機関又は軍のアクター

は、一般的に同じ環境でしばしば類似した分野の標的に対して活動する。この共通した部

分が、情報セキュリティ専門家、政策立案者、ビジネス・リーダー、並びに法執行機関及

びインテリジェンス・コミュニティのメンバーに対して、帰属問題（犯罪の責任の帰属を

問うこと（訳者注））を引き起こす。これらの個人又は組織は、上記の２つのカテゴリーの

アクターに対して異なる独自の対応をする。これらのアクターのカテゴリーを区別するこ

とは、単に学問的又は理論的な議論だけではない。それぞれのグループの活動が野放しの

ままにされるならば、米国の複数のレベルの国家安全保障に対して深刻な打撃を及ぼす可

能性がある。国家が後援する情報の収集活動は、国のセンシティブな国家安全保障及び政

策決定情報を標的とするだけでなく、ますます知的財産に関する情報や企業秘密を標的と

している。知的財産に関する情報及び企業秘密の漏えいは、民間部門の競争力や革新を促

進する力を徐々にむしばむ可能性がある。  

 

 

洗練された匿名性を持つツールの有用性が大きくなるに従い、法執行及びインテリジェ

ンス当局者にとっては、ネットワーク侵入又はデータ窃取の責任を特定の国、グループ、

又は個人に帰することが益々難しくなってきた。また、非国家活動と国家が後援する活動

を区別することは、標的とされたデータのタイプの明確な理解なしでは難しい。幸い、こ

れらのアクターの間には、なんらかの行動上の違いが存在する。従って、これらの違いを、

インシデント・データの分析に適用できるならば、インシデントを分類するための単純な

経験的手法として用いることができるであろう。  

 

サイバー犯罪の行動上の特徴：非国家主体のオンライン犯罪行為は、一般に、社会的若

しくは政治的な行動主義（「ハクティビスト」）、評判若しくは認知を得ようとする素人くさ

い試み（「スクリプト・キディ」）、又はサイバー犯罪の最も典型的な金銭的な利益のいずれ

かの１つ以上の動機により促進されている。社会的行動主義は、攻撃者の意図と使用する

方法によっては、政府、組織、又は個人に重大な損害を引き起こす可能性がある。  

 

社会的問題をさらに大きくしようとするラルズセックやアノニマスのようなグループ

は、センシティブな営業情報又は個人にとって都合の悪い詳細を暴露することができる。

他のウィキリークスのような組織は、センシティブな国家安全保障上の情報の詳細又は政

治的及び外交的な討議内容を暴露することにより、国家安全保障に重大な損害を与えるこ

とができる。ほとんどの場合、損害を与えようとする意図はないが、組織又は政府の政策
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の変更に影響を及ぼしたいという熱意が、しばしばそのようなグループを、外国の政府又

はそれを支援している人々のウェブサイトを攻撃するなどの極端な行為に走らせている。

１つ典型的な例では、2000 年の EP-3 事案及び多くの人々が軽蔑的に感じた CNN の北京

オリンピックに関するコメント後の親中国派と親米派の活動家の間で発生した  "ハッカー

戦争"である。ラルズセックやアノニマスなどのような社会活動家は、テロ組織と同様に、

彼らの行為、関連する組織の責任、又は彼らが信じる社会的原因を、一般大衆又は標的と

された組織に認識させることによって目的を達成しようとする。  

 

いわゆる「スクリプト・キディ」と呼ばれるアマチュアは、仲間を求めているか又は好

奇心から犯罪行為を行うという一般に未熟な攻撃者である。そして、通常は、よく準備さ

れた組織に対しては重大な脅威とはならないが、準備ができていない組織にはかなりの損

害を与えることができる。資源が豊富で、しばしば非常に熟練したメンバーで構成される

成熟したプロ犯罪組織は、何千万ドルの損害を時々引き起こす金もうけ帝国を確立した。  

 

よりセンシティブな財政的及び個人的データが、世界中のサーバーやネットワーク上を

移動しているので、犯罪に関心のある優秀な犯罪者が絶えず増大している。収入は、犯罪

用のソフトウェア（クライムウェア）を作成・販売すること、又はクライムウェア使用し

てボットネットワークを確立・維持しそれを貸出すること、又は、それを使用しスパムを

配信すること、又はそれを利用し銀行の認証情報及び預金データを窃盗することから得る

ことができる。2011 年 4 月に、「コアフラッド（Coreflood）」ボットネットのオペレータ

ーが詐欺行為で刑事訴追された。彼らは、ボットネットワーク化した 230 万台以上のコン

ピュータを使って、未知数の犠牲者に対して詐欺行為を行った。2010 年に、IBM の脅威

情報部門は、8,000 以上の新しい脆弱性を文書化した。それによると、新しい脆弱性は 2009

年から 27 パーセント上昇し、また、公表されたエクスプロイト（脆弱性実証コード）は、

2009～2010 年に 21 パーセント上昇した。  

 

犯罪的なデータ窃盗活動は、一般的に、特定のサーバー又はエンドユーザー・マシンを

損傷したり、それへのアクセスを維持することに価値を置かないが、代わりに、様々な環

境における高いレベルの柔軟性と機敏さを必要とする。攻撃者が次の標的に移動する前に、

たった数分しか特定のシステム上にとどまらないような犯罪行為では、特定のシステムへ

のアクセスを維持すること又は彼らの行動が監視されることにはまったく価値が置かれな

い。検知又は逮捕に対する防衛としては、（彼らのツールキットにステルス機能又は頑強な

対策が組み込まれている時を除いては）特定のホスト名に数多くの  IP アドレスを短い有

効期限で設定するファストフラックス（Fast Flux DNS）のようなボットネット管理スキ

ームを使用する。このため、有害サイトの IP アドレスがめまぐるしく変更されるので、

法執行機関にとっては対応が困難な状況になっている。オペレーターには、長居すること
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も検知されるリスクを冒す必要もなく彼らの仕事を続ける自由が与えられる。そして、特

別の価値のある資産を発見した時は、その流動的な基盤は、攻撃者に、そのデータを盗む

のに十分の時間だけ信頼されるネットワークを提供する。もし、不正工作したホストに技

術的な困難が発生したり、匿名性に対するリスクが感知されたならば、活動に最小の影響

しか及ぼさない方法で、他のホストに移動することができる。  

 

国家が後援する情報収集活動は、まさに正反対の方法で行われる傾向がある。検知を避

けるために１つの標的から次の標的に迅速に移動するための柔軟性を持つよりはむしろ、

これらのオペレーターはより限られた数の標的を選定する。特に、彼らが、特定の兵器シ

ステム又は来るべき外交サミットでの政策的立場に関連した技術データを集めることが任

務として課された場合は、そうするであろう。このような情報は、しばしば１つのネット

ワークの中の特定の場所に格納されている。オペレーターは、特定のクレジットカード番

号又は選択された個人の個人情報を集める必要はない。特定の要求に基づき収集の任務を

課された国家が後援するインテリジェンスオペレーターは、専門の情報セキュリティスタ

ッフによって防護されている標的とされたネットワークの中の特定のデータを捜索する。  

 

国家が後援する活動の特徴：国家グループに起因する多くのネットワーク・エクスプロ

イテイション（情報窃取）活動のスケール、焦点、及び複雑さの調査によれば、国家が後

援するグループは、最大の組織犯罪を超える財力、人員、及び分析資源を持ち、短時間で

任務を遂行することが可能であることが明らかとなった。これらのグループの目標は、通

常、偵察のために軍事ネットワークにセンサーを設置すること、又は後で紛争の間に使用

するための「スリーパー（sleeper）」ツールを設置すること、又は商業的な競争データ又

は知的財産情報を窃取するためのスパイ活動を支援すること、あるいはより限られたケー

スでは、ライバル国を抑止するためにその能力を誇示することである。最近、新しい種類

の活動が出現してきた。：他の活動を可能にするために使用する情報を入手するためのネ

ットワーク・エクスプロイテイション（情報窃取）。  

 

―国家に後援されたオペレーターに起因する活動は、しばしば、地下犯罪オンライン・

オークション又は市場で貨幣化されないデータを標的にしているように見える。  

 

―非常に高度な防衛技術に関する情報、軍の作戦データ、又は政府の政策分析に関する

文書は、サイバー犯罪者グループの優先事項にはほとんど該当しない。彼らが標的に

した情報の細部を知ることは、キーボードを操作しているグループや個人の提携先や

身元を説明するだけでなく、盗まれた情報のエンドユーザーの身元を説明するなどカ

ウンター・インテリジェンスにとってはより多くの有効性と予測力を持つかもしれな

い分析モデルであることを示唆している。  



 

91 

 

長い間、ネットワーク・エクスプロイテイション（情報窃取）の標的とされた政府、軍、

及び民間企業の多くは、大規模かつ多層の情報キュリティ活動を経験豊かな専門家によっ

て行ってきた。それでも、彼らの敵対者は、これらの防衛対策を突破し続け、彼らの防衛

対策に関する価値ある情報を収集し、彼らのネットワークの地図を作成し、そして彼らの

合法的なユーザーとしてこれらの組織にログインすることを許すアクセスを入手するため

に必要な十分に長いプレゼンスを維持した。僅かな非国家犯罪組織は、何ヶ月もの間、１

つの標的に対して活動を維持するための十分な資源を有しているかもしれないが、彼らの

圧倒的多数は、そうする財政的な誘因がないためそのような活動は行わない。  

 

メンバーのみを対象としたオンラインのハッキングフォーラム（Hackforums.net）の討

議スレッドに関する短い調査は、一般的に国家が後援するグループに起因するインシデン

トで標的にされる技術的及び政策的データに対するハッカーの関心は皆無かそれに近いこ

とを示唆している。フォーラムは、220,000 人のユーザーからの 1,400 万以上の個人メッ

セージから構成される 140 万以上の討議スレッドを含んでいる。関連する用語のキーワー

ド検索は、いかなる技術データ、商業的な競争情報、又は公表された侵入の犠牲者にもヒ

ットしなかった。議論のテーマには、盗まれた情報の現金化の試み、攻撃ソフトウェアの

配布、個人指導（チュートリアル）、ゲーム、様々なハードウェアとソフトウェアシステム

の開発、秘密通信、匿名化、支援、通信、新人募集などが含まれている。売買商品に関す

る議論には次のものが含まれている。：  

― クレジットカード  

― カード・ベリフィケイション・バリュー（Card Verification Value： (CVV) 

― オンライン決済システム口座  

― 不正工作されたソーシャル・ネットワーキング・サービスのアカウント  

― ボットネット・アクセス  

― レンタルの攻撃サービス  

― 資金洗浄のための海外銀行  

 

この調査結果は、予備的な分析であり、かつ単一のサイトに限られているが、とても大

きなハッカー・ウェブサイトにもかかわらず、このサイトの 1,400 万のメッセージの中に

企業のハイテク・データ又はビジネス開発計画の有用性へのいかなる言及も完全に欠如し

ていることは、オンライン犯罪地下組織が、防衛、政策、及び営業活動のデータを標的と

していないことを示唆している。例外があるかもしれない。例外のもっともらしいシナリ

オは、フリーランスのハッカーが国家組織に雇用され、契約に基づきネットワーク・エク

スプロイテイションを実行することである。しかし、定義の問題として、もし、その行為

が単独の政府顧客のためになされ、そして、盗まれたデータが、盗まれた財務データ又は

個人情報のように売りに出されないとすれば、そのような行為は国家に後援された行為で
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あると合理的に見なされる。いずれにしてもこれらの調査結果は予備的分析である。：この

調査の対象外であったが、複数のハッカー・サイト、掲示板（特に、公開されておらず、

招待者のみの環境）、及びウェブサイトは、犯罪行為と国家が後援した行為の間の標的とさ

れたデータの区分についての一貫性のある正確な徴候を提供することができた。このこと

は、カウンター・インテリジェンス・アナリストと情報セキュリティ専門家が将来のイン

シデントにおける攻撃者の起源をより確実に特定すること及びリスクに晒されるかもしれ

ないデータの種類を理解することに役立つかもしれない。  

 

国家の後援を予測させる攻撃の洗練さ：中国が国家として後援するアクターに起因する

と公表されたインシデントでは、オペレーターは一様には、最初の侵入、特権のエスカレ

ーション、横の移動、及びデータの抜き取りに先進のツール又は技術を使用していない。

オペレーション・オーロラ、2009 年のゴースト・ネットワーク・インシデント、又はオ

ペレーション  ・シャディ  ・ラットのような企業による調査では、攻撃グループは、標的

としたネットワークに対して、成功裏に必要最小限の技術を使用したことを示している。

これらのことは、彼らは、彼らの標的環境の要求に応じて対応したことを示唆している。

一般的に、これらのグループは、彼らの標的とするネットワークへの最初のアクセスを得

るために、比較的共通又は洗練されていない技術を使用している。しかし、一旦侵入が達

成されたならば、彼らは、標的とされたネットワーク環境についてのより洗練された知識

を持っているようにふるまっている。このことは、彼らの事前の詳細な調査を示唆してい

る。  

 

―グーグルへの最初の侵入は、写真共有ウェブサイトへのリンクを含んだ見た目は問題

なさそうなチャット・メッセージを通して行われた。そのウェブサイトのマルウェア

は、犠牲者のウェブ・ブラウザのそれまでに知られていない脆弱性を攻撃した。その

マルウェアは、攻撃者に、犠牲者のコンピュータとの通信能力及びグーグルのネット

ワークの中をより深く移動する能力を提供した。この作戦の成功の要因は、偵察によ

る効果的なソーシャルエンジニアリングであった。：予め選ばれた犠牲者（グーグル

の従業員）がクリックしてしまう信憑性のあるリンクを巧みに作る攻撃者の能力。  

 

―2009 年のゴーストネット作戦で明らかになったグループの活動は、彼らが、彼らが侵

入したネットワークの非常に詳細な論理的地図を書くために、検知されずに長い期間

をかけて、データを集めたことを示唆している。  

 

メディアや企業の報告書の中で、一部のインシデントが、ただ標的とされた組織が彼ら

を止められなかった又は一旦彼らが犠牲者のネットワークの中にうまくプレゼンスを確

立してからも、そのオペレーターを探知することができなかったというだけで、「先進の」
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と描写されている。問題は、多くの犠牲となった組織が単にこの種の敵対者に対して十分

に防御するための非常に熟練された情報セキュリティ組織を維持するための資源を保有し

ていない時に発生するということである。  

 

―広く知られた「オペレーション・シャディ・ラット」インシデントでは、単にウェブ

サイトへリンクされた電子メールが犠牲者に送られた。そのウェブサイトは、一般の

オフィス・フォーマット・ドキュメントに埋め込まれたマルウェアをダウンロードし

た。そのマルウェアは、犠牲者のマシンとの通信チャンネルを設定し、支配権を攻撃

者のものとした。この種の標的型電子メール攻撃は、ここ 10 年以上普通に見られる

もので、標的とされたネットワークにプレゼンスを確立しようとする標準的な方法で

ある。  

 

―グーグルへのオーロラ攻撃において、オペレーターは、人気のあるウェブ・ブラウザ・

ソフトウェアの古いバージョンであるインターネット  エクスプロアラー6 のそれま

でに知られていない脆弱性を利用した。（しばしば「ゼロデイ」攻撃と呼ばれる。）そ

して、リモート管理マルウェアをダウンロードして、マシンを乗っ取った。それから、

オペレーターは、暗号化通信チャネルを設定し、彼らが標的としたマシンの支配権を

自分のものとした。一般に公開されているこのインシデントのデジタル・フォレンジ

ック分析によれば、この支配権は、彼らがグーグルの（又は他の組織の）無防備な内

部ネットワークを水平に移動することを可能とした。これらの技術は、この 10 年以

上、犯罪行為と国家が後援した行為双方のネットワーク侵入においてしばしば観察さ

れていたもので、新しくもなく、また、グーグルへの攻撃に特有なものでもなかった。  

 

国家が後援したグーグルへの侵入と中国とを結び付けている一般に公表された証拠は、

説得力はあるが、未だ大部分が状況証拠である。確かな証拠は、中国とこれらのインシデ

ントのいずれとも結びついていない。上記の２つのインシデントで盗まれた情報は、盗ま

れたクレジットカード番号が売られたり、お金が洗浄されたり、又はマルウェアが販売さ

れたりするオンライン犯罪地下マーケットでは簡単に貨幣化されないものである。政治的

な反体制派、企業の知的財産、及び企業の営業活動に関する情報は、オンライン犯罪地下

マーケットの購買層にはほとんど魅力がないものである。  

 

―第３者の専門家によるマルウェアの分析は、全体的なコードの中に中国の血統を明ら

かに持った小さなコンポーネントだけを特定した。：標的とされた情報は、伝えられ

るところではグーグルのソースコードと中国の人権保護活動家の電子メール・アカウ

ントであった。そのことは、経済的な動機だけでなく政治的な動機でもあることを示

唆している。デジタル・フォレンジック調査の間に発見された C&C（指揮・統制） サ
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ーバーの IP アドレスは、中国の大学のものであった。その大学は、過去に国家が後

援したといわれるネットワーク・エクスプロイテイション（情報窃取）と繋がりがあ

った。  

 

―これらのデータのどれも中国が国家として後援しているという決定的な証明を提供

しないが、一方で偵察技術と標的の優先順位は、その侵入が中国のオペレーターに起

因するものであることを示している。  

 

 

国家が後援した高度な活動に関連したデータのデジタル・フォレンジック調査は、活動

に複数の個人が関与し、それぞれが、ネットワーク・アクセスの獲得・確立に責任を有し、

情報の価値を確認するために標的とされたネットワークを調査し、そしてデータの抜き取

りを準備していることを示唆している。その１つは、侵入し、柔軟かつ冗長なプレゼンス

を維持することを仕事とする「突破チーム」である。「突破チーム」は、「ロックをあけ」、

そしてドアを開けただけでなく、使われているものが「閉じられ」ても、利用できる複数

のドアを確保する。一旦、突破チームが、ネットワークへのアクセスの確立に成功したな

らば、予定されていた２番目のチーム又は個人は、データを偵察し、最終的には標的とす

るデータを探し当て、そして抜き取る。  

 

―役割を分担することにより、異なる個人又はグループの使用をダイナミックに行うこ

とができる。：最初のチーム又はオペレーターは、２番目のチーム又はオペレーター

が何を標的としているかの詳細を知る必要がない。何故ならば、侵入の各段階に必要

とされる専門技術があるためである。しかし、これらの説明は大いに懐疑的である。

何故ならば、これらのインシデントに関する情報は、内部の意思疎通、身元、又はこ

れらの侵入の裏の実際の人々の人間関係力学への洞察をほとんど提供していない。  

 

―この種の任務を基礎とする構造は、複数の技術セットを必要とする。そして、おそら

く、１つの活動を完遂することを数人の個人に要求する。もし、この情報が正しけれ

ば、このモデルは、このようなチームのために新人を募集・組織・管理し、そして、

所与の任務を適切に完遂することを確実にする幾つかの手段を意味する。もし、この

モデルが本当に正しくかつ長い間、多くの侵入で反復されているならば、その管理組

織は、活動に比例してより大きく、そして、同様により複雑でなければならない。  

 

―一旦、突破チーム又は個人が、最初の犠牲者のコンピュータに足場を確保したならば、

彼らは、プレゼンスを固めるために、このマシンのセキュリティ・コンフィギュレー

ション、セッティング、及び関連システムの情報を収集し続ける。そして、時々スニ
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フィング（傍受）により認証システムからパスワードを盗むことによって、将来の欺

瞞攻撃のためにユーザー電子メール、ネットワークのユーザー名、組織の帰属関係の

情報、及びネットワークが共有しているフォルダのディレクトリ・リストを収集する。 

 

また、デジタル・フォレンジック分析によれば、これらの攻撃者は、標的とされた組織

の情報セキュリティ対策に関する知識を有しており、検知を避けるために彼らの活動を変

更することもできるように見える。そのことは、彼ら自身又は彼らのために他のものが実

施した非常に詳細な偵察結果を反映している。彼らは、たぶん、彼らが活動している環境

に必要なレベルのツール又は技術を使用し、より高いレベルのツールは、本当にそれらが

必要とされるまでは予備として確保しているのであろう。  

 

―攻撃者は、彼らの収集任務を達成するために、「任務遂行の（on station）」時間を最

大にするためにセキュリティ・コンフィギュレーションを調整する若干の能力を示し

た。これらの対処には、これに限定されるものではないが、次のものが含まれる。よ

りステルス性の高い通信チャネルへ移動すること、異なる C&C サーバーへジャンプ

すること、  防御側のプレゼンスを検知した際の迅速なツールキットの削除、及び更

なる標的分析を支援するためのコンフィギュレーション・ファイルの収集。  

 

―アクセスを維持することに責任を有する個人は、標的とした組織によるネットワーク

防衛における予想外の変更に対処する柔軟性を示した。このことは、彼らが、「敵の

可能行動」を分析するとともに前もってこれらの不測事態に対して準備していたこと

示唆している。一般に、この準備には、冗長な通信チャネルの事前配置、複数の外部

サーバー上の C&C サーバー、及び標的とされたネットワーク上の複数の突破ポイン

ト（通常は標的とされたネットワーク上の既に乗っ取られたコンピュータである。そ

して必要な時まで予備として確保される。）がある。  

 

―これらのオペレーターが一般に使用するマルウェアは、いろいろな国に事前に配置さ

れた C&C サーバーと通信（又は、「ビーコン」）しようとする。このビーコンニング

（C&C サーバーとの通信）は、オペレーターの準備ができ、接続を確立し、そして

犠牲者システムの支配権を獲得するまでの長期間、継続することができる。  

 

実際に情報収集を任務とする個人又はチームは、よりすばらしい技術と標的とされたネ

ットワークに関する非常に詳細な知識を示した。ネットワークのデータを捜索・窃取する

彼らの努力は、しばしば冗長性、ステルス性、万全の準備、及び細部への注意などの技術

を重視している。  
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―初期の偵察の期間、これらの収集チームは、データを場合によってはサーバーとワー

クステーションからを第２のサーバーへコピーした。その第２のサーバーは、データ

を、暗号化チャネルを通じて、標的とされた組織から複数の外部のサーバーに送信す

る前に、それを、圧縮し、暗号化し、分割し、複製する「足場（staging point）」の

役割を果たしている。外部のサーバーは、「ドロップ・ポイント（drop points）」とし

て働く。これらのドロップ・ポイントは、データの最終的な目的地を確認する調査の

努力を複雑にするなど、わかりにくくする役割を演じるかもしれない。  

 

攻撃者側の資源の高騰：標的の防衛力が向上するのに伴って、攻撃者の技術は一般的に

大きく転換するか又は洗練さを増加している。そのため、ツールとマルウェアの開発のた

めに攻撃者の資源を消費している。防御側の技術の転換は、攻撃者に、彼らの標的に対す

る活動の既存のレベルを維持するためにより経験豊かな人員を確保するための追加の資金

の投資を強制するかもしれない。  

 

―2011 年 3 月のセキュリティ会社 RSA への侵入は、このダイナミックの結果であった

かもしれない。国家に後援された２つのグループは、うまく会社のネットワークを突

破し、政府及び民間企業において広く使用されている RAS の認証トークン・システ

ムの暗号化アルゴリズムに関連したかなりの量のデータを盗み出した。  

 

―認証アルゴリズムの窃盗は、自社のネットワークへの遠隔アクセスの防護を RAS 製

品に頼った防衛企業などのセキュリティ・システムを破るための必要なツールを、攻

撃者に提供する中間のステップであった。  

 

―実際に、RSA を目標とした攻撃者の戦略は、個々の鍵をあけるよりもむしろ、マスタ

ーキーを錠前屋から奪うことと類似している。  

 

RSA の侵入事案は、遠隔認証方法の偵察から始まった。この侵入事案は、良く計画され

た多段階式作戦であった。その後、信憑性のある電子メールを作るために RSA 従業員の

プロファイリング（調査）が行われ、そして、米国防衛産業の少なくとも一社（ロッキー

ド・マーティン）が突破されるに至った。  

 

―ロッキード・マーティンは、F-35 と F-22 のプライム（元請業者）である。F-35 と

F-22 は、共に第５世代の戦闘機で、これから数十年の間米国の航空戦力の中核を成す

ものである。会社で開発された大部分の技術又はプログラムは、オンライン犯罪地下

組織の間でほとんど価値がないものであろう。  
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―ロッキード・マーティンの洗練された情報セキュリティ環境は、これらのグループに、

挑戦しようとする動機を与えたのかもしれない。そして、彼らは戦術を根本的に変更

することにより、彼らの情報収集要求を達成するため必要とするアクセスを獲得した

のかもしれない。  

 

―会社の周辺部が侵入されやすいままだったならば、これらの複雑な議論は正当化され

なかったであろう。このインシデントを報道しているメディアの調査は、攻撃者は、

地下市場で販売できる大量のデータを収集することができる程度まで侵入したが、以

後のスパイ行為を実行するために必要なもの以外を盗み出そうとした証拠も又は窃

盗に成功したという証拠もないことを暴露している。  
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10 米国と中国の情報セキュリティ会社の提携：リスクと現実  

 

米国の民間及び政府組織に対するコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイショ

ン（CNE）活動に関する報道が多い時期に、今までは一般的ではなかった米国と中国の情

報セキュリティ会社同士の提携は、センシティブなデータへの違法なアクセスの可能性に

対する懸念を引き起こした。  

 

現在までのところ、ファーウエイ・テクノロジーズ（華為技術有限公司）とシマンテッ

クの合弁事業は、主要な米国の情報セキュリティ会社と中国の先端技術企業との唯一の大

きな提携である。この提携は、メディア報道と一般の議論を促進した。：しかし、2007 年

に創設されたこの提携と、増加した米国のネットワークに対するエクスプロイテイション

（情報窃取）又は米国の IT サプライチェーンに対する中国の侵入とを結びつける実質的

な情報が、これまでに浮上することはなかった。このことは、情報セキュリティ分野の米

国と中国の企業間の合弁事業又は類似した戦略的パートナーシップが、米国のネットワー

ク・セキュリティ又は米国の国家安全保障全体に対して本質的なより大きなリスクをもた

らさないかもしれないことを示唆している。  

 

4 年の活動の後、2011 年 11 月に、ファーウエイがシマンテックの持ち株を買い取ると

発表した。そして、この提携会社はファーウエイの完全子会社となった。アナリストは、

市場の立場から、合弁事業が成功であったと主張した。シマンテックは、合弁事業への初

期投資からの大きな収益だけでなく、中国のハードウェア機器市場への浸透を達成した。：

そして、ファーウエイは、ファーウエイのクラウド・コンピューティングとアプリケーシ

ョン・イニシアティブの統合のために、シマンテックのストレージとセキュリティ・ソリ

ューションへのアクセスを獲得した。合弁会社（ファーウエイ・シマンテック）の完全な

買収を通して、ファーウエイはサーバー、ストレージ、及び IP ネットワーキングへの事

業拡大を直接始めるであろう。それには米国市場も含まれる。また、シマンテックは、北

米顧客のためのハードウェアのサプライヤとしてファーウエイを使い続けると発表した。  

 

現在、他のいかなる情報セキュリティ会社も、中国との類似取引の計画を発表していな

い。現在、そのような提携はないが、中国の企業が、そのような提携が米国又は他の西側

市場への拡大したアクセスを提供すると思っているならば、米国企業との戦略的提携を結

ぼうとする中国の情報セキュリティ会社による企ては将来もなくならないであろう。米国

の政府及び商用ネットワークに対する中国が国家として後援しているとされるハッキング

活動に関するメディア報道の結果として、米国の情報セキュリティ会社との提携を企てる

中国企業は、消費者の疑念又は先入観に対処することが強いられるであろう。  
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―2007 年のファーウエイ‐シマンテック合弁事業の創設の後、ファーウエイ側からのシ

マンテックの技術へのアクセスから生じる潜在的なセキュリティ上の脆弱性、及び中

国の軍民の情報セキュリティ能力の強化に対する懸念が、アナリスト及び政策担当者

から提起された。  

 

―アンチ・ウイルス・ベンダーのマカフィは、ニューソフト（Neusoft）及び CS&S（China 

National Software and Services）との再販提携を樹立した 2009 年以降、中国でのプ

レゼンスを維持している。ニューソフトと CS&S は、中国国内におけるマカフィ製品

の第１のパートナーになった。しかし、マカフィとの取決めには合弁事業は含まれて

おらず、販売・流通関係だけであるように見える。  

 

―中国が米国市場又は国際市場に参入しようとする場合は、中国の製品とサービスは、

より広範な情報セキュリティ及びソフトウェア産業からの厳格な審査に直面するで

あろう。どんな将来の提携でも、国際的な工業規格によって証明・評価されることが

必要であるだろう。  

 

―中国最大のソフトウェア及びアンチ・ウイルス・ソフトのベンダーであるキングソフ

ト（Kingsoft）は、マイクロソフトのウイルス情報連合（Virus Information Alliance：

VIA）（以下、VIA）のメンバーである。VIA は、国際市場のトップクラスの情報セキ

ュリティ・ベンダー16 社から構成されている。このフォーラムにより、キングソフト

は、他の VIA のメンバーが観察した新しい悪意のあるソフトウェア及び攻撃方法に関

する最新の脅威データにアクセスすることができる。キングソフトは、米国の企業と

のより公式な関係を築くために、グループ内におけるそのプレゼンスを利用しようと

はしなかった。  

 

米国又は他の西側の情報セキュリティ会社と中国 IT 会社との将来の提携により生じる

リスクは、主として知的財産の損失と長期的な競争力の衰退に関連するものである。そし

て、中国企業と提携している多くの米国企業は、それらの脅威に直面するであろう。米中

経済協議会（US-China Business Council）が実施した 2011 年の調査によれば、知的財産

窃盗は、中国で営業しているすべての米国企業の懸念である。同じ米中経済協議会

（US-China Business Council）の調査によれば、中国の国内市場で営業するために提携

関係を維持している米国の情報セキュリティ会社は、知的財産の移管に対する圧力と、イ

ンサイダー又はネットワーク・エクスプロイテイション（情報窃盗）あるいは両方によっ

て、知的財産が盗まれるリスクに直面している。これは、様々な業種及び地域で継続して

いる問題である。  
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―中国の知的財産権保護に関する 2011 年の米中経済協議会（US-China Business 

Council）のレポートは、中国の若干の地域、そして、選ばれた産業分野での段階的

な改善があるにもかかわらず、「特許、商標、著作権、及び企業秘密の侵害は、中国

で営業している米国企業の主要な懸念のままである」ことを強調している。  

 

―消費者又は小売を目的としているアンチ・ウイルス製品には、中国軍の情報戦能力を

大きく向上させる可能性のあるセンシティブなデータは含まれていないであろう。し

かし、高度な検知システムを保有した大きな企業のための情報セキュリティ管理に関

する専門知識を持った企業は、中国政府のネットワーク防衛能力を強化するより多く

の可能性を有している。  

 

―米国企業の保有する技術の戦略的な価値が、中国政府又は軍がネットワーク・エクス

プロイテイション（情報窃盗）などに直接関与するか否かを決定するであろう。現在

までのところ、これらの評価のための唯一のデータは、ファーウエイ -シマンテック提

携である。：このように、如何に、何が、国家、軍、又は民間セクターにとって利益

となるかについての分析的な結論を得ることは困難である。  

 

―中国政府は、戦略的に重要な産業に属する外国企業に対して、知的財産の鍵となるコ

ンポーネントを移管するかそれとも中国人職員を配置した研究開発センターを中国

に設置するための金額を投資するかのいずれかを要求する慣行を長い間保持してい

た。このため、多くの企業は、中国企業との提携関係を解消した場合、中国企業が外

国企業の知的財産を使用して、外国企業の競合企業とし活躍するであろうと主張して

いる。  

 

ファーウエイ -シマンテック合弁事業の成立後、産業批評家は、センシティブな（ウイル

スの）シグナチャが、中国当局に渡った可能性を指摘した。多くの人々は、米国の民間及

び政府ネットワークの広範なエクスプロイテイション（情報窃取）の背後に中国がいると

信じている。センシティブな顧客レポートやシグナチャ・データが、中国のコンピュータ・

ネットワーク・エクスプロイテイション（CNE）オペレーターにどのツールが有効か又は

どのツールが無効かを判断することを可能にするかもしれないという懸念が起こった。し

かし、現実には、このタイプの大部分の情報は、一般公開されているかそれとも予約購読

を通して利用できるので、その情報を獲得するために複雑かつ高価な合併・買収（M&A）

プロセスを必要としないであろう。  

 

―たとえば、米国又は他の西側のアンチ・ウイルス・ベンダーと提携することが、中国

のパートナーにとって、マイクロソフトのウイルス情報連合（VIA）のような企業コ
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ンソーシアムの合法的なメンバーよりも早くシグナチャ・データを手に入れることが

できることを必ずしも意味しない。中国の IT 会社による企業の合併・買収（M&A）

アプローチは、上記のようにセンシティブな情報セキュリティ顧客データにアクセス

する時間的な利益をもたらさないので、長期的な提携関係を締結する動機とはならな

いであろう。  

 

―しかし、中国側のより大きな利益は、米国企業の戦略的に重要な技術、ツール、及び

商慣行へのアクセスである。それらは、中国企業が産業界全体、政府、及び軍のネッ

トワーク管理を改善することを可能とするであろう。  

 

また、正式な提携関係は、中国の企業に、米国のパートナーの供給・流通チェーンを通

じて市場占有率を拡大する機会をもたらすかもしれない。ファーウエイ -シマンテックは昨

年、米国の卸売業者及び IT サービス会社との間で再販業者関係の２つの戦略的パートナ

ーシップを築いた。そのことは、ファーウエイが、米国政府及び民間ネットワークへアク

セスするかもしれないという脅威と、さらに米国の卸売業者及び IT サービス会社を通し

て間接的にアクセスするかもしれないという懸念に関する論争を再び引き起こした。  

 

―ファーウエイ -シマンテックは、テネシー大学の国立コンピュータ工学センター

（National Center for Computational Engineering）との最初の高性能ストレージ・

クララスター契約を確保するために、この再販業者チャンネルの販売パイプをうまく

利用した。国立コンピュータ工学センターは、計算モデリング、シミュレーション、

並びに様々のアプリケーションン及び国防総省を含む顧客のためにデザインを行っ

ている。ファーウエイ -シマンテックの流通チャネルにおける提携先であるサンディエ

ゴに拠点を置く MPAK テクノロジーは、販売に対して責任を有していた。  

 

―再販業者関係を使うことは、ファーウエイ -シマンテックに、彼らの製品に対する米国

政府のブロックを回避すること及び製品を米国政府又は民間 IT インフラに送り込む

ことを可能にする。そして、それは、情報セキュリティ業界のアナリストによると、

米国政府のネットワーク又はハードウェアにアクセスするか又は供給するファーウ

エイの能力に対するさらなる懸念を引き起こしている。情報セキュリティと防衛コミ

ュニティの根底にある懸念は、ファーウエイが直接米政府に販売することは米国議員

によって表向きにはブロックされているが、実際には、現在まで議論されることがな

かった提携関係を通じて米国国防総省及びインテリジェンス・コミュニティへのアク

セスを密かに確保していることである。  
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米国の情報セキュリティ会社と中国のカウンターパートの間の将来の提携が主に研究

開発分野である限り、より大きな知的財産窃盗の可能性があるかもしれない。それ（知的

財産窃盗）は、中国の国家組織のネットワーク防衛能力を著しく向上させるかもしれない。

標的とされた知的財産にアクセスするために、パートナーに接続されたネットワークを利

用しようとする潜在的な動機があるかもしれない。中国のパートナーが、もし、政府によ

って影響されているならば、米国のパートナーに帰属している知的財産にアクセスするた

めに、パートナーに接続されたネットワークを利用しようとするかもしれない。このリス

クは、中国のビジネス・パートナー又はセキュリティ産業に限られていない。：それは、多

くの産業、セクター、及び米国企業が営業するあらゆる国に存在する。  
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11 結 論  

 

人民解放軍は今日、戦力に関して注目に値する変革を生み出した持続した近代化活動の

20 年目に入ろうとしている。軍事革命（RMA）（現代の戦争へのアプローチを急進的に変

えた変革コンセプト）は、情報技術とデータの流れを制御する能力を、現代の軍隊の組織

化・装備化・戦い方の中心に置いた。人民解放軍は、これらの概念と新技術を適用するこ

とにより、現代の戦場における「情報優位（ information high ground）」を獲得・維持す

ることを追及している。  

 

中国軍の装備の近代化が新聞等で注目されているが、プラットホーム、人員、及び作戦

を連接する包括的な C4ISR 基盤の急速な発展が現在進行中の人民解放軍の努力の中で最

も変革的なものである。異なる情報システムを統合して、地理的に分散した部隊間の調整

を可能にすることは、既存の兵力構造を急進的に変更することなく、より大きな力を生み

出す可能性がある。ドクトリン上では、兵力構造をネットワーク化するこのプロセスは、

「情報化条件下の局地戦」という。このような環境における成功とは、戦場全体の「状況

認識（situational awareness）」をほぼ完全に保持する一方で、同様の敵の能力を制限す

ることを意味する。  

 

コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）（攻撃、防衛、情報窃取）は、早期に情報支

配（ information dominance）獲得し、紛争を通して他の人民解放軍の作戦を支援すると

いう人民解放軍の重要な戦争目標の基本となった。平時の間、コンピュータ・ネットワー

ク・エクスプロイテイション（CNE）は、国家戦略目標を支援する人民解放軍と民間の情

報収集活動の基盤となった。  

 

スパイ行為を支援する中国のコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイション

（CNE）の明白な拡大により、以前にはアクセスできなかった情報が埋まった豊かな鉱脈

を探しあてた。その鉱脈からは、国家安全保障に関連した情報及びより重要な国家経済の

発展を支援する情報を掘り出すことができる。標的とした情報へアクセスするために個人

を募集し、長期間の訓練を必要としたヒューミントによる情報収集は、今日、疑うことを

知らない標的にフィッシング電子メールを送ることによって、容易に達成できる。  

 

軍事作戦も、無制限の行動半径と精度を持ったネットワーク基盤の兵器と情報収集の機

会から同様の利益を得た。以前、敵対者の兵站及び通信能力を潜在的に危険な状態に置く

には、重要な通信ノードに対する物理的オプション（精密なミサイル、静粛な潜水艦、特

殊部隊、又は先進の攻撃機）を必要とした。今日、人民解放軍の指導者は、十分な精度を

持ったコンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA）ツールの戦術的レベルの運用が、戦争の



 

104 

 

流れを変える可能性のある劇的な戦略的成果を達成できることを理解している。逆に言え

ば、人民解放軍が、より高度な情報システムを配備し、軍事作戦の成否をそれらにますま

す依存すれば、人民解放軍は、ハイテク化した敵対者と同じように、ネットワークの脆弱

性から自分自身を守らなければならなくなる。この原則により、コンピュータ・ネットワ

ーク作戦（CNO）のトライアド（3 要素）の中の、コンピュータ・ネットワーク防衛（CND）

は、カウンターパートと対等の立場に置かれる。  

 

コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）は、攻撃及び情報窃取のツールとして中国の

軍指導者にとって魅力的であるが、中国は、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）を

更なる国家戦略に適用しようとする明白な熱意を持っている。台湾または南シナ海危機の

ような不測事態の支援においても使用されるコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）ツ

ールは、また、通常兵器と物理的攻撃の使用に頼らなくても米本土及びで西太平洋の戦略

的な目標に到達できる能力を有している。弾道ミサイル、空爆、及び上陸部隊は、本人に

他ならない指紋を残すが、コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）はしばしばなにも残

さない。さらに、物理的オプションの使用は、国際法の下では、はっきりした戦争の原因

であり、米国の対応の可能性についての曖昧性はほとんどない。対照的に、コンピュータ・

ネットワーク攻撃（CNA）ツール又はコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテイシ

ョン（CNE）ツールの上手な使用は、危機への対応を遅延又は劣化させることを目的とす

る明白なネットワーク攻撃へ対応しようとする国民国家を取り巻く国際法と政策の明確で

ない解釈を利用することができる。  

 

人民解放軍は、中国の民間 IT 産業、民間大学、及び軍民の研究機関からのインプット

に依存してコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）能力の開発を増大している。民間セ

クターは、情報セキュリティと攻撃的なツールの改善に関連がある分野で、場合によって

は自身の資源だけでなく、国家の補助金により研究開発に資金を供給している。役割が明

示された軍民の大学は、卓越センターとして又はコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）

研究を専門とする国の研究所のホスト（世話役）となった。人民解放軍の広範な研究機関

のネットワークは、情報セキュリティとコンピューターサイエンスの多くの面で突破口を

開いている。人民解放軍の大学における、2010 年の当時の世界最速のスーパーコンピュー

タの開発は、研究の質の高さと研究の重点を示した。また、そのことは、IT が本質的にデ

ュアルユースであり、それにより、人民解放軍は中国の民間 IT セクターからの「スピン

オン」効果を利用することが可能となることを示している。  

 

例えば、ファーウエイ（華為）、ZTE、及びダータン（大唐）のような有名な電気通信ハ

ードウェア企業は、軍事技術又はデュアルユース技術に資金を供給したりするなど、様々

なレベルで中国政府との関係を維持している。このような関係は、世界的電気通信基盤市
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場におけるこれらの企業や他の中国の IT 会社のプレゼンスを増大し、米国及び他の西欧

諸国において、ネットワーク攻撃又は情報窃取攻撃の可能性が生み出されているという憶

測を煽っている。  

 

これらの懸念は、地球規模に拡散した電気通信サプライチェーンによって拡大された。

そのようなサプライチェーンは、例えば IC 又は IC が支えるより大きなハードウェア・コ

ンポーネントに不正工作を意図する敵対者に対して、複数のアクセス・ポイントを与える

であろう。しかし、地球規模のハイテク・サプライチェーンの複雑さは、固有の防御上の

利点をもたらすかもしれない。設計と製造プロセスの間のチップセットのエンドユーザー

を曖昧にすることは、大部分の敵対者に対して物流問題をより複雑にすることになり、抑

止力としての働きをする可能性がある。不正工作されたチップセットがその標的に成功裏

に到達する可能性を減らす他の方策は、上流のサプライチェーン攻撃の費用対効果を劇的

に低下させることができるであろう。しかし、ハードウェアの再販業者と卸売業者のサプ

ライチェーンへの侵入、いわゆる下流のサプライチェーン攻撃は、引き続き、米国におけ

る法執行及びカウンター・インテリジェンス機関にとっての重大な挑戦である。  

 

全体として言えば、中国のコンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）の適用と研究開発

の最近の発展は、サイバー空間で活動するために必要な多様かつ先進の能力を生み出すた

めに、利用できる軍民の資源をすべて利用しようとひたすら熱中している国家の姿を示し

ている。コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO）は、中国の指導者にとって戦略的な重

要性を持っている。それは、単に軍事への適用を超えて、中国の国家発展のための長期戦

略を支援するために広範に適用されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

106 

 

平成２１～２４年度発刊資料 

 

ＢＳＫ 第２２－ １号『標 的 に さ れ る 合 衆 国 技 術』 

ＢＳＫ 第２２－ ２号『我が国をめぐる兵器技術情報管理の諸問題 (平成 21 年度)』 

ＢＳＫ 第２２－ ３号『カウンターインテリジェンスの最前線に位置する防衛関連企業の対策について(平成 21 年度)』 

ＢＳＫ 第２２－ ４号『新しい防衛調達モデルの探索的調査研究 (その３ )』 

ＢＳＫ 第２２－ ５号『中華人民共和国のサイバー戦とコンピュータ・ネットワーク・エクスプロイテーション能力』 

『米中経済安全保障調査委員会議会報告 2009 から抜粋』 

ＢＳＫ 第２３－ １号『セ キ ュ リ テ ィ 計 画 立 案 の ガ イ ド』 

ＢＳＫ 第２３－ ２号『サ イ バ ー ス ペ ー ス 政 策 の 再 検 討』 

ＢＳＫ 第２３－ ３号『我が国をめぐる諸外国の技術情報等の取得活動と波及問題』 

ＢＳＫ 第２３－ ４号『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ IT 社会におけるｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの脅威に対するﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて（平成２２年度）』 

ＢＳＫ 第２３－ ５号『わ が 国 の 防 衛 調 達 改 革 に お け る Ｃ Ｐ Ｔ 実 現 の た め の 調 査 研 究』 

ＢＳＫ 第２４－ １号『サ イ バ ー 空 間 の た め の 国 際 戦 略』 

ＢＳＫ 第２４－ ２号『セ キ ュ リ テ ィ ・ ガ バ ナ ン ス と リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト』 

ＢＳＫ 第２４－ ３号『サイバー戦における民間企業の防護支援について』 

ＢＳＫ 第２４－ ４号『わが国の防衛調達における競争入札拡充問題を検討するための調達経済モデルの研究』 

ＢＳＫ 第２５－ １号『情報優位の獲得：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸ作戦及びｻｲﾊﾞｰｽﾊﾟｲ活動のための中国の能力』  

 

 

本報告書の中で意見にわたるものは、委託先の見解であることをお断りしてお

きます。  

 

情報優位の獲得：コンピュータ・ネットワーク作戦

及びサイバースパイ活動のための中国の能力 

 

平成２４年８月 発行  

非 売 品   禁  無  断  転  載・複  製  

発 行 ： 公 益 財 団 法 人  防 衛 基 盤 整 備 協 会 

編 集 ： 防衛調達研究センター刊行物等編集委員会  

〒160-0003 東京都新宿区本塩町２１番３－２  

電 話 ： ０３－３３５８－８７５４  

Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－３３５８－８７３５  

メ ー ル ： h o z e n @ b s k - z . o r . j p  

ＢＳＫホームページ： h t t p : / / w w w . b s k - z . o r . j p  
 

 

mailto:hozen@bsk-z.or.jp
http://www.bsk-z.or.jp/

