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は し が き 

 

最近、特に、国家重要インフラに対するサイバー攻撃の懸念が高まっていて、その対策

が急務となっています。また、一部では既に攻撃が行われているとの報道もあります。こ

のような状況下、米国においては、既に、国家と防衛産業が連携してインフラを防護する

計画が策定されています。我が国には、国家と防衛産業が連携して対処する計画はまだあ

りません。 

 

国家インフラ防護計画（NIPP）は、法律及び大統領令に基づき、国土安全保障省が作成

したものです。国家インフラ防護計画（NIPP）とセクター計画との関係について説明しま

すと、この NIPP に基づき、現在は 18 のセクター（通信、電力など）があり、それぞれに

セクター計画を作成しています。各セクターには所管の省庁が定められており、防衛産業

基盤セクターは国防総省（DoD)が担当しています。 

防衛産業基盤セクターの内容は、サイバー攻撃、テロ攻撃、自然災害などを受けても、

国家の安全保障に支障を及ぼさないよう国防総省の監督、指導、及び防衛関連企業との連

携の下で、如何に国防総省に対する調達やサービスを持続させるという観点から、防衛関

連企業とのパートナーシップを構築して実施する計画です。この中では、サイバーセキュ

リティは無論のこと、事業継続を含めた強靭化努力が求められています。この資料は、2010

年の資料ですが防衛産業基盤セクター計画としては最新のものであります。 

 

本小冊子は、防衛省は無論のこと、防衛関連企業においても自社のレジリエンス能力（業

務維持継続能力）を高めるための参考資料といえます。本小冊子が、我が国の情報セキュ

リティ体制の向上を含む防衛基盤の強化に、いささかでも貢献できれば望外の幸せであり

ます。 

 

平成２５年２月 

 

公益財団法人 防衛基盤整備協会 

理事長 宇 田 川 新 一 

 

 



 

 

 

ワシントン D.C 20301-2600 

国防総省 2600、５D414 号室 

国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補 

ポール・N・ストックトン閣下 

 

親愛なるストックトン次官補 

私は、防衛産業基盤（DIB）セクター調整会議（SCC）議長として、閣下が交付された国

家インフラ防護計画（NIPP）を支援する DIB セクター計画（SSP）について、ここに同意

いたします。DIB SCC メンバーの企業団体及び会社は、SSP の策定、改定及び実施に参加

することにより、DIB セクター内のレジリエンシー強化に貢献する機会を得たことに謝意

を表します。 

DIB SCC は、NIPP に組み込まれかつ SSP で指針が与えられた重要な官民パートナーシ

ップ育成の進展に勇気づけられております。我々の協同的な計画立案活動は、DIB 民間セ

クター重要インフラ及び資産（CIKR）の所有者／経営者が、我が国家の安全保障に大きな

影響力をもつ重要インフラ防護活動に取り組むことを可能とする枠組みを継続的に強化す

るものです。 

 

私は、DIB SCC を代表し、以下の事項について同意いたします。 

我々は、本計画の実施にあたり、重要インフラ防護ミッション、ビジョン及びコンセプ

トを真摯に受け止め、国防総省及び他のセクター・パートナーと共に活動いたします。 

我々は、DIB CIKR 所有者／経営者による他に類を見ないニーズ、懸念事項及び将来の

見通しに係る洞察力及び目標を提供する機会を得ました。 

我々は、セクター所管省庁としての権限を行使する者として指名された DoD 代表、並び 

にあらゆるレベルの政府及び民間企業における他のセクター・パートナーとの共同作業を

継続いたします。 

我々は、国防総省、国土安全保障省、民間セクターCIKR 所有者／経営者、その他と共同 

し、物理的、人的、サイバー及びサプライチェーンに係るセキュリティ、リスクに基づく

投資意思の決定、並びにセクター全体にわたる情報共有を改善いたします。 

 

敬具 

 

 

Barry Bates 

合衆国退役中将 

DIB SCC 議長 
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序文 

 

防衛産業基盤（DIB）は、国力における唯一無比のエレメントであり、全ての潜在的敵対

者に対し合衆国との差を認めさせるものである。国土安全保障省長官は 2009 年、国家イン

フラ防護計画（NIPP）の更新版を出版した。この NIPP は、単一かつ統合された国家的活

動として、国家の重要インフラ及び資産（CIKR）防護イニシアチブを包含するアプローチ

を示すものである。国防総省（DoD）は、DIB セクター所管省庁（SSA）として、そのパ

ートナーと共に DIB 全体にわたる重要インフラに係るリスクマネジメントの明確化、分析

及び改善のための共同的かつ調整された活動の主導責任を持っている。 

 

私は、国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補（ASD(HD&ASA)）として、ここに DIB

セクター計画（SSP）第 2 版を出版することを喜びとするものである。本 SSP は、DIB セ

クターにリスクマネジメントを適用する際の共通のビジョン、目標及びアプローチを要約

するものである。本 SSP は、DoD、DoD と他の政府機関とのパートナー、及び小規模事業

者からフォーチュン 500 に至る国内外の所有者／経営者からなる民間セクター代表に及ぶ

広範な関係者による共同作業の成果物である。 

 

2010 年版 DIB SSP は、政府と民間セクターDIB パートナー間の関係が成熟してきたこ

とを反映している。このような DIB の結びつきの広さと多様性は、以下に示す積極的な結

果を生み出している。 

 

 総意に基づき、かつ、理論的に組み立てられた目標、目的、実施活動及び測定基準 

 2009 年版 NIPP の枠組みと整合し、かつ、セクター全体に及ぶ防護とレジリエンス

に係る努力の継続的改善のためのロードマップを設定する整合性のとれたリスク低

減活動（RMA）セット 

 サイバーセキュリティの諸問題、情報資産の重要性、及びサイバーセキュリティに

係る特定 RMA の詳細特性に対するより広範な理解 

 民間セクター・サイバーセキュリティ活動を支援するための防衛セキュリティ情報

交換（DSIE）組織、情報共有作業グループ、DoD DIB サイバーセキュリティ/情報

保証（CS/IA）プログラムなどの進化したパートナーシップ・メカニズム 

 

本計画は、国家のセキュリティ環境の変化に合わせ進化する生きている文書である。こ

のため、その結果としての改訂版は、レジリエントな DIB の維持に必要なリスク低減活動

に対し最も高いレベルの即応性及び準備態勢を反映したものとなるよう、DIB パートナー

が計画を共同してレビューすることをコミットしている。DIB の防護は、合衆国の国家戦

略遂行における競合的優勢の維持に最も重要である。 
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管理者向け要約 

 

大統領は国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）において、国防総省（DoD）を防衛産

業基盤（DIB）のセクター所管省庁（SSA）とし、DIB とそのパートナー全体にわたる重

要インフラのリスクマネジメントの明確化、分析及び改善のための共同的かつ調整された

活動に対する主導責任を持たせた。また、大統領は HSPD-7 において、DoD が民間セク

ター及び連邦政府機関パートナーとの共同によりセクター計画（SSP）を出版することを

命じた。本 DIB SSP は、DoD が SSA としての責任を果たすためのアプローチの要点を述

べるものである。 

 

DHS は HSPD-7 に応え、他の SSA との共同作業により国家インフラ防護計画（NIPP）

を策定した。NIPP は、重要インフラ防護のための調整された国家活動の枠組みを確立す

るものであり、それにはあらゆるレベルの政府、民間セクター、学界、及び国際組織と同

盟諸国が含まれる。 

 

DoD は、DHS 及び他の SSA や連邦政府機関と共同し、DIB SSP が国家の CIKR 防護

とレジリエンス活動に一致し、かつ、完全に支援するものであることを確実なものとして

いる。 

 

本 2010 年版 DIB SSP は、政府と民間セクターDIB パートナー間の結びつきの成熟を反

映するものである。DIB の結びつきに係る程度と多様性の増加は、次の有望な結果を生み

出した。 

 

 同意に基づき、かつ、理論的に組み立てられた目標、目的、実施活動及び測定基準 

 2009 年版 NIPP の枠組みと整合する首尾一貫したリスク低減活動（RMA） 

 サイバーセキュリティの諸問題、情報資産の重要性、及びサイバーセキュリティに

係る特定 RMA の詳細特性に対するより広範な理解 

 民間セクター・サイバーセキュリティ活動を支援する防衛セキュリティ情報交換

（DSIE）組織などのパートナーシップ・メカニズムの進化 

 

DoD、防衛企業及び民間企業、並びに全セクター・パートナー間に及ぶ全ての同盟関係

は、その継続的成長が期待されている。DIB セクターは、パートナーシップの高揚に基づ

くアプローチを順調に進捗させており、本セクターの防護とレジリエンスに必要な戦略計

画とプログラム実施活動の正確化、策定及び実施を確実なものとしている。DoD は、受け

入れがたいレベルのリスクの除去に必要な既存プロセスの改善及び新たなプロセスを開発

するため、政府調整会議（GCC）を介して、DoD のセクター調整会議（SCC）対応者及
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びセクターの全パートナーとの積極な活動を推し進める。 

 

DoD は、SSP に述べたセクター・リスクマネジメント・プロセスの多くを開発した。こ

のセクター・リスクマネジメント・プロセス開発アプローチが不十分であることは、様々

な理由から明らかにされている。したがって、DoD はこのアプローチからシフトし、防衛

産業、他の国家セクター、連邦政府・州政府・地方自治体、その他のパートナーに及ぶ広

範な考え方を包括する計画である。さらなる共同作業及び包括性を果たすには、いくつか

の段階を踏むこととなる。 

 

セクター・パートナーは、共同作業と包括性を高めるため、2010～2011 年の DIB 事業

計画を共同で策定する。この事業計画は、セクター・パートナーが対等のパートナーシッ

プを追求する際の指針となるものである。この事業計画の基礎には、次を含むリスクマネ

ジメント・プロセス及び製品に対する共同調査が含まれる。 

 

 重要性の決定及び優先順位づけ 

 脆弱性とリスクアセスメント 

 情報共有 

 重要性 

 サイバーセキュリティ 

 脅威と警告  

 DIB CIKR サイトに対する物理的アクセス制御 

 

SSA 及び DIB は、よりレジリエントな防衛産業基盤を追求するため、異なるものの密

接に関連するニーズと課題に取り組まねばならない。例えば、各々は消費者―サプライヤ

ー方程式において、脅威と脆弱性情報に対して異なるニーズを持っている。また、その情

報を作成するプロセスも、それらの焦点と詳細さにおいて異なる。SSA は、それぞれのニ

ーズと懸念事項を理解した上での DIB SCC との共同作業に対して、より多くの時間と資

源を注ぐこととしている。サイバーセキュリティ情報共有、インサイダー脅威、産業スパ

イ、及び非付加価値活動を排除しつつ有効性を高めるリエンジニアリング・プロセスと慣

行の分野に対しては、特別な力点が置かれる。 

 

DoD 及び DIB CIKR パートナーは、NIPP との効果的な統合を確実にするとともに、

SSP ガイダンスに従うため、次に要約する DIB SSP を策定した。 

 

序論 

DIB セクターは、世界中に存在する企業から構成され、軍事兵器システム、サブシステ
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ム及びコンポーネントやパーツの設計、製造、納入及び保守は無論のこと、合衆国の軍事

要求を満足する研究開発を可能としている。DIB パートナーシップは、DoD 構成組織と

DIB 会社から構成されており、DIB CIKR 防護の優先順位づけと調整を行う。 

 

DIB パートナーは計画立案に際していくつかの仮定を設定しており、それらには DIB

の基本的な目的が国家防衛支援のための製品とサービスを提供するものであること、並び

に DoD が DIB 製品とサービスの主たる連邦政府顧客及び消費者として、DoD 独特のビジ

ネス及び軍事ニーズに最も良く対応すると決定した世界中の民間セクターDIB 会社と契

約することなどが含まれる。 

 

第 1章：セクター・プロファイルと目標 

DIB セクターは、軍事作戦を直接に支援する能力を持つ政府及び民間セクター組織から

構成される。研究所や能力保有組織の中には、ほんのわずかの独特の軍需品を作製してい

るものもあるし、その他には軍事作戦を支援する特別なサービスを提供する組織もある。

DIB の民間セクター構成組織には、DoD ビジネス及び軍事要求事項を支援する無数の独立

かつ競合する国内及び海外の会社、並びに様々な製品やサービスを提供するサプライチェ

ーンがある。 

 

NIPP の枠組みの下にある DIB セクターはいくつかの調整組織から構成されており、そ

れらには重要インフラ・パートナーシップ諮問委員会（CIPAC）、DIB 政府調整会議（GCC）

及び DIB セクター調整会議（SCC）が含まれる。これらは、DIB セクター・パートナー

が出席するフォーラムである。 

 

DoD（つまり、DIB SSA）は 2007 年、SSP の第 1 版を出版した。それ以来、DoD 及び

DIB CIKR 所有者／経営者は、DIB の防護とレジリエンスに対する有意義な改善を目的と

し、相互信頼に基づく強固な関係を継続的に構築している。パートナーは、新たな関係の

構築及び既存関係の強化を継続的に行っており、双方向の情報共有手法及び技法を構築の

上、様々な DIB CIKR 諸問題について頻繁かつ継続的な対話を行っている。 

 

DoD は他の連邦政府省庁、外国政府、その他国際組織と共同し、合衆国外にある DIB 

CIKR に対処している。DoD は DIB 資産の防護とレジリエンス改善のための国際的戦略

を策定しつつあり、これにより合衆国外の CIKR の継続的な可用性を確実なものとする。 

 

また、本 SSP は、防護及びレジリエンスの目標は無論のこと、DIB パートナーシップ・

ビジョンの概観を示す。 
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DIB セクターのビジョンは、物理的、人的及びサイバー・インフラに対する受け入れが

たいレベルのリスクを共同作業により除去又は低減することであり、これにより DoD の

ミッション達成を継続的に満たすこと、並びに国家の安全保障目的、公衆衛生と安全、及

び衆望（国民の信頼）を支援する DIB 活動が効果的なものとなることを確実にしている。 

 

DIB GCC 及び SCC は、連動する目標、目的、リスク低減活動（RMA）、実施活動及び

測定基準の包括的セットを策定した。本 SSP は、2007 年～2008 年に策定された目標と

RMA に対する完全な改定版である。DIB セクターは、DoD ビジョンを達成する 5 つの目

標を明らかにした。それらは、次のとおりである。 

 

目標 1―セクター・リスクマネジメント：重要 DIB 資産に係るリスク関連の依存性を運用

管理するため、全災害アプローチを利用する。 

目標 2―共同、情報共有及び訓練：法的、規制上、知的所有権、その他関係する情報共有制

約事項やガイダンス下における共有知識環境内での共同作業を改善する。 

目標 3―人的セキュリティ：規制及び法的要求事項を含め、関連する企業ベストプラクティ

スに従い、重要 DIB 資産への同伴者なしの物理的又は論理的な人的アクセスがもたらすリ

スクを低減する。 

目標 4―物理的セキュリティ：脅威によってもたらされる重要な DIB 物理的資産に対する

リスク及び同資産の脆弱性を運用管理する。 

目標 5―情報セキュリティ（サイバーセキュリティ／情報保証（CS/IA））：DIB CIKR の特

性若しくは能力を明示若しくは記述する情報に対するリスク、又は CIKR 自身が本質的に

示す高いリスク若しくは CIKR や DIB 資産に大きな影響を及ぼすリスクについて運用管理

する。 

 

第 2章：資産、システム及びネットワークの特定 

DoD は、民間セクターにおける事業インパクト分析と同様のプロセスを利用し、重要な

資産、システム及びネットワークを特定する。DoD 及び DoD による国家防衛ミッション

における高帰結資産（重大な影響を及ぼす資産）は、企業の重要なミッション及び機能を

支える資産に基づき特定される。 

 

防衛契約管理庁（DCMA）は、このプログラムに対する DoD の実施責任者である。DCMA

は、DoD 各構成組織からの DoD ミッション分析に基づいた重要資産、及び DIB からの製

造とサプライチェーン要素知識に基づいた重要資産の推薦を求める。その後 DCMA は、

審査基準一式を利用し、当該資産が利用不可の場合の国家防衛ミッションに及ぼす影響に

基づいて推薦された資産の重要性を決定する。 
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DCMA は 2010 年～2011 年間、DIB CIKR 所有者／経営者の継続的マッピング、DIB 

GCC と DIB SCC による各 DIB CIKR の既知依存関係の記録、認定インフラ分析専門家

によるデータ分析の強化、及び連邦政府機関間の共同作業活動を主導している。DIB パー

トナーシップは、石油、天然ガス、電力、水、情報技術、通信及び運輸インフラの優先順

位づけを行う。 

 

その他 2007 年版 SSP からの変更には、資産の継続的特定プロセス、並びに推薦、特定

及び精査の容易化のための自動化能力改善プロセス及び展開に対する DIB CIKR 所有者

／経営者のさらなる参画が含まれる。 

 

DoD は、質問表、公開情報源、並びに知的財産権、非開示及び調達協定の調査により、

DIB セクター・パートナーからデータを収集している。また、DCMA は、州兵が実施し

た自発的な現地脆弱性アセスメントから関連するデータを収集している。DIB パートナー

に対し、SSA へのインフラ・データの提出を求める規則はない。DIB 資産所有者は、DoD

がビジネス上の保護を要する企業機密情報に対し適切な対策と手順を利用するとした保証

の下に、自発的にデータを提供する。 

 

DoD は 2007 年版の SSP 以来、DHS の保護された重要インフラ情報（PCII）プログラ

ム認定のパートナーとなっており、民間セクターの企業機密及びビジネス上保護を要する

情報の利用、取扱及び防護に対する厳格な要求事項に従っている。DCMA は上記の活動に

加え、基礎的な企業データ及び特定の DIB 資産データの取得、精査、維持及び保護のため、

同庁のグローバル契約管理事業に対するてこ入れを図っている。秘密区分指定情報、その

他最も保護を要する防衛重要インフラ・プログラム（DCIP）データ又は PCII は、DoD

の秘密区分指定システム中の電子製品ファイルに保管されている。 

 

DoD は、正確性と通用性の確認のため全ての DIB CIKR からの提出データを定期的に

レビューするとともに、当該データの妥当性を確認するため CIKR 所有者／経営者の助言

を求める。DoD は、DIB CIKR データのあるものは秘密区分指定のデータであり、また多

くの CIKR 従業員は秘密区分指定情報取扱適格証を保有していないことから、この極めて

重要な情報に対し、選ばれた民間セクターCIKR 従業員による討議、処理及び管理を可能

とするため、DHS との共同による秘密区分指定情報取扱適格者審査プロセスの促進を行っ

ている。 

 

DoD は、DCIP 秘密区分指定ガイドに従い、データの秘密区分指定、保管及び伝達を行

っている。秘密区分指定が SECRET までのデータは、DoD とアクセスが承認された DCIP
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参加者である秘密区分指定情報取扱適格証を有する防衛契約会社との間の SIPRNET1を

介して伝送される。さらに、DoD は、DoD CS/IA プログラム下にある DIB 非秘密区分指

定ネットワークに存在又はネットワーク上を通過する保護を要する非秘密区分指定の

DoD 情報に対する保護を改善中である。このプログラムは、DoD とこのプログラムへの

参加の適格証が付与された DIB パートナーとの間に、サイバー脅威情報共有のための DIB

ネットワーク（DIBNet）を設立した。 

 

第 3章：リスクアセスメント 

NIPP は、HSPD-7 で設定された基準に基づき、SSA が考慮すべき帰結に係る 4 つのカ

テゴリを示している。それらは、公衆衛生と安全への影響、経済的影響、心理的影響及び

ガバナンスとミッション保証に及ぼす影響である。DIB に最も係りのあるカテゴリは、そ

の役割、責任及び法律と大統領令で付与されたミッションを果たす国家防衛コミュニティ

の能力に及ぼす影響である。さらに、DIB セクターは、DIB の運用に及ぼす他のインフラ・

セクターからの影響を決定しなければならない。 

 

DIB 会社によるリスクアセスメントの実施を要求する規則はないが、このような要求は

防衛契約に含まれている。多くの DIB 会社は、目標を定めたリスクアセスメントを実施し

ている。DoD は、DIB パートナーシップ内で活動することにより、DIB 全体にわたる意

識向上及びリスクアセスメントとリスクマネジメントのベストプラクティスの利用を確実

にすることをねらっている。 

 

リスクアセスメントは、帰結、脅威/災害及び脆弱性の 3 要素からなる相関関係である。 

 

 帰結：第 2 章で述べた DoD の資産、システム及びネットワークの特定プロセスは、

DIB 資産が CIKR としての指定を保証するか否か決定することである。DoD は、

リスクアセスメントの早期段階で、資産の損失による帰結を明らかにする。帰結ア

セスメントは、損失の理由とは独立である。 

 脅威/災害：DoD は、DIB に対する脅威及び災害の全側面を考慮する。州兵の重要

インフラ防護－ミッション保証アセスメント（CIP-MAA）チームは、DIB CIKR

の管理スタッフとの関係を促進するため、DIB CIKR 意識向上ブリーフィングに地

域の法の執行機関及びカウンターインテリジェンス職員を招いている。DIB パート

ナーシップは、複数の脅威及び災害情報源からの情報の利用を継続している。例と

して、①DHS の脅威と災害情報の融合センターである国土インフラ脅威・リスク分

析センター（HITRAC）、及び②DoD-DIB 共同情報共有環境（DCISE）がある。こ

                                                   
1 [訳注：Secret Internet Protocol Router Network の略号であり、国防総省における秘密区分指定情報

（SECRET レベル）の情報やメッセージ交換のためのネットワークである] 
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の DCISE は、脅威情報の共有及び報告を行う機能を提供するとともに、サイバー

脅威成果物の融合、分析、作成及び伝達を行う責任を有している。 

 DIB に対する最も厳しい脅威は、サイバー脅威である。サイバー脅威は多くの形

（例：インサイダー脅威、フィッシング）でやってくる。DIB が直面する最大の課

題は、情報セキュリティがどのように実施されているかである。すなわち、手順に

従わないシステム・ユーザー、又は既知脆弱性を是正していないシステム管理者な

どの問題である。DIB は商用の情報システム製品（COTS）に頼っているのが一般

的である。そして、COTS はその脆弱性をエクスプロイトする者への脆弱性ホスト

となっているのが一般的である。脆弱性は、時には重大であり、時にはその検知が

極めて困難なものである。実際これらの脆弱性は、合衆国外の個人やグループに広

く行き渡ったエクスプロイテーション活動の対象となっている。これらのエクスプ

ロイテーション活動の理由は、利他的行為からスパイ行為に及んでいる。合衆国政

府と DIB は、犯人の動機とは係りなく、これらの脆弱性や他の脆弱性に対する防衛

を実施しなければならない。合衆国政府と DIB は、脆弱性のエクスプロイテーショ

ン目的達成を妨げるため、防護、検知及び対応策を備えた実用性のある情報セキュ

リティ・プログラムを導入しなければならない。新生のサイバー脅威の適時な検知

及びこれら脅威の DIB パートナーへの伝達は、このプロセスに欠くことができない

部分である。 

 脆弱性：DIB 脆弱性アセスメントの礎は、CIP-MAA である。CIP-MAA は、影響

（損失による帰結）に対する「現場（on the ground）」での洗練を考慮するととも

に、広範に及ぶ起こり得る脆弱性、及びリスク・ベクトルのエクスプロイテーショ

ン可能性を評価する。また、CIP-MAA は、自然災害、技術的故障、人的エラー、

犯罪活動又はテロリスト攻撃を問わず、一応信頼できそうな脅威/災害を評価する。

このアプローチは、DoD ミッションに対するリスクの相対的優先順位づけは無論の

こと、各 DIB 資産に対する関係要素の考慮を確実なものとする。 

 脆弱性は、特定の DIB CIKR にとって常に特有のものである。しかしながら、

DIB CIKR は、物理的、人的及びサイバーのセキュリティ防衛において、同様の脆

弱性を共有するのが一般的である。脆弱性アセスメントを求める DIB CIKR の数が

多ければ、全 DIB CIKR に対する CIP-MAA の完了に長期のリードタイムを要する

ことになる。したがって、DIB SCC は、この CIP-MAA 実施のスケジューリング・

プロセスを支援するため、セクターから見た相対的な重要性及び緊急性に基づき、

DIB CIKR 格付けを行うリスク審査のスポンサーとなっている。 

 

DIB CIKR リスクアセスメント・プロセスは、リスクアセスメントに対する上記の 3 要

素を評価するとともに、国家防衛ミッションに不利な影響を及ぼす直接、間接、一時的又

は永久的な製造能力又はサービスの損失又は低下の可能性を決定する。 
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第 4章：インフラの優先順位づけ 

優先順位づけは、DIB CIKR リスクアセスメントの終了後のリスクを考慮するとともに、

重要な能力を受け入れ可能なレベルの性能にまで復旧するためのリスク低減選択肢の有効

性と適時性、コスト及び時間に対して重みづけを行う。 

 

DIB セクターは過去 3 年間毎年、資産優先順位づけモデルにより DIB CIKR の優先順

位づけを行ってきた。同モデルは、ポリシーや進化する DIB セクター・リスクなどのデー

タを計算に入れることで、インフラの優先順位づけを支援している。同モデルに対する最

近の改善は、その運用を効率的にするとともに、その有効性を改善している。この改善は、

年次の断片的な考えを変化させ、随時の優先順位づけを可能とするものである。 

 

第 5章：防護プログラムの策定と実施 

DIB セクターの構成は、現在進行中の防衛企業に係る企業統合やグローバリゼーション

により変化し続けている。この事実は、多くの連邦政府、州及び地方自治体等もそれぞれ

の立場に応じた CIKR 防護とレジリエンスに係る役割を持っていることとも相まって、責

任の状況を複雑なものとしている。DoD SSA は、このような状況を明らかにし、かつ、

防護責任のギャップや重複の可能性を解決するため、次に示す DIB CIKR に対する階層化

防衛防護アプローチを確立した。 

 

 DIB 資産所有者は、第一レベルの防護に責任を持つ。 

 地方の法の執行当局は、脅威の重大性がエスカレートするに従い、CIKR 所要者／

経営者が実施する防護活動を補強する。 

 地方の法の執行当局による対応が不十分な場合、同執行当局は州又は連邦政府の法

の執行機関に対し防護活動の支援を求める。 

 州知事は、状況がより重大化した場合、国家相互援助協定の下に連邦政府に対し支

援要請を行うか、又は防護強化に州兵を従事させる。大統領又は国防総省長官が承

認した場合、関係する州知事の同意の下に、州兵が合衆国法第 32 章における防護

ミッションを遂行する。 

 大統領は、正当とされた場合、脅威を受けた DIB CIKR 資産に対し合衆国軍隊を直

接投入する。 

 

DIB パートナーシップは、目標の達成に関心を集中させている。それら目標の分野は、

セクター・リスクマネジメント、共同作業・情報共有・訓練、人的セキュリティ、物理的

セキュリティ及び CS/IA である。DIB セクター・パートナーシップは、その目標とリスク

低減活動を少なくとも毎年レビューし、調整が必要か否かを決定する。 
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DIB パートナーは、DIB セクターの目標と目的に応え、防護プログラムを策定の上実施

する。防護とレジリエンス・プログラムは、個々の DIB CIKR レベルに適用される。その

理由は、自発的な参加が全体戦略の一部であり、かつ、信頼の構築と関係の進展が DIB 

CIKR 防護とレジリエンスの改善に対する主要な要素となるからである。DIB SSA と SCC

パートナーは、DIB SSP で確立されたガバナンス構造を介して、DIB CIKR 所有者／経営

者と共に信頼関係の進展を促進する。これらの構成については、第 8 章に述べる。 

 

また、DIB SSA は、他の政府機関、民間セクター、研究所及び学界との共同作業を行う。

この共同作業は防護とレジリエンスに係る新たな概念の開拓であり、それらには関連する

国内標準や国際標準、「ベストプラクティス」防護プログラムの明確化、連邦政府の CIKR

防護とレジリエンス活動との調整、及び DIB の他のインフラ・セクター・サービスへの依

存性がある。 

 

DoD 及び DIB セクター・メンバーの何人かは、サイバーセキュリティ及び情報保証を

支援する新たな共同メカニズムを導入中である。2010 年～2011 年における特別重視事項

は、非秘密区分指定 DIB システム上の DoD 情報の保護を改善することである。特別な防

止と防護のニーズ及びプログラムは、DoD 及び各 DIB 会社による検討と受け入れに委ね

られる。次に示すような多くの選択肢がある。 

 

 さらなる防護対策のコストと利益を検討するため、DIB パートナーシップによる共

同作業の実施 

 関係、セキュリティ及び準備態勢を強化するため、地域の法の執行機関及び緊急対

応者を含む意識向上支援訪問 

 攻撃又は災害からのリスクを低減するため、リスク低減を容易にするベストプラク

ティス及びツールの共有による DIB パートナーシップ共同作業の実施 

 リスク低減に必要なステップの決定、導入する付加対策の決定、及び変更に関連す

るコスト割り当て戦略の策定のため、CIKR 所有者／経営者と DIB パートナーシッ

プの共同作業の実施 

 企業製品やサービスの適時な出荷を促進するため、DoD 及び DIB 資産所有者／経

営者による防衛優先的配備システム（連邦規則集（CFR）第 15 章パート 700）利

用の考慮 

 

第 6章：進捗状況の測定 

DIB GCC と SCC は、SSP の実施進捗状況を追跡するため、共同で DIB セクター測定

基準の策定、正当性の立証及び更新の責任を持つ。DoD は毎年、DHS に対しセクター年
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次報告（SAR）により DIB セクター測定基準の記録と報告を行う。 

 

CIKR 防護の有効性測定に利用される主な進捗指標は、成功裏に完了した CIP-MAA 及

び意識向上支援訪問の数である。DCMA と州兵局は 2009 年度、30 件の意識向上支援訪問

及び 20 件の現地アセスメントを実施した。2005 年度～2009 年度の間、合計 144 件の意

識向上支援訪問と 52 件の現地アセスメントが実施された。提案された 2013 年までの目標

達成スケジュールには、毎年約 25～30 件の引き続き依存性分析に力点を置いた CIP-MAA

の実施が含まれている。 

 

DIB SSA、GCC 及び SCC は、SAR における計画済みの測定基準報告を支援するため、

セクター測定基準の展開アプローチを策定する。セクターは CIPAC 会議において、成果

測定基準に対する 6 か月レビューを実施するとともに、DIB CIKR パートナーによる意図

された DIB セクター成果の達成程度を決定する。 

 

DIB セクターの CIKR パートナーが策定した測定基準は、セクターの防護とレジリエン

ス目標の達成に直接係るものである。これらの測定基準は、2010 年の SAR に示されてい

る。第 6 章には、第 1 章で示された目標の達成を直接支援する 45 件の実施活動及び 67 件

の成果測定基準が含まれている。 

 

第 7章：CIKR防護研究開発 

DIB は、完全に実施可能な R&D 計画が、脅威の特定、リスクと脆弱性のアセスメント、

及びセクターのレジリエンスと防護態勢の強化のための技術の特定と開発に対する手段で

あると認識している。DIB は 2007 年以来、セクターの R&D 計画に対する要求事項の策

定、プロセスの評価、及び策定に向けての道すじを練ってきた。SSA は近い将来、DoD

機関との内部的共同及び他の SSA や所有者／経営者との共同により、DIB セクターに焦

点を当てたプログラムを策定することとしている。このアプローチは、有益な R＆D 分野

の特定、現在進行中のイニシアチブの特定とてこ入れ、及びセクターと整合した新 R&D

イニシアチブの擁護を可能とするものである。 

 

DIB セクターR&D 要求事項は、所有者や経営者、その他のセクター・パートナーから

の情報に基づき策定されている。これらの情報は、脅威とリスク情報に連携させたもので

あり、一般的に GCC/SCC 経由で送られてくる。DIB セクター能力のギャップは今日に至

るまで、年次報告プロセスを介して提出され、DHS R&D 計画に含まれている。 

 

 防護と予防―「重要セクター国土安全保障情報ネットワーク（HSIN）と重要イン

フラ防護 COP（DCIP COP）間の相互運用性の確実化」 
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 インサイダー脅威検知 

 エントリーとアクセス・ポータル―「アクセスと証明書発行の促進」 

 

DIB セクターは、臨時の CIPAC DIB R&D 作業グループを設立し、R&D とリスク情報

の組織化と分析、及び DHS へのセクター運用要求事項と能力ギャップの報告のためのプ

ロセス定義と制度化のミッションを付与した。 

 

DoD は、DIB セクターR&D を奨励するため次を実施する。 

 

 DHS R&D 活動をてこ入れするとともに、それらのアプローチを DIB CIKR 所有者

／経営者、その他の CIKR パートナーと共有する。 

 毎年、DIB セクター技術要求事項を明らかにする。 

 ホワイトハウス科学技術政策局に対し、現年次 CIP R&D イニシアチブ・リストを

懇請するとともに、それらによる DIB 要求事項に対する支援の可能性を評価する。 

 DIB を支援する年次統合技術要求事項リストを編集し、それらを DHS 能力ギャッ

プ声明テンプレートに従って提出する。 

 

DIB SCC は、独立の運用能力及び技術ギャップ情報について、セクター横断のイニシ

アチブを調整する CIKR セクター横断諮問委員会の審議を経て提供する。 

 

8章：SSA責任事項の管理と調整 

第 8 章は、HSPD-7 から DIB SSA 責任事項に係る内容を引用するとともに、DoD が

DIB SSA としての責任事項を果たすための運用管理プロセスの利用について述べる。 

 

また、同章は、DIB セクターが収集した CIKR 情報防護のためのプロセス、プログラム

及びツールは無論のこと、情報共有メカニズムについても述べる。 

 

DIB セクターは 2007 年以来、CIKR パートナーとの関係を進捗させている。DoD は、

CIKR 所有者／経営者との対人関係の構築及び共同関係を継続する。DIB GCC 及び SCC

の両者とも、課題の重大性を討議する作業グループを確立した。CIPAC の下にある諮問委

員会は、情報共有に対する要求事項、欲せざる事象、帰結及び損失による影響の特性、並

びにエクスプロイトされた場合に資産の低下又は損失をもたらす脆弱性に対する明確化を

継続して実施する。 

 

プロセスと責任事項 

DoD は DIB GCC 及び SCC パートナーとともに毎年 SSP をレビューの上、DHS ガイ
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ダンスに従い、プログラムの要求に応じて改定する。国土防衛・米安全保障業務担当国防

次官補（ASD(HD&ASA)）は、DIB SSP レビューを主導するとともに、DIB GCC 及び

SCC 全員の参加の下に SSP を改定する。各メンバーは、DIB SSP のレビューと実施に係

る役割を証明する署名を行う。 

 

DoD は DIB セクターCIKR パートナーと共同し、SAR 作成に必要な情報を取得する。 

 

DoD は、DIB CIP プログラム予算と資源の構築、管理及び追跡に対する中核的責任を

維持する。ASD(HD&ASA)は、内部 DoD CIP 及び DIB SSA の両責任事項を果たすため、

戦略及び成果管理モデルを利用する。DoD は、DIB ミッションとビジョン声明、指導原則、

及び組織価値を毎年レビューするとともに、セクター・パートナーと共同の上、第 1 章に

示した目標の洗練と優先順位づけを行う。 

 

当面の間、ASD(HD&ASA)は予算に係るポリシー、監督及び支持要素の継続的管理を実

施し、DCMA は SSA 執行主体者として責任を果たす要素の統合及び調整の運用管理を行

う。DIB GCC と SCC は、資源管理プロセスに十分な情報を提供するため、セクター要求

事項及び優先順位の策定に貢献する。 

 

DoD は、DIB リスクマネジメント活動を成功に導くには効果的な訓練、教育及びアウト

リーチが必要であることを理解している。DoD は、これらの活動強化を追求するとともに、

DIB セクターCIKR パートナーの教育訓練プログラムとイニシアチブの拡大を支援する。

DoD は、これら活動の重要性を効果的に伝達するため、DoD、DHS 及びアセスメントを

実施する州兵チームからの上級管理者やマネージャー、インテリジェンス分析家、アセス

メント・チーム及びセキュリティ責任者と面談する。 

 

セクター・パートナーシップ・モデルの実施 

DIB GCC と SCC は、DIB セクターに対する主要な調整組織である。これらの組織は、

それぞれ政府セクター横断の調整会議及び CIKR セクター横断の調整会議であり、国家レ

ベルの調整に対する DIB リーダーシップ活動の中心となる。次に示す例は、DIB GCC と

SCC に加え、セクター・パートナーシップ・モデルにおける明確な参加態度を示すもので

ある。 

 

 重要インフラ・パートナーシップ諮問委員会（CIPAC）は、連邦政府諮問委員会法

の義務免除組織（合衆国法第 6 章第 451 項に基づく設置）であり、企業及び政府パ

ートナーによる DIB 関連の CIP 問題の論議を可能とし、通常は GCC と SCC の共

同会議形式で行われる。 
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 国土インフラ基盤レベル・データベース（HIFLD）作業グループは、国内及び国際

インフラ地理空間の情報共有、防護及び知識管理を促進している。HIFLD は、連

邦政府、州及び地方自治体政府機関の連合体であり、連邦政府基金による研究開発

センター及び民間セクター・パートナーとの共同研究を実施する。 

 州、地方自体等政府調整諮問委員会は、DIB GCC に対し、州、地方自治体等にお

けるCIKR関連の問題について影響力及び知識を有するリーダーを代表連絡要員と

して差し出す。 

 北米技術及び企業基盤組織（NATIBO）は、北米におけるセキュリティを支援する

ため、合衆国及びカナダ間における技術及び企業基盤活動を促進する。 

 

情報共有と報告 

DoD は、様々な DIB CIP コミュニティとの情報共有のための場所やメカニズムを明ら

かにした。これらのコミュニティに含まれるものには、国内組織（企業を含む）、国際民間

企業、国際的な連合及び同盟（international coalitions and allies）、連邦政府・州・地方

自治体の政府や機関、その他 DoD 組織がある。 

 

DoD パートナーシップにとって最も重要な挑戦事項は、民間セクターとの関係の構築で

ある。つまり、民間セクターが政府との信頼関係の構築の下に、同セクターのビジネス上

保護を要する情報、知的財産情報及び秘密情報を一般への開示や誤用から防護することで

ある。DoD は、この信頼関係構築の最初のステップとして、PCII プログラム認定パート

ナーとなった。 

 

DoD は、関連する規則に従った情報の秘密区分指定を継続するとともに、秘密区分指定

情報が適切に承認された通信路で共有されることを確実なものとする。 

 

DoD は、DoD DIB CS/IA パイロット・プログラムの成功及び DIB GCC と SCC 体制に

基づき、DoD と DIB 資産所有者間の双方向通信を強化する情報共有ポリシー、プロセス

及び手順の策定を引き続き行う。 
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序論 

 

防衛産業基盤（DIB）セクターは、全世界に及ぶ産業複合体であり、合衆国軍の要求事項

を満たすため、軍事兵器システム、サブシステム及びコンポーネント又はパーツの設計、

生産及び供給は無論のこと、研究開発（R&D）を可能とするものである。DIB パートナー

シップは、国防総省（DoD）構成組織及び DIB 会社から構成され、DIB 重要インフラ及び

資源（CIKR）の防護及びレジリエンスに係る優先順位づけ及び調整を行う。 

 

国土安全保障大統領指令 7（HSPD-7）は、DIB 内の重要インフラ・リスクの特定、アセ

スメント及びマネジメントの改善に対する共同的かつ調整された活動の主導責任を有する

セクター所管省庁（SSA）として、DoD を任命した。また、HSPD-7 は DoD に対し、民間

セクター及び機関間パートナーとの共同による DIB セクター計画（SSP）の作成を命じた。

さらに、国家インフラ防護計画（NIPP）は、全てのレベルの政府、民間セクター、学界及

び国際組織や同盟諸国を含め、重要インフラ防護のための調整された国家活動の枠組みを

確立する。 

 

DIB SSP は DIB 防護活動を示すにあたって、よりパートナーシップに基づいたアプロー

チを示すものであり、DIB 資産に対する改善された防護とレジリエンスへと導く戦術レベ

ル・プロセスの実施のため、セクターのビジョン、目標、目的、リスクアセスメント手法

及び包括的計画の要点を示している。DIB SSA は、SCC のカウンターパート及び全ての

DIB パートナーとの関係を追求し続け、セクター運用に影響を及ぼすギャップ除去のため

のアプローチの包含を確実にするとともに、DIB セクターのレジリエンスを強化するため、

他のセクターや地方自治体からの多様な見方を考慮に入れている。DIB CIKR の防護は、

エネルギー、情報技術、通信、重要製品製造、化学、輸送システムなど、他の重要インフ

ラ・セクターに関連する機能の防護及びレジリエント化の両者又はいずれかの活動に依存

している。 

 

DIB セクターのビジョンは、物理的、人的及びサイバーのインフラ、システム、並びに

ネットワークに対する受け入れがたいリスクのレベルを除去又は低減するため、共同によ

るリスクマネジメント活動を行い、これにより継続した DoD のミッション完遂を確実なも

のとすることである。 

 

以下に示す次の仮定が、DIB SSP を支えている。 

 

 DIB の基本的な目的は、国家防衛を支援するための製品とサービスを提供すること

である。 
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 DoD は、合衆国政府の DIB 防護とレジリエンス・プログラムに責任を持つ唯一の

SSA 当局である。 

 DoD は、DIB 製品とサービスの主たる連邦政府の顧客及び消費者として、DoD の業

務と軍事要求事項を最も良く満足すると認めたグローバルに存在する民間セクター

DIB メンバーと契約する。 

 DIBメンバーは、DoDとDIB民間セクター組織の間に規則や契約が存在しない限り、

積極的かつ自発的に国家の防護とレジリエンス・プログラムに参加する。DoD は、

規定外又は契約外のニーズ、要求又は請求について、組織に無理強いさせる権限は

ない。 

 DIB パートナーは、CIKR に対するリスクを低減するため、アプローチに示された

共通の目標及び展望を追求する。 

 DIB SSP は、全災害環境を仮定する。ただし、頻度及び精緻化の継続的拡大傾向に

ある DoD へのサイバー攻撃脅威については特に重要視する。 

 

DIB SSP の構成は、下記に要約する NIPP のリスクマネジメント・フレームワーク及び

国土安全保障省（DHS）の SSP ガイダンスの意図に一致している。 

 

 セクター目標の設定：効果的な防護とレジリエンス態勢の集約的な構成要素となる

具体的な結果、条件、終了状態、成果目標などを明らかにすること。 

 インフラの特定：合衆国外のインフラを含め、資産、システム及びネットワーク、

並びにそれらが提供する重要機能のインベントリを展開すること。これらは、国家

の重要インフラを構成し、かつ、リスクマネジメントに係る情報を収集するもので

ある。 

 リスクのアセスメント：一般的又は特定の脅威情報に基づき、テロリスト攻撃又は

他の災害による直接若しくは間接的な帰結の可能性、及び様々な可能性のある災害

に対する既知脆弱性を組み合わせることにより、リスクを決定すること。 

 優先順位づけ：アセスメント結果の総計及び分析結果により、資産、システム及び

ネットワークに対する重要性の決定、並びに優先順位を確立するための国家インフ

ラのリスクに対する包括的な概観の提示を行うとともに、防護とレジリエンス計画

の立案及び十分な情報に基づく資源配分の基礎を提供すること。 

 防護プログラムとレジリエンス戦略の実施：適切な防護処置又はプログラムを選定

の上特定されたリスクを削減するとともに、優先事項対処に必要な資源を確保する

こと。 

 有効性の測定：国家レベル及びセクター・レベルにおける測定基準及び評価手順を

利用し、国家レベル及びセクター・レベルの CIKR 防護プログラムの進捗状況の測

定及び有効性を評価すること。 
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 CIKR R&D：DHS SSP ガイダンスに基づき、防護とレジリエンスの改善に関連する

R&D の要求事項、プロセス、プログラム及びイニシアチブを明確に述べること。 

 DIB SSA責任事項の管理と調整：国防総省長官は、国土防衛・米安全保障業務担当国

防次官補（ASD(HD&ASA)）を、DoD が全ての SSA 責任事項を果たす際の様々な

要素に対する調整活動の中核として指名すること。これには、関連する政府機関と

民間セクターとの共同作業、DIB セクターにおける脆弱性アセスメントの実施又は

促進、及び DIB CIKR に対する全災害リスクを低減するためのリスクマネジメント

戦略の策定と実施が含まれる。 

 

DIB パートナーシップは、本 SSP の実施に際していくつかの挑戦事項に直面する。それ

らには、次が含まれる。 

 

 自発的参加：NIPP 実施における民間セクターの参加は自発的である。多くの大規模

防衛企業は、彼らの物理的、人的及びサイバーのインフラ防護を重要視している。

一方、より多くの中小企業は、この国家的努力の参加に必要な資本の割り当てが問

題となっている。さらに、DoD と DIB との関係は、他のいくつかのセクターでは関

係するインフラ・セクターとの間に規制上の関係があるのが一般的であるのに対し、

消費者／サプライヤーの関係が支配的となっている。 

 相互依存性：商用上の相互依存性による影響の特定、理解及び対処を実施すること。

DIB パートナーシップはこれまで、商用インフラとの相互依存性について体系的な

方法で取り組んでいない。 

 情報共有：有意義かつ時宜を得た情報共有は、妨害されるのがしばしばである。秘

密区分指定の DCIP 関連情報は、秘密区分指定情報取扱適格証を有する DIB パート

ナーに共有されていない。DoD が受領した民間セクターの企業機密情報は、情報共

有の防壁を作り出している。さらに、民間セクター重要資産情報の共有が SCC との

間に行われていないことは、セクター・レジリエンスに不利な影響を及ぼす。 

 共有されたエンド・ステート：非秘密区分指定情報システムに対するサイバーセキ

ュリティ、従業員適格性審査及び物理的セキュリティなどの分野、とりわけ下請負

契約者やサプライヤー・レベルにおいて、理解の共有と受け入れられる標準の欠落

に打ち勝つことが重要である。 

 

引き続く SSP のセクションは、これらの挑戦事項に取り組んでいる。 

 

本 DIB SSP の改定は、政府と民間セクター・パートナー間の関係が継続して成熟してき

たことを反映している。DIB 関係のますますの拡大及び多様性は、次に示す結果を生み出

している。 
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 総意に基づき、かつ、理論的に組み立てられた目標、目的、実施活動及び測定基準

（第 1 章、第 5 章及び第 6 章） 

 2009 年版 NIPP の枠組みと整合する首尾一貫したリスク低減活動（RMA）（第 5 章） 

 サイバーセキュリティ問題とサイバー・インフラに対する共通の用語、情報資産の

重要性、及び関心の的である RMA の詳細に対してのより広範な理解（第 5 章、付録

4） 

 防衛セキュリティ情報交換（DSIE）組織、情報共有作業グループ、DoD DIB サイ

バーセキュリティ/情報保証（CS/IA）プログラムなどのパートナーシップ・メカニ

ズムの進化（第 1 章、第 2 章及び第 3 章） 

 

SSP の変更を下支えする共通のテーマは、全ての DIB パートナー間におけるセクターの

特性、目的、能力及び自発的官民パートナーシップの限界に係る理解の深まりである。 
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1 セクター・プロファイルと目標 

 

本章は、DIB セクターの特質と複雑さ、及びセクター・パートナー間における環境の現

状について述べる。また、本章は、DIB パートナーシップのビジョン及び防護とレジリエ

ンスの目標についても述べる。DoD は 2007 年版 DIB SSP の出版以来、DIB の防護とレジ

リエンスに対する有意義な改善の追求を目的とした相互信頼に基づく強固な関係を構築す

るため、DIB CIKR 所有者／経営者と共に活動促進のための継続的進展を行ってきた。DIB

は、極めて積極的に対応し、DIB セクター活動を支援してきた。パートナーは、新たなか

つ強固な既存関係の構築、双方向情報共有の手法と技法の構築、及び広範な DIB パートナ

ーシップ挑戦事項を横断する頻繁かつ前進的な対話を継続している。 

 

1.1 セクター・プロファイル 

DIB セクターは、軍事作戦に対する直接支援、R&D の実施、設計・製造・システムの統

合、及び軍事兵器システム、サブシステム、コンポーネント、サブコンポーネント、部品

などの兵站とサービスの実施を可能とする政府と民間セクター組織から構成されている。

これら組織の全ては、合衆国軍の国家防衛要求事項を満足することを意図している。 

 

DIB の政府側の部門は、いくつかの研究所、特殊用途の製造施設、軍需物資や弾薬の製

造工場などの軍事固有の資材の製造能力、その他のサービスから構成されている。 

 

DIB の民間セクター部門は、無数かつ独立の国内外の会社とサプライチェーンから構成

されており、DoD に対し様々な製品やサービスを提供している。DIB 防衛関連の製品やサ

ービスは、合衆国軍及び世界中の同盟諸国軍に対する装備、情報提供、動員、展開及び支

援を行っている。また、DIB 会社は、他の連邦政府機関に対してもセキュリティ製品やサ

ービスを提供している。 

 

DIB の分類は、兵器システムのプラットフォーム、コンポーネント及び消耗品の製造及

び維持を行うセグメントとサブセグメントから構成される。DoD は、表 1-1 の DIB セクタ

ーを特徴づける詳細な分類を利用し、CIKR の重要性を決定する。この特徴づけは、主とし

て DoD ミッション達成に及ぼす影響分析に適用するものであるが、公衆衛生と安全、経済、

政府の継続、及び衆望（国民の信頼）に対する影響分析にも利用される。 

 

1.2 CIKRパートナー 

DIB セクターは、国際関係及びいくつかの重要な調整組織の複合体から構成される。DIB 

GCC、DIB SCC 及び CIPAC の各々は、DIB パートナーが彼らの関心事と後援団体の代表

者を出席させることができるフォーラムを開催する。次に示す各グループの記述は、DIB
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パートナーの広範な役割とミッション、及び熟慮した共同作業継続のための共同メカニズ

ムを説明するものである。 

 

表 1-1：DIBセグメント、サブセグメント及び商品 

企 業 セ グ メ ン ト  

セグメント サブセグメント セグメント サブセグメント 

航空機 

固定翼 

兵器弾薬 

戦術ミサイル 

回転翼 戦略ミサイル 

無人機システム 空対空ミサイル 

艦船 

水上 空対地ミサイル 

潜水 ミサイル防衛 

無人水中船 地対空ミサイル 

車両 

戦闘車両 地対地ミサイル 

戦術車両 精密誘導兵器 

無人車両 弾薬 

電子 

電子戦 ミサイル防衛庁 

指揮・統制・通信、コン

ピュータ及びインテリ

ジェンス 
宇宙 

打ち上げ飛翔体 

人工衛星 

航空電子機器 ミサイル防衛庁 

兵士システム 

化学・生物防衛システム 

機械装置 

変速装置（空気/自動） 

衣服及び織物材料 油圧 

生命維持/医療 ベアリング 

構造体 

鋳造/鍛造 推進力（ディーゼル/ロケ

ット/タービン） 合成物 

装甲（セラミック/被覆） 核コンポーネント（劣化

ウランを含む） 貴金属 

 

1.2.1 政府調整会議（GCC） 

DoD と DHS は、DIB GCC の共同議長となり、HSPD-7 規定の共同作業を満たす主要な

役割を果たす。 

 

DIB GCC は、セクター・ポリシーの諸問題に係る議論の共同実施のためのメンバー参加

を促進する公共部門のフォーラムである。これらの諸問題には、サイバーセキュリティ、

州・地方自治体等の管轄権の統合、及び GCC インフラの相互依存が含まれる。 
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DIB GCC 憲章に強調されている目的は、上記を反映するとともに、会議メンバーに対し

全 CIKR セクター横断の調整を負わせることである。DIB GCC の会員には、機関職員によ

る支援を伴う国防総省、国務省、財務省、司法省及び商務省の代表が含まれている。GCC

は 2009 年に憲章を修正したが、これは州、地方、部族及び準州政府調整会議（SLTTGCC）

のメンバーを参加させ、あらゆる政府レベルにおける DIB セクターの公平性の統合を可能

にするものである。 

 

1.2.2 セクター調整会議（SCC） 

DIB SCC は、DIB 防護とレジリエンスの諸問題に係る共同作業について、DoD に対する

防衛企業の原則的側面を示す。SCC は 2007 年の国家防衛企業協会（NDIA）のリーダーシ

ップに基づく設立以来、DIB 内における官民パートナーシップ成熟のための支援を継続し

て行っている。 

 

DIB SCC は、いくつかの防衛関連専門協会の代表から構成される。 

 

 国家防衛企業協会（NDIA） 

 航空宇宙産業協会（AIA） 

 国家政治軍事秘密区分管理協会（NCMS） 

 企業セキュリティ・アメリカ協会（ASIS） 

 企業セキュリティ作業グループ（ISWG） 

 防衛セキュリティ情報交換（DSIE） 

 

DIB SCC メンバーは、関連情報を自由に交換するとともに、防衛企業と政府相互に関心

のある諸問題や可能性のある解決策を明らかにする。SCC は、この活動をさらに推し進め

るため、下記に示す 4 つの常設委員会を設け、DIB における重要な諸問題に取り組んでい

る。 

 

 情報共有：適切な情報がよどみなく流れるよう、DIB 企業関係者、CIKR 所有者／

経営者及びセクター・パートナー間に信頼された情報共有環境を展開し、DIB CIKR

に対するリスクを削減することにより、セクターのセキュリティとレジリエンスを

改善すること。 

 リスクマネジメント： DIB 民間セクターを横断するリスクマネジメント・プロセス

の有効性を促進するため、DIB CIKR 所有者／経営者を参加させ、あらゆる DIB SCC

企業のリスクマネジメントの公平性について、セクションを横断して出席させるこ

と。 

 人的セキュリティと物理的セキュリティ：DIB CIKR 所有者／経営者、その他のセ
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クター・パートナーと共同し、受け入れ可能なレベルの人的及び物理的資産リスク

のアセスメント実施と維持のための信頼性のある能力を開発するとともに、セクタ

ーCIKR に対するリスクを削減することにより、セクター・レジリエンスを改善する

こと。 

 情報/サイバーセキュリティ：サイバー関連の攻撃に係る情報共有の信頼関係をてこ

入れし、DIB 企業パートナーに対し全てのインシデントに係る警告などの迅速な伝

達を可能にするとともに、セクター内の CIKR の情報保証及び資産防護を支援する

低減戦略の策定及び実施を促進すること。 

 

DIB SCC は、DIB SSA 及び GCC の代表と定期的に会合し、DIB CIKR に係る情報の共

有と保護のための新たな通信規約の策定を継続する。 

 

DIB SCC の分科会である DSIE は、複数のセクターを横断するサイバー脅威情報の共有

のためのアウトリーチ・プログラムに従事している。このアウトリーチ・プログラムは、

国家安全保障電気通信諮問委員会（NSTAC）の協賛の下、合同共同センター（JCC）と呼

称されるパイロット・プログラムの開発に着手した。JCC は当初、金融セクター情報共有

分析センター（ISAC）、情報技術（IT）ISAC 及び通信 ISAC に関与していた。最終的な目

標は、全ての 18 セクターを新たな国家サイバーセキュリティ及び通信統合センター

（NCCIC）の一コンポーネントとして参加させることである。さらに、DSIE は、英国の

航空・防衛製造会社情報交換（ADMIE）との協定を締結し、セクター横断だけでなく、国

際的情報共有へと拡大させている。 

 

1.2.3 統合 DIB CIPAC情報共有ワーキング・グループ 

情報共有は、DIB SCC と GCC が認める最も重大な挑戦事項である。DIB CIPAC 情報共

有ワーキング・グループ（ISWG）は 2009 年 8 月、次の目的を着実に推し進めるための会

合を開始した。 

 

 信頼関係に基づく情報共有環境を開発する。これは双方向の共有を促進するもので

あり、改善された防護とレジリエンスの達成のため、メンバー間の円滑な情報の流

れを促進するものである。 

 共有されるべき情報の一般的な分類を特定する。 

 CIKR パートナーとの適時な情報共有のための DoD 要求事項を明らかにする。一例

として、情報共有グループは、サイバー・インサイダー脅威、技術転送、人為災害/

運用継続など、様々な望ましくない事象をレビューした。 

 政府及び企業間の情報共有要求事項の特定、正当性の立証及び優先順位づけを行う。 

 DIB セクター情報共有計画を策定する。 
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 情報共有障壁及びギャップに対する解決策を説明の上促進する。 

 セクター全体に及ぶ情報共有強化のニーズを強調する。 

 

1.2.4 他の政府当局 

DoD は、NIPP に責任を有する DHS やその他の連邦政府機関と共同し、DIB SSP が国

家の CIKR 防護及びレジリエンス活動に一致し、同防護を完全に支援することを確実なも

のとする。これらの連邦政府組織には、次が含まれる。 

 

 DHS のインフラ防護局（IP） 

 DHS のサイバーセキュリティ・通信局（CSC） 

 司法省の連邦捜査局（FBI） 

 エネルギー省（DOE） 

 商務省（DOC） 

 財務省（DOT） 

 国務省（DOS） 

 国家インテリジェンス局（ONDI） 

 ホワイトハウスの科学技術政策局（OSTP） 

 

付録 5 に、これら組織に対する DIB GCC の詳細な役割を示す。 

 

1.2.5 国際組織と外国 

DoD は、他の連邦政府省庁、外国政府及び国際組織と共に、合衆国外に所在する重要な

DIB CIKR 資産に係る懸念事項の問題解決に取り組んでいる。DoD は、国際戦略を策定し

つつある。この戦略は、合衆国外に所在する DIB 資産の防護とレジリエンスを改善すると

ともに、CIKR の可用性の継続を確実なものとするためである。DoD は、対テロリズム、

海上阻止、その他のミッション・クリティカルな活動の積極的かつ階層化された防衛にお

ける DoD 自身の能力を改善するため、国際的パートナーからの専門的知識のてこ入れを追

求する。付録 5 は、国際関係に係る細部を述べるものである。主要なパートナーシップに

は次が含まれる。 

 

 北米技術及び産業基盤組織（NATIBO）運営委員会 

 カナダ国防省/合衆国 DoD DIB 作業グループ 

 FBI 法律大使館員 

 合衆国国務省（U.S. DOS） 

 北大西洋条約機構（NATO）テロリズム防衛プログラム 

 戦闘指揮所（COCOM）重要インフラ責任者 
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DIB SCC メンバー会社の中には、合衆国外に CIKR サイトを所有し運営しているものも

ある。合衆国外のその他の施設は、外国が所有している。DIB SCC は、CIKR サイトの識

別、自己アセスメントの実施、準備体制計画の構築、及び必要に応じリスク低減活動の実

施を支援することにより、DIB 国際戦略への助言と調整に重要な役割を担っている。 

 

1.3 セクターの目標、目的及びリスクマネジメント活動 

 

DIBセクター・ビジョン声明 

DIB セクター・パートナーシップは、物理的、人的、並びにサイバー・インフラ、シス

テム及びネットワークに対する受け入れがたいレベルのリスクを除去又は低減するための

共同的リスクマネジメント活動を行い、これにより国防総省ミッションの継続的な完遂を

確実なものとする。DIB 活動は、国家の安全保障目的、公衆衛生と安全、及び衆望を支援

する。 

 

DIB GCC と SCC は、連結する目標、目的、リスク低減活動（RMA）、実施活動及び測

定基準からなる包括的セットを策定した。本 SSP は、2007 年～2008 年に策定された目標、

目的及び RMA に対する完全な更新版である。DIB パートナーシップは、2009 年版 NIPP

を支援するため、実施活動を RMA に一致させた。RMA は現在、DIB の 2011 年～2012 年

の間における防護とレジリエンスの全体を改善するためのロードマップを示すものである。

RMA の DIB セクター目標に対する関係を表 1-2 に示す。 

 

目標 1－セクター・リスクマネジメント：重要 DIB資産に係るリスク関連の依存性を管理す

るため、全災害アプローチを利用する。 

目標 1A DoD は、SSA として DIB 資産のインベントリの明確化及び維持を行う。 

目標 1B DIB 重要資産に係るミッション保証リスクアセスメントを実施する。 

目標 1C SSA 及び DIB 所有者／経営者は、特定されたリスクを低減するため、リス

クマネジメント戦略を適用する。 

目標 1D 潜在的に重要 DIB 資産に影響を及ぼす依存性（サプライチェーン、依存す

るインフラ資産、電力、水、外国のサプライヤー）に関して、その特定及びリ

スクマネジメントを実施する。 

目標 1E 当局、重要 DIB 資産に責任を有する所有者／経営者、地方の法の執行機関

当局、その他の緊急対応者に対する政府脅威情報報告の有効性を改善する。 

 

目標 2－共同、情報共有及び訓練：法、規制、知的財産、その他関連する情報共有制約事項

の文脈における共有知識環境の中での共同作業を改善する。 
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目標 2A 共有知識環境下における DIB パートナーの参加を最大にする。 

目標 2B DIB パートナーに対する具体的なセキュリティ意識向上訓練及び教育を展

開する。 

目標 2C 厳格なリスクマネジメント慣行の共有と進化。これにはインフラ資産レジリ

エンス、リスクの低減、及び DIB 全体に及ぶ冗長性が含まれる。 

 

目標 3－人的セキュリティ：重要 DIB資産に対する同伴者のない人物の物理的及び論理的ア

クセスによってもたらされるリスクを、規則及び法的要求事項を含め、企業のベストプラ

クティスに従って低減する。 

目標 3A 秘密区分指定情報取扱適格証を持たない従業員に対する適格性審査ガイダ

ンスを確立する。 

目標 3B 教育及び観察により、インサイダー脅威を低減する。 

 

目標 4－物理的セキュリティ：重要 DIB物理的資産への脅威及び同資産の脆弱性によっても

たらされるリスクを低減する。 

目標 4A DIB 重要資産に対するベースライン・アセスメントを実施する。 

目標 4B 全ての重要施設におけるリスクを削減するため、利用可能な対応選択肢を決

定する。 

目標 4C リスク対応を実施する。 

 

目標 5－情報セキュリティ（サイバーセキュリティ/情報保証）：DIB CIKR の特性や能力を

明らかにする若しくは説明する情報、又はそれ自身が本質的に高いリスク/大きな影響を示

す CIKR若しくは DIB資産情報に対するリスクマネジメントを実施する。 

目標 5A 重要 DIB 資産に係る情報に対し、同情報に対する保護の必要性につりあっ

た保護対策を講ずる。 

保護とは、情報に対するエクスポージャー、障害、破壊、改ざん、腐敗、不

正操作、変造、又はエクスプロイテーションに至る脅威を低減するすべての対

策をいう。 

目標 5B DIB の重要な電子情報、通信システム及びネットワーク、重要な防衛調達プ

ログラムに係る重要な非秘密区分指定情報、並びに制御システム及びそれらと

他のセクターに接続するリンクに対し、損害、損失、変造又は不正アクセスか

ら保護する。 

 

第 5 章では、DIB セクター・パートナーがこれら 5 つの目標を達成するため、共同で策

定した 16 件のリスク低減活動（RMA）を表にして示している。 
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表 1-2：目標と RMAの関係 

 目標 1－ 

セクター・リスク

マネジメント 

目標 2－ 

共同、情報共

有及び訓練 

目標 3－ 

人的セキ

ュリティ 

目標 4－ 

物理的セキ

ュリティ 

目標 5－ 

情報セキュリ

ティ(CS/IA) 

RMA1－事業継続計画 ×     

RMA2－CIKR 資産の特定

及び優先順位づけ 
×     

RMA3－DCIP レジリエン

ス・ガイド及び「ベストプ

ラクティス」 

 ×  ×  

RMA4－依存性分析 ×     

RMA5－DIB 地方資産情報

共有 
×   ×  

RMA6－DIB サイバーセキ

ュリティ、保証及び保護 
    × 

RMA7－DIB セクター・ア

ウトリーチ活動 
 ×    

RMA8－プログラムの実施 ×     

RMA9－インシデント報告

及び対応情報共有 
×     

RMA10－情報共有要求事

項の策定 
 ×    

RMA11－インサイダー脅

威ガイダンス及び適用 
  ×   

RMA12－地方セキュリテ

ィ意識向上訓練 
 ×    

RMA13－ミッション保証

アセスメント及びフォロー

アップ 

×   ×  

RMA14－従業員適格性審

査ガイダンス及び適用 
  ×   

RMA15－リスク対応計画

立案及び実施 
×   ×  

RMA16－自己アセスメン

ト・ツール 
×   ×  
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1.4 価値命題 

総意に基づくパートナーシップは、全てのパートナーの積極的、自発的、かつ完全な履

行を引き出す。DIB セクター・パートナーは、全ての参加者ががそれぞれの参加に事業価

値を見出したとき、価値命題を実感する。下記に示す各価値命題は、第 5 章にその詳細を

示す RMA の一つ又はそれ以上に関連するものである。 

 

政府は、次に示す方法により、パートナーシップから価値を得る。 

 

 DIB CIKR 資産、システム、ネットワーク、施設、その他の能力の理解（RMA2、

RMA7、RMA8、RMA10） 

 他の国家インフラ・セクターに依存するDIB CIKRの特定（RMA4、RMA5、RMA10、

RMA13） 

 リスクを削減するための処置能力、及びインシデント対応とインシデントからの復

旧能力の向上（RMA1、RMA3、RMA8、RMA9、RMA10） 

 DIB CIKR セキュリティ挑戦事項に取り組むための企業ベストプラクティスの適用

（RMA3、RMA8） 

 官民共同による問題の特定及び問題解決の向上（RMA2、RMA5、RMA7、RMA10） 

 脅威、脆弱性、対策及びベストプラクティスに係る保護を要する情報の共有及び保

護に有効な強固な関係の展開（RMA5、RMA6、RMA7、RMA9、RMA13） 

 

企業は、次に示す方法により、パートナーシップから価値を得る。 

 

 ポリシーの共同策定及びリスク分析枠組みの共有による会社及び政府の計画立案と

投資の整合（RMA2、RMA3、RMA6） 

 民間セクターへの秘密区分指定情報取扱適格証の交付及び秘密区分指定に係る諸問

題の解決により、ある程度は可能となる具体的な脅威及び災害に関する情報共有の

拡大（RMA3、RMA7、RMA10、RMA11、RMA14） 

 個々の施設レベルに至る会社全体に及ぶ準備態勢ガイドライン、及びリスクマネジ

メントのより効果的かつ効率的実施のための自己アセスメント・ツールのてこ入れ

（RMA4、RMA6、RMA11、RMA14、RMA16） 

 限られた資源の適用を最も高いリスク問題に指向（RMA4、RMA8、RMA12、RMA13） 

 最大のリスクになると考えられる資産及び施設に対し、複数の機関横断による全災

害対処計画立案の調整（RMA4、RMA6、RMA7） 

 共同の R&D、モデリング、シミュレーション及び分析プログラムへの参加（RMA4） 

 国家インシデント・マネジメント・システムは無論のこと、国家レベルかつセクタ

ー横断の演習プログラムへのてこ入れ（RMA3、RMA5、RMA6、RMA8、RMA10） 
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 セクター横断の相互依存性分析に対するアクセス及び入力の増大（RMA4、RMA5、

RMA6） 

 民間セクター・パートナー間、及び民間セクターと様々な連邦政府機関間の情報ネ

ットワークの確立（RMA6） 

 改善を要する可能性のある規則の特定（RMA6） 
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2 資産、システム及びネットワークの特定 

 

本章は、DIB セクターによる資産、システム及びネットワークの特定、並びに CIKR リ

スクマネジメントに係るデータ収集の際に利用するプロセスについて述べる。また、本章

は、このプロセスにおける様々な DIB パートナーの役割と責任、及び DIB セクターの意思

決定とリスクマネジメントに指針を与える保護を要する情報と秘密区分指定情報に係る防

護手順についても述べる。 

 

DIB セクターは 2007 年版 DIB SSP の出版以来、CIKR 特定プロセスの吟味を継続する

とともに、資産特定活動に対する品質改善の調整を開始した。DoD は、DIB 特定基準の洗

練、指名及び精査プロセスの合理化、並びに特定プロセス及び支援情報収集の迅速処理の

ための電子ツールの漸次開発と実施を開始した。DIB パートナーシップは、重要セクター

資産に対する包括的な特定作業を行っている。DIB セクター・パートナーは数年後、さら

なる改善機会を追求しつつ、大いに効率的な CIKR 特定のためのこれらイニシアチブの完

全な展開及び利用を行うこととなる。 

 

2.1 資産の特定 

DoD は、民間セクターにおける事業インパクト分析（BIA）と同様な方法によるプロセ

スを用い、重要な資産、システム及びネットワークを特定している。戦闘指揮所（COCOM）

は、ミッション必須タスク（MET）の実施に重要な施設、資材及びサービスを決定するた

め、割り当てられた各々のミッションに対して文書化された MET の完全な分析を行う。こ

れら重要資産の大部分は DIB の一部であり、その他は他のセクターの管理範囲にある。構

造化されたミッション分析は同時に、重要資産及びそれら資産が損失した場合のミッショ

ンへの帰結を特定する。このようにして、優先順位づけに的を絞ることが可能となること

から、全ての可能な DoD 又は DIB 及び民間の資産についてのカタログ作成が不要となる。 

 

本章の目的上、「サイバー資産」の用語は利用しない。その代り、DIB CIKR で利用され

る用語は、特定された DIB 資産（施設）に関連するサイバー・エレメント、コンポーネン

ト、その他のインフラを対象とする。 

 

サイバーの最も重要な部分 

DIB SSA 及び DoD DIB CS/IA プログラムは共同作業により、DIB サイバー・レジリエ

ンス、及び DIB 非秘密区分指定システムとネットワーク上の DoD の非秘密区分指定情報

の保護を支援するため、既存のサイバー能力とプロセスのてこ入れを行う。さらに、DSIE

は近い将来、サイバー攻撃を低減するため、DIB パートナー間でサイバー情報を共有する。 
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防衛契約管理庁（DCMA）は、DIB 重要資産の指定を懇請することにより、COCOM ミ

ッション分析を増大させる。この付加的なプロセスは、可能な DIB CIKR に対する包括的

な調査を確実なものとする。 

 

DCMA は、重要資産の指定を明らかにするため、国家防衛ミッションへの影響に焦点を

当てた次に示す審査基準を利用する。 

 

 シングル・ソース、独占的ソース、又は防衛専門のサプライヤー 

 デュアルユーズ特性を持つ製品のサプライヤー 

 複数の DoD プログラムで利用される製品のサプライヤー 

 再認定のコストが高いか又は再認定に長期を要するサプライヤー 

 先端技術又は飛躍した技術を開発及び所有しているサプライヤー 

 

重要性審査プロセスは、個々の企業施設に焦点を当てる。しかしながら、施設のサイバ

ー・インフラについては考慮外である。 

 

次に示す主要なステップが 2007 年版 DIB SSP の出版以来、DIB CIKR インベントリの

特定及び更新において考慮されている。 

 

 DCMA及びDIBメンバーによる審査基準を満足する可能性を持つサプライヤーの特

定 

 軍事省、DCMA、その他の国防総省機関による可能性のある DIB CIKR の公認及び

更新 

 DCMA による軍事省調達行政官及び国防総省機関局長との DIB 重要資産リスト

（CAL）の調整 

 DCMA から企業政策担当国防副次官補（DUSD）への DIB CAL 提出、次いで調達・

技術及び兵站担当国防次官（USD(AT&L)）による承認 

 国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補（ASD(HD&ASA)）から DIB CIKR 所有

者／経営者への重要資産指定通知 

 ASD(HD&ASA)から DHS への DIB CAL 及び重要能力リスト（ICL）の提出 

 

DoD は DHS やその他の SSA と共同し、DIB 資産に対する責任の重複とギャップを明ら

かにする。DIB SSA は、関連する周囲事情に基づく柔軟なアプローチでパートナーと伝達

し合う。DIB SCC は最近、DIB の重要性に係る諸問題に対処するため、この「目的に限定

した」GCC/SCC CIPAC 作業グループの設立を求めた。DIB パートナーシップはこの SCC

の要求に応え、2010 年 12 月 31 日までに共同合意プロセスを出版する目標の下、特定及び
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優先順位づけプロセスに民間セクター・パートナーをより完全に参加させる過程に入る。 

 

DoD は、全ての DIB パートナーに係る基礎データを保有している。このデータは、可能

性のある重要資産、システム及びネットワークに対する一般的な特徴づけを示すものであ

る。 

 

 契約者及び政府組織コード、会社名、住所 

 主契約者又は下請負契約者 

 製品、機能、生産比率 

 重要技術 

 契約者の対象事項専門家、施設セキュリティ責任者及びこれらの連絡先 

 プログラム、コンポーネント及びサブシステム 

 事業概要（例：非公開会社、株式上場会社、外国所有） 

 重要な下請負契約者（一次及び二次） 

 販売、雇用、設備稼働率、面積 

 財務情報 

 

2.2 DIB CIKR 依存性／相互依存性 

DIB 所有者／経営者は共同作業により、次に示す活動に従って DIB セクター及びセクタ

ー横断の依存性及び相互依存性を明らかにする。 

 

 DIB CIKR 所有者／経営者は、民間セクターにおける依存性／相互依存性情報の収

集のための標準データ要求プロセスの策定のため、官民共同活動に着手する。 

 DIB GCC 及び SCC メンバーは、ヴァージニア州のダーレン・ミッション保証部局、

CIKR セクター横断諮問会議の相互依存性分科会などの分析能力を有する他組織と

の共同作業により、さらなる外部依存性／相互依存性を明らかにする。 

 DIB パートナーは、重要インフラ・セキュリティ・パートナーシップ（PCIS）相互

依存性作業グループやその他のメカニズムを介して他のセクターと作業し、重要依

存性／相互依存性及びサプライチェーン連鎖に係るリスクを低減するための理解を

深めるとともに、解決策を明らかにする。主な焦点は、石油及び天然ガス、電力、

水、IT、通信及び輸送システム・セクター及びサブセクターに当てられる。 

 

DIB パートナーシップは、サイバー・リスクを決定するにあたり、次に示す 3 つの基礎

的な依存性関係を考慮しなければならない。 

 

 DIB施設内に所有するサイバー・インフラ：サイバー・インフラに対する全ての脆弱
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性又は脅威は、単一故障点となり得る単一サービスとしてアセスメントが実施され

る。 

 DIB施設外に所有するサイバー・インフラ：サイバー・インフラに対する全ての脆弱

性は、単一故障点となり得る依存性と考えられる。仮に、サイバー・インフラが通

信又はデジタル・ネットワークの場合、依存性は IT 又は通信セクター資産に係る

DIB 依存性となる。 

 DIB施設外の会社サイバー・インフラ：サイバー・インフラに対する全ての脆弱性は、

当該エレメントが存在するセクターに基づき、相互依存性又は内部依存性と考えら

れる。 

 

サイバー依存性情報は、CIP-MAA を通じて入手でき、DIB CIKR 所有者／経営者への

CIP-MAA 報告に含まれることから、DIB CIKR 上で収集される。さらなる依存性情報は、

自己アセスメントを実施している会社から提供される。 

 

2.3 2010年～2011年の資産特定におけるイニシアチブ 

 

 資産特定基準とプロセス：DoD は DIB 製品とサービスの主たる顧客として、DoD

の運用に対する資産の重要性を明らかにするとともに、この考え方について他の

DIB セクター・パートナーと調整する。DIB SCC は、DIB 所有者／経営者独自の考

え方を組み入れることがこのプロセス改善につながると提案した。秘密区分指定情

報取扱適格証を有する所有者は、一般的にサブ階層のサプライヤーに依存すること

から、重要性審査にあたり、指名に対して極めて重要なサブ階層サプライヤーへの

問い合わせを考慮することが有用であると思われる。GCC 及び SCC メンバーは、

これらの考え方を DIB 重要資産特定プロセスに統合するため、選択肢のレビューを

継続している。 

 DIB CIKR資産マッピング：DCMA は、統合参謀本部、COCOM 及び軍事省との共同

作業により、DIB 資産の DoD ミッションへのマッピングを継続する。DIB SSA は、

この包括的な分析活動に責任を持つ。 

 DIB CIKR資産特定の継続：DIB CIKR の特定、指名、精査及び承認は、年次プロセ

スから現在進行中の継続プロセスへと 2010 年度から変更となる。この新たなアプロ

ーチでは、共同作業により開発した選定基準と優先順位づけ手順を採用し、SCC に

代表者として出席する ASD(HD&ASA)、DCMA 及び民間セクター所有者／経営者が、

全てのサイト及び施設の指名又は重要性決定のための分析と精査を行うとともに、

それら重要性ありと指定されたサイト及び施設の所有者／経営者と積極的に関与し

合う。さらに、USD（AT&L）は、DHS データ通信ガイダンスに従い、DIB 重要資

産に対する年次の断片的な承認を引き続き実施する。第 5 章の RMA2 では、このイ



 

 32 

ニシアチブに係る具体的な実施活動を述べる。 

 DIB CIKR特定の加速：DIB SSA は、CIKR の特定、指定及び精査を促進する半自動

プロセスを開発し、既存の複雑なプロセスと替える。新たなプロセスは、広範なス

テークフォルダを横断するプロセス処理時間を大幅に削減するはずである。第 5 章

の RMA2 は、このイニシアチブに係る具体的な実施活動を述べる。 

 

2.4 インフラ情報の収集 

DoD は、サイト調査及びサイト訪問に加え、質問表、公開資料（例：Dun & Bradstreet）

並びに特許、非開示及び購入協定による調査により、事業及び企業データを収集している。

また、DoD は、DOC 企業セキュリティ局（DOC/BIS）と協同し、DOC/BIS のデータ収集

権限の利用による特定防衛関連の企業及び重要技術からのデータ収集を開始する。DCMA

は、州兵要員が実施する CIP-MAA を介して、付加的な関連データを収集する。 

 

DoD は、CIKR データの受領及び防護に係る民間セクターの信頼を得るため、DHS の重

要インフラ情報防護（PCII）プログラム認定パートナーとなった。DoD は、民間セクター

の企業機密及びビジネス上保護を要する情報の利用、取扱及び防護に関し、厳格な PCII 要

求事項に従っている。PCII プログラムは、民間企業から自発的に提出された情報の開示制

限のための防護を行っている。多くの DIB CIKR 所有者／経営者はこのプログラムの下、

ビジネス上保護を要する情報を提出している。DoD 職員はこの情報へのアクセスに先立ち、

全ての PCII の利用、取り扱い及び防護要求事項に対する完全な訓練を受けている。 

 

インフラ・データを DIB パートナー間に提供するための規制上の要求事項はない。DIB

資産所有者は、DoD がビジネス上保護を要する情報及び企業機密情報の保護のための適切

な対策及び手順を採用しているとする保証の下に、自発的にデータを提供する。 

 

DCMA は上記の活動に加え、基本的な企業データ及び特定の DIB 資産データの取得、正

当性の立証、維持及び防護のための全体的な契約管理企画をてこ入れする。ツール、ネッ

トワーク及び関連するポリシー文書は現在、これらデータの収集と維持プロセスを促進す

るための策定と実施下にある。DIB SSA は、紙文書作業削減法を順守するため、行政管理

予算局承認 DD 形式第 2737 号を介した中核的情報の収集により、負担を削減しなければな

らない。 

 

最も保護を要する情報は、DoD 秘密区分指定システム・ポータル上の電子成果物ポート

フォリオ内に存在する。このリポジトリには、DIB CIKR に係る支援情報の要約が含まれ

ている。ASD(HD&ASA)やその他の DoD 意思決定者は、この情報をリスクマネジメント及

び運用継続目的で利用する。ポートフォリオ内の情報には、次が含まれる。 
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 一般情報 

 企業の技術能力及び財務/経済に対するアセスメント 

 企業基盤研究活動 

 意識向上支援訪問報告及びフォローアップ 

 セクターの特徴 

 脆弱性アセスメント結果及びフォローアップ訪問 

 継続計画 

 脅威アセスメント 

 その他のアセスメント結果 

 自己アセスメント 

 対テロリズム／勢力に対する防護教育及び訓練資料 

 サイト・リスクアセスメント 

 資産のブリーフィング 

 

2.5 インフラ情報の確証 

DoD は、その正確性及び通用性に関して、全ての DIB CIKR データ提出を定期的にレビ

ューする。そのデータの確証に当たっては、必要に応じ、所有者／経営者と相談する。DCMA

は、情報が不完全又は不正確な場合、フォローアップ・サイト訪問の間又は責任を有する

DIB 所有者／経営者との電話インタビューにより、補足情報を収集する。 

 

民間セクター・エレメントとの CIP 関連情報の交換は、DIB セクターに素晴らしい挑戦

事項をもたらしている。特定のCIKRに係るCIP情報に対しては秘密区分が指定されるが、

多くの CIKR の人物は秘密区分指定情報取扱適格証を有していない。DoD は、この極めて

重要な情報に対する議論、処理及び管理を行うため、DHS との共同作業により選定された

民間セクターCIKR 人物に対する秘密区分指定情報取扱適格証取得プロセスを促進する。 

 

CIKR データの中には、秘密区分が指定されたものもある。DoD は、防衛重要インフラ・

プログラム（DCIP）のセキュリティ秘密区分指定ガイドに従い、データの秘密区分指定、

記憶装置への格納、及び伝達を行う。DoD は、ある DIB 情報については SECRET レベル

に及ぶ秘密区分を指定する。そのような情報は、SIPRnet を通じて DoD 内に伝達される。

DoD DIB CS/IA プログラムの場合、SECRET にまで秘密区分指定された情報は、秘密区分

指定情報取扱適格証を有する防衛契約者で、かつ、DIBNet へのアクセスが承認された DIB

プログラム参加者に対して DoD との間に伝達される。DIBNet は、この能力のために設立

された特殊用途のネットワークである。 
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2.6 サイバー・インフラ 

DoD は、DoD DIB CS/IA プログラムを通じて、適格とされた DIB CDC 会社とのパート

ナーを組んでいる。このパートナーシップは、民間セクターの DIB 非秘密区分指定ネット

ワークに存在又は同ネットワーク通じて伝送される保護を要するものの非秘密区分指定の

DoD 情報について、その防護のための改善を行っている。このプログラムは、DIBNet を

利用している適格とされた CDC のさらなる追加を含め、拡大しつつある。 

 

DoD DIB CS/IA プログラムは、DoD DIB 共同情報共有環境（DCISE）及び DoD サイバ

ー侵入損害アセスメントを通じて、リスクアセスメント及びリスク低減活動を実施する。

非帰属性の調査結果及び防護活動は、プログラム文書の範囲内に盛り込まれ、政府のステ

ークフォルダだけでなく適格とされた CDC 会社にも伝達される。 

 

サイバーの最も重要な部分 

DoD DIB CS/IA プログラムの焦点は、保護を要する DoD 情報が存在又は通過する非秘

密区分指定 DIB システム及びネットワークである。このプログラムは、国防副長官の「出

血を止めろ」の指示を履行するものである。 

 

DSIE プログラムには、非秘密区分指定の DHS セキュア・ポータルを介してサイバー攻

撃に係る情報を共有する DIB パートナーが含まれている。このような共有は、DIB が攻撃

属性を速やかに特定及び共有することを可能とすることから、DIB パートナーが当該攻撃

を阻止するための低減技法を迅速に適用することができる。全ての情報共有は、NIPP 及び

HSPD-7 に従い、双方向性、ネットワーク化及び非帰属性表示手法で行われる。この共有

は現在、英国の航空・防衛製造会社情報交換（ADMIE）とのパートナーシップを介した国

際参加者を含めている。さらに、DSIE は、セクター横断の JCC パイロット・プログラム

において DIB SCC を代表する。DIB GCC 及び SCC は、GCC と SCC 間の情報共有改善

方法を検討しつつあり、サイバー脅威に対処する解決策への取り組みを継続している。こ

の目的のため、SCC から GCC に対して提案が提出され、DSIE と CIPAC 下の DoD 構成

組織との間にパートナーを組む検討が求められている。この提案が採用されれば、双方向

性ネットワーク網の信頼された情報共有環境を設立することができる。DSIE は、FBI と合

衆国シークレット・サービスによる情報共有への加入についても招待されている。 
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3 リスクアセスメント 

 

DIB セクターに対する所管省庁としての DCMA は、2007 年版 DIB SSP の出版以来、各

CIKR に対する包括的なミッション要素の分析に基づき、セクター内のリスクアセスメント

を確かなものとしてきた。さらに、DCMA は、DIB アセスメント手法とベンチマーク標準

の更新、個々の資産及び地域集団に関連する脅威を理解するための枠組みの確立、並びに

脆弱性アセスメント及び処置後のレビュー結果に基づく教訓を導入した。今後数年間、DIB

セクター・パートナーは、リスクマネジメント・プログラムにサイバー脆弱性とリスアセ

スメントを逐次組み入れる計画である。 

 

本章は、セクターの防護とレジリエンスを確実なものとするため、次を含む DIB リスク

アセスメント・アプローチについて述べる。 

 

(1) DHS、他の連邦政府セクター所管省庁、地方自治体及び民間セクター組織と調整済み

のセクター横断の防護活動 

(2) DoD、他の連邦政府省庁及び産業協会によって調整された DIB セクター防護活動 

(3) DIB メンバー会社によって調整された資産、システム又はネットワーク固有の防護活

動 

 

包括的なリスクアセスメントの実施、及びその後のリスクマネジメント上の意思決定は、

関連する脆弱性及び帰結上のインパクトと共に、適用され得る脅威プロファイル及びそれ

らの発生の可能性から導出される。ある種の戦略レベルの脅威シナリオは、十分理解され

かつセクター全体に適用できるものである。とはいえ、脅威シナリオ、脆弱性及びインパ

クトの帰結は、個々の CIKR 資産に対するリスクアセスメント活動を求めるのである。DIB

セクター全体にわたるこのようなアセスメント結果データの蓄積、戦略レベルの脅威情報

に係る結論や観察、依存性分析、準備態勢の傾向及びベストプラクティスは理解され、ス

テークフォルダ間、特にセクター全体に及ぶ資産所有者及び経営者間で共有されることに

なる。これらのベストプラクティスのいくつかは、2010 セクター年次報告（SAR）で述べ

られている。 

 

3.1 セクターにおけるリスクアセスメントの利用 

NIPP は、HSPD-7 で設定された基準に基づき、SSA に対し 4 つの帰結カテゴリを考慮

することを求めている。それらは、公衆衛生と安全、経済上、心理的側面及びミッション

保証に及ぼす影響である。中でも最後のカテゴリが DIB に最も関連している。その理由は、

憲法の下並びに法律や大統領令、ポリシー、国家戦略及び防衛戦略上任命されている DoD

の役割、責任事項及びミッションを果たす能力に対する影響が大であるからである。 
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現在のところ、DIB 会社のリスクアセスメント実施に関連する要求規定はない。ただし、

このような要求は、DoD との契約の中に含まれている。DoD は 2010 年、DoD 達（DoDI）

5205.13 及び DoD 訓令（DoDD）5505.13E を制定した。これら両者とも、DoD DIB CS/IA

パイロット・プログラムに自発的に参加している DIB パートナーからの CS/IA 及びサイバ

ー・インシデント報告を規定している。さらに、このプログラムは、プログラム参加者が

自己アセスメント実施できるよう、DIB CS/IA 能力ベンチマーク及び質問表を提供してい

る。防護とサイバー・インシデント報告に係る防衛連邦調達規則（DFARS）条項が現在、

策定されつつある。主要な防衛契約者は、彼らのビジネス・モデルの一部として、日常的

にリスクアセスメントを実施している。DoD は、DIB パートナーシップ内で共に活動する

ことにより、DIB 全体に及ぶ意識向上、及びリスクアセスメントとリスクマネジメント・

ベストプラクティスの利用の確実な実施をねらっている。 

 

DoD は、DIB セクター内のリスクのアセスメント実施と低減を目的とし、枯れた構造化

プログラムを実行している。DoD は、DIB パートナーシップを介して、及び関連する DIB 

CIKR 当局に直接働きかけることによりこれを達成している。前述のとおり、このプログラ

ムは、DIB CIKR の混乱又は能力低下に起因する DoD ミッションへのリスクに焦点を当て

ている。DoD は、国家的要求に応える政府の能力／ミッション保証以外に、基準に関する

NIPP のより明確な焦点及び重視事項に適応させるための DoD の慣行や手順が適切か否か

について継続的な評価を行っている。DIB SSA は長年の経験から、公衆衛生と安全に係る

DIB の影響の可能性が国家的重大事に至るレベルに及ぶとは考えていない。 

 

DIB の経済への影響は、政府サービスの提供能力に密接に係っている。DIB SSA は、単

発的な DIB の混乱又は中断による国家経済に及ぼす不利な影響の可能性については、取る

に足らないものと仮定している。DIB セクター・パートナーは、経済的、公衆衛生と安全、

及び国民の信頼（衆望）要素についてのさらなる分析能力の改善に焦点を当てた DHS 年次

国家リスクアセスメント・プロセスに参加している。このプロセスは、将来の DIB リスク

優先順位づけ考慮事項にこの情報を採用する際に、周囲状況の変化を認識させる助けとな

るものである。 

 

3.2 インフラのスクリーニング 

DoD は、DIB セクター・パートナーと協同し、DoD ミッションに対する損害又は混乱に

よる帰結の可能性に基づいて、全ての DIB 重要資産候補に対するスクリーニングを実施し

ている。DoD は、DoD 自身が所有する資産の損害による帰結について、ミッション全体の

構成要素の一部として決定する。当該資産は、その損害による影響がミッション達成を阻

害する場合、その損害がどのようなものであれ重要であるとする。明らかに、可能性のあ
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る脅威、災害、及びエクスプロイトすることが可能な脆弱性は、資産の重要性を決定づけ

るものではない。DoD のミッション能力の低下は、資産の損害の理由を問わず、国防に対

してリスクをもたらすことになる。したがって、DIB リスクアセスメントにおけるこのス

クリーニング基準は、高い優先度をもつこととなる。また、この基準は、DoD のミッショ

ン保証達成における DoD-DIB 消費者－サプライヤー間の関係の重要性についても反映し

たものとなっている。 

 

3.3 帰結のアセスメント 

CIKR は、DoD のミッション要求事項に応え、製品若しくはサービスを提供するか、又

は製品若しくはサービスの提供を可能とする。依存性分析は、CIKR のスクリーニングにお

ける依存性の特定に必要な分析であるとともに、帰結アセスメントを支援するものである。

DIB パートナーは、CIKR の損害又は能力低下による影響を定量的及び定性的用語で決定

する。定性的な帰結アセスメントには、CIKR の利用が不可能な結果としての削減又は除外

された軍事能力についての的確な記述が含まれる。定量的な帰結アセスメントは、CIKR の

損害又は能力の低下の影響を数値で表現する。この例に含まれるものには時間又は金銭的

基準があり、CIKR の利用不能がミッションに悪影響を及ぼすまでの最大許容時間、能力や

機能の復旧のための金銭的損失などがある。帰結アセスメントは、CIKR が利用不能である

とする理由とは独立である。CIKR の損害又は能力低下の理由は、帰結アセスメントに影響

ももたらすことはない。 

 

DIB 資産が DIB CIKR 資産であると決定された場合、DCMA は次の情報を収集する。 

 

 企業が製造を行うか又は重要な物品を保管する建物又は構造物 

 資産に組み込まれたバックアップを含む継続性及び冗長性（代替供給源及びバック

アップ製造施設） 

 既存の防護活動（例：防護柵、バイオメトリクス認証、ファイアウォール） 

 同一セクター内において他の資産に依存するセクターの資産、及び異なるセクター

の資産との間の依存関係 

 損害又は能力低下の場合のセクターに及ぼす影響（例：経済、公衆衛生と福祉、公

衆心理(public psyche)） 

 秘密区分指定情報取扱レベルと関連情報 

 約定応諾制度（treaty compliance regimes）など、既知の外国インテリジェンス脅

威へのエクスポージャー 

 依存性（資産の機能を果たすためのサービスや支援） 

 緯度経度 
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3.4 脆弱性のアセスメント 

DCMA は、資産固有の脆弱性アセスメントを実施する前に、損害の帰結に基づく DIB 

CIKR 優先順位づけを完成する。このことは、最も高い帰結の CIKR に対して最初に脆弱

性アセスメント行い、必要な軽減活動の可及的速やかな実施を確実にするよう促進するた

めである。 

 

DIB CIKR 脆弱性アセスメント・プロセスの基礎は、重要インフラ防護―ミッション保

証アセスメント（CIP-MAA）である。DCMA は、CIKR の優先順位づけに基づき、州兵に

よって実施される CIP-MAA について CIKR 所有者及び経営者とスケジュール調整を行う。 

 

CIP-MAA は、影響（損害による帰結）について「現場」における細部を考慮するととも

に、脆弱性に対する広範なエクスプロイトの可能性とリスク・ベクトルを評価する。また、

CIP-MAA は、自然災害、技術的中断、人的エラー、犯罪活動又はテロリスト攻撃を問わず、

一応信頼できそうな脅威／災害の評価も実施する。このアプローチは、DoD ミッションに

対するリスクの相対的優先順位づけは無論のこと、各 DIB 資産に関係する要素の検討を確

実なものとする。SSA は 2009 年度中において、52 の重要 DIB 資産サイトにおける包括的

な脆弱性アセスメントを完了した。これらを総合した分析を現在実施中であり、リスク・

プロファイルの傾向、依存性、教訓、及びセクター横断のベストプラクティスを明らかに

しているところである。SSA は、この分析を精密化し、分析結果を企業及び政府のステー

クフォルダと共有する計画である。 

 

各 CIP-MAA は次に示す同一の汎用プロセスに従う。 

 

 DIB CIKR サイトは、CIP-MAA を主催することに合意する。 

 州兵チームの選定は、CIP-MAA を主導する作業負荷に基づいて実施される。 

 DCMA と DIB CIKR サイトの法律顧問は、CIP-MAA 実施規定文書化の覚書（MOU）

について交渉する。州兵チームは、関連する中央集権化された政府分析組織に対し

て、依存データ・パッケージを要求する。この分析組織は、ダールグレン・ミンッ

ショ保障理事会（Dahlgren Mission Assurance Directorate）又は米合衆国陸軍工兵

隊が一般的である。この要求は、CIP-MAA において特別な専門家の参加を規定する

ものであり、彼らは特定の DIB CIKR サイトのアセスメント要求事項に基づく輸送、

電力、水、電気通信などの企業セクターを代表する専門家である。 

 DIB CIKR 所有者／経営者の代表は、CIP-MAA から何を期待すべきかについて十分

な説明を受ける。 

 DIB CIKR サイトへの事前訪問は、アセスメント・チームが当該施設を熟知するこ

と、並びに当該施設の管理者及びスタッフとの間に信頼関係を構築することを可能
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にする。 

 アセスメント・チームは、セキュリティ上の懸念事項及びサービスや中断の可能性

がある単一故障点について事前レビューを実施する。 

 アセスメント・チームは、アセスメントを実施する。これには、ミッショに影響を

与えずに受け入れ可能な最も長い製造遅延、単一故障点になり得る単一点サービス

（潜在的脆弱性）と依存性などが含まれる。最も長い受け入れ可能製造遅延ファク

ターは、主要なレジリエンス基準である。 

 アセスメント・チームは、アセスメントを完了し、秘密区分指定情報取扱適格証を

持つ DIB CIKR 責任者に対して秘密区分指定の説明を行う。 

 アセスメント・チームは、秘密区分指定の CIP-MAA 報告書を作成し、コピー一部

を保管するとともに、コピー一部を秘密区分指定情報取扱適格証を持つ DIB CIKR

責任者に提供する。 

 DCMA は一年後、フォローアップ訪問を DIB CIKR 責任者とともに実施し、リスク

マネジメントに係る意思決定、達成、及び脆弱性是正／低減の状況についてレビュ

ーする。 

 

この他のタイプのアセスメントに含まれるものには、DHS の防護セキュリティ顧問

（Protective Security Advisor）による重要インフラ防護強化のための訪問、及び DoD と

の調整による所有者及び経営者の自己アセスメントがある。DIB SCC のリスクマネジメン

ト委員会は、施設の物理的セキュリティ態勢に係るリスクを数値で示す自己アセスメン

ト・ツールを作成することとしている。したがって、このツールを適用した施設アセスメ

ントを完了すれば、当該施設の物理的セキュリティ態勢を数値で知ることができる。また、

施設の脆弱性低減に適切に対処した場合、リスクの数値は減少することとなる。究極的な

目標は、DIB SSA と共同で受け入れ可能なレベルのリスクを決定することである。このツ

ールの最終的な形態は、物理、サイバー及びレジリエンスのリスクを別個に取り扱う異な

るモジュールから構成される予定である。SCC は、物理的セキュリティ・モジュールの開

発を 2010 年度の第三四半期に開始し、2011 年度も継続する予定である。 

 

国際法や契約規定の複雑さから、全ての国際資産はケースバイケースで対処しなければ

ならない。国務省、該当する地域戦闘司令部（Geographic Combatant Command）及び関

連する外国政府機関との適切な調整は常に必要である。DIB SSA は、全ての海外 DIB 資産

とのコンセンサスに基づくパートナーシップ構築に先立ち、関連する機関及び外国政府チ

ャネルを介して調整しなければならない。 

 

DoD は、DIB CIKR 所有者／経営者及び施設に対するインフラ防護意識向上訓練の提供

を継続する。また、この訓練は、DIB 従業員に対し、彼らの DoD ミッション要求事項及び
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調達プロセス全般における重要性についても教育する。この訓練の焦点は、次のとおりで

ある。 

 

 DoD 利益の保護 

 連邦政府利益の保護 

 戦闘要員に対するミッション保証 

 事業回復計画立案に際しての、地方の緊急事態対応者並びに連邦政府や地方自治体

当局及び地方の法の執行機関との関係構築促進の重要性 

 

また、意識向上訓練は、資産の所有者／経営者に対し、知的財産及び DoD に自発的に提

供した保護を要するビジネス情報に適用するための防護に係る十分な情報を提供するとと

もに、脆弱性データに係る DoD の情報共有責任と手順の概要を示す。 

 

さらに、DoD DIB CS/IA プログラム・オフィスと DCMA は、サイバーセキュリティに

焦点を当て、DIB の共通目標であるレジリエンスの改善を支援するベストプラクティスの

共有に踏み出しつつある。例えば、DIB CS/IA 能力基準は、その基礎のほとんどを NIST SP 

800-53 のガイダンスに基づいているが、サイバーセキュリティ情勢の意識向上と DIB セク

ターCIKR のサイバー態勢の改善を支援する選択ツールとして利用することができる。 

 

DoD 及び CIKR 所有者／経営者は、リスクアセスメントに対する複数層のアプローチを

採用しつつある。このアプローチは、上記のとおり、現在の意識向上訓練プログラムから

開始するものである。DIB 資産所有者／経営者は、DoD のリスクマネジメント原則と矛盾

することなく、彼らのリスクマネジメント慣行を評価することが推奨される。DoD は、セ

クター・パートナーとの共同により、DIB 会社が利用できる自己アセスメント・ツールと

プログラムを開発中である。 

 

DoD は、DIB セクター・パートナーが自発的に自己アセスメント・プロセスと測定基準

を継続採用していることから、現計画期間においてこの分野のさらなる進展があると見積

もっている。2009 年版の DIB SAR は、これらのプロジェクトが DIB セクターの目標、目

的、RMA 及び測定基準の主要な要素であると述べている。 

 

3.5 脅威のアセスメント 

DoD は、DIB のリスクアセスメント・プロセスに対し、あらゆる脅威と災害を考慮する

ことを継続している。州兵による CIP-MAA チームは、CIKR 管理者とスタッフとの関係を

促進するため、DIB CIKR 意識向上ブリーフィングに地域の法の執行機関やカウンターイ

ンテリジェンス職員の招聘を継続している。さらに、アセスメント・チームは、DIB CIKR
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責任者の同意を得て、地域の法の執行機関と緊急管理に携る職員を招聘し、アセスメント

に参加させている。 

 

また、DoD は、CIKR 関連の脅威と災害情報を共有するため、DHS との密接な連携を継

続している。DHS のインテリジェンス・分析局は、脅威の特定とアセスメントを行うため、

複数の情報源からのインテリジェンスやその他の情報を含めている。また、DHS は、イン

フラ・サービス及び異常な活動の状況を含め、選定されたベースライン・インフラ資産情

報を共有している。DoD は、DHS との密接な連携が、合衆国沿岸警備隊（USCG）、運輸

保安庁（TSA）、移民・関税執行局（ICE）、国境取締局（CBP）、その他重要な脅威情報源

からの情報統合を確実にするものであることから、この連携を継続する。 

 

DHS は、脅威と災害情報の融合センターとして、国土インフラ脅威・リスク分析センタ

ー（HITRAC）を維持している。また、HITRAC は、インフラ・セクターの状況認識を維

持するとともに、SSA 並びに他の連邦政府、州、地方自治体及び民間セクターのパートナ

ーとの共同により、各セクター固有の脆弱性や潜在的帰結に係る情報と脅威情報とを統合

の上、戦略的なリスクアセスメントを展開している。 

 

DIB に対する最も重大な脅威は、サイバー脅威である。DIB は、一般的に設計や実装に

欠陥がある商用（COTS）の情報システム製品に依存していることから、それら欠陥をエク

スプロイトする者に対して脆弱性を提供するホストとなっている。脆弱性は、時には重大

であり、またある時には容易に検出できないものである。実際、これらの脆弱性は、合衆

国内外の個人やグループによる広範なエクスプロイテーション活動の対象となっている。 

 

DoD DIB CS/IA プログラムは、国防総省副長官指令による「出血を止めろ」に従った優

先事項である。そしてその焦点は、秘密区分指定外の DoD DIB システムとネットワーク上

にある重要な非秘密区分指定情報の保護である。このような優先事項や緊急性は、敵対す

る脅威からの不法なエクスプロイテーションにより、DIB ネットワークから DoD の現在及

び将来の戦闘能力に係る情報が密かに持ち出されてしまうおそれがあるからである。 

 

DoD のサイバー犯罪センターの管理下にある DoD-DIB 共同情報共有環境（DCISE）は、

脅威情報の共有と報告機能を提供するとともに、サイバー脅威の融合、分析、成果物作成

及び伝達の責任を持っている。この DCISEは 2008 年 2月の運用開始以来、DoD DIB CS/IA

プログラム参加者に対し、インテリジェンス・ベースのサイバー脅威分析と成果物を提供

するとともに、プログラム参加者からの非帰属性ベースのサイバー・インシデント報告の

収集、分析及び伝達を行っている。政府と企業間におけるこのような稀な共同は、他のイ

ンフラ・セクターのサイバー脅威情報共有イニシアチブのモデルとなり得るものである。 
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国防セキュリティ情報交換（DSIE）は、DIB SCC の分科会である。この DSIE には、

30 以上の DIB 契約者、及びそれら会社のネットワーク防護を担当するサイバーセキュリテ

ィ責任者が参加している。これらの会社とセキュリティ責任者は、会社と個人メンバー間

の相互非開示協定（NDA）により、情報の共有に同意している。また、DSIE は、英国の

航空・防衛製造会社情報交換（ADMIE）と同レベルの情報共有を行っている。メンバーが

新たなサイバー情報を発見した場合、同情報は合衆国コンピュータ緊急対応チーム

（US-CERT）のコンピュータ・ポータルを介して、全てのパートナーに共有される。この

ポータルは、DSIE とそのメンバーによって管理され、リアルタイムに近い非帰属性の情報

共有を行っている。また、DSIE は、DIB SCC のサイバー戦略部門としても活動しており、

国家安全保障電気通信諮問委員会・合同共同センター（NSTAC JCC）及びセクター横断サ

イバーセキュリティ作業グループ（CSCSWG）など、他の DHS 及び DOJ セクター横断イ

ニシアチブに代表者を出席させている。 

 

DoD は、DIB に対する脅威アセスメントの展開、支援及び維持のため、国家インテリジ

ェンス局（ODNI）と適切な防衛及び国家インテリジェンス資産を共同利用する。国家軍事

指揮センター（NMCC）、国防統合インテリジェンス作戦センター（DJIOC）及び関連する

戦闘指揮統合インテリジェンス作戦センター（CCJIOC）は、US-CERT、国家作戦センタ

ー（NOC）、国家インフラ調整センター（NICC）及び国家通信センター（NCC）を含む

DHS の監視センターと調整し、DIB に対する全ての脅威の認識の維持と対応を行う。さら

に、DoD は、NMCC 及び DJIOC を介し、FBI、DOJ、及び国家の特別なセキュリティ関

連事象間に設置されるその他の常設及び臨時の監視センターと共同する。 

 

3.6 リスクのアセスメント 

DIB CIKR に対するリスクアセスメント・プロセスは、国家の防衛ミッションに不利な

影響を及ぼすおそれがある直接、間接、一時的又は永久的な生産能力又はサービスの損害

又は低下をもたらす要素について、その評価を提供するものである。この評価には、次が

含まれる。 

 

 ビジネス、経済、技術及び製造リスクを明らかにする企業及びビジネス分析：この

リスクは、サプライヤーによる重要な資材又はサービスの提供に不利な影響を及ぼ

すものである。 

 共通の商用インフラ分析：この分析は、重要なサプライヤーが支援を受けるエネル

ギー、電気通信、運送などの商用インフラ資源との依存性を明らかにする。これら

の分析は、潜在的な単一又は重大な故障点、是正活動の妥当な範囲、及び推奨解決

策を明らかにする。 
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 脆弱性アセスメント：このアセスメントは、サプライヤーの脆弱性の明確化、損害

を受けた場合の影響の明確化、及び対策の提案と格付けを行うとともに、DIB 施設

管理者と政府による利用のための CIP MAA と脆弱性自己アセスメントを含める。こ

のアセスメントには、ミッション保証に大きな影響を持つ問題の早期識別、評価及

び解決のための自己アセスメント・プロセスが含まれる。 

 あらゆる脅威と災害に対する脅威アセスメント：このアセスメントには、国家によ

る人的活動、国家的及び国際犯罪組織、テロリスト活動、事故及び自然災害が含ま

れる。 
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4 インフラの優先順位づけ 

 

本章は、DIB の資産、システム及びネットワークの優先順位づけのためのリスク・ベー

ス・プロセスについて述べる。DIB セクターは過去 3 年間、資産優先順位づけモデル（APM）

により毎年 CIKR の優先順位づけを行ってきた。アルゴン国家研究所が最近、この APM

の見直しを行い、DCMA がモデルを合理化し有効性を確認するため導入した改善を提案し

た。この APM は、データベース環境下で作動するものであり、容量の増大、エントリー

要求事項の削減、及び報告のカスタマイズを可能としている。 

 

DIB CIKR パートナーは、可能な限り最も効果的な方法によるアセスメント投資と是正

処置を追求している。SSA は、DIB SCC が資産の特定と優先順位づけプロセスに積極的

に取り組むことを計画している。DoD は、この目的に向かって他の DIB セクター・パー

トナーと共同し、前述のとおり DoD ミッションに影響を及ぼす可能性に基づいた DIB 

CIKR の優先順位づけを行っている。この優先順位づけは、国家防衛ミッション、並びに

DIB CIKR の低下若しくは損害による帰結、エクスプロイト可能な脆弱性、脅威と災害、

リスク低減の選択肢とコスト、及び重要な能力を受け入れ可能なレベルに復旧するまでの

時間を考慮している。 

 

4.1 資産優先順位づけモデル 

DIB SSA は、APM を利用して DIB CIKR の優先順位づけを行う。APM は、分析者が

DIB セクターをより明確に理解すること、及び資源をより賢明に割り当てることを支援す

る。DCMA は 2010 年度において、洗練されかつ独立の組織により有効性が確認された

APM バージョンを導入する。DoD は、APM を利用して、リスクの分析と削減のための

DIB CIKR の優先順位づけを行うとともに、関連する重要性に基づき、さらなるアセスメ

ント及び脆弱性低減投資のための資産の優先順位づけを行う。DCMA は 2011 年度、他の

政府ステークフォルダは無論のこと、DoD DIB CS/IA プログラム・オフィス（ネットワ

ークと情報統合担当国防次官補/DoD 最高情報責任者（ASD(NII)/DoD CIO））と共同で、

サイバー・リスクと APM を検討する。 

 

4.2 資産優先順位づけ要素 

APM は、5 つの主要要素と 24 のサブ要素からなるスコアを提供する。図 4-1 は、これ

らの要素、及び関連するそれぞれの重みづけを示す。全ての要素に対して、1～5 のスコア

が与えられる（1 が最低の重要性であり、5 が最高の重要性を示す）。各要素のスコアに対

して、10～35 の範囲のパーセンテージの重みづけが付与される。個々の重みづけされたス

コアの和は、0～100 のスコアとなる。 
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4.3 資産優先順位づけのレビューと更新のプロセス 

DCMA は、APM 手法とデータ源について、次を対象に定期的なレビューを実施し、APM

を更新する。 

 

 顧客の要求事項と懸念事項 

 ハイレベルのガイダンスとポリシー 

 モデルに影響を与える新たな情報と情報源 

 新たな IT とその他のプロセス改善 

 セクター全体に及ぶリスク状況の進化 

 

DCMA は、セキュア・コンピューティング環境で APM を作動させ、DIB 重要資産リス

ト（DIB CAL）に示されている資産に対する最終的な優先順位づけを行う。いったん CAL

が作成され承認されると、国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補（ASD(HD&ASA)）

が、APM の結果を証拠として、関連する是正処置活動とともに年次アセスメント活動の

範囲を決定する。 
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図 4-1：優先順位づけの要素、サブ要素及び重みづけ 

 

プログラムの総計：20％

ACATIプログラムの数：30％

DX査定プログラムの数：30％

優先プログラムの数：20％

地域MSAの総数：30％

災害スコア：30％

脅威指標：20％

損害/BRN/爆発物二次的損害：20％

契約者の財務格付け：50％

CFAR格付け適用の日付：10％

当該施設所在国：10％

親会社の所在国：10％

復旧計画の評価：30％

復旧費用：30％

復旧完了までの時間：30％

復旧データの日付：10％

サイト又はCAGE総雇用レベル：20％

CAGE雇用レベル・データ日付：10％

MSA従業員：10％

MSA非雇用%：10％

国家日雇用%：10％

MSA雇用のサイト%：20％

MSAと国家非雇用%の差：20％

所有―民間、公共、政府：20％

ミッション
要素
35%

脅威と
脆弱性
25%

復旧と
回復要素

10%

財務/

経済
20%

経済上の
影響
10%

資産優先順位づけ
ﾓﾃﾞﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：3.0

スコア：1~100

資産優先順位づけ
ﾓﾃﾞﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：3.0

スコア：1~100

プログラムの総計：20％

ACATIプログラムの数：30％

DX査定プログラムの数：30％

優先プログラムの数：20％

地域MSAの総数：30％

災害スコア：30％

脅威指標：20％

損害/BRN/爆発物二次的損害：20％

契約者の財務格付け：50％

CFAR格付け適用の日付：10％

当該施設所在国：10％

親会社の所在国：10％

復旧計画の評価：30％

復旧費用：30％

復旧完了までの時間：30％

復旧データの日付：10％

サイト又はCAGE総雇用レベル：20％

CAGE雇用レベル・データ日付：10％

MSA従業員：10％

MSA非雇用%：10％

国家日雇用%：10％

MSA雇用のサイト%：20％

MSAと国家非雇用%の差：20％

所有―民間、公共、政府：20％

ミッション
要素
35%

脅威と
脆弱性
25%

復旧と
回復要素

10%

財務/

経済
20%

経済上の
影響
10%

資産優先順位づけ
ﾓﾃﾞﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：3.0

スコア：1~100

資産優先順位づけ
ﾓﾃﾞﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：3.0

スコア：1~100



 

 47 

5 防護プログラムとレジリエンス戦略の策定と実施 

 

本章は、次に示す事項について述べる。 

 

 DIB セクターのリスク低減活動（RMA）の策定と明確化の方法。これは、第 1 章

で明らかにされたプログラム目標と目的から導出するとともに、同プログラムを支

援するものである。 

 DIB パートナーシップによるセクター横断の自発的なベストプラクティス防護プ

ログラムとレジリエンス戦略の策定、実施及び維持の方法。DIB は 2007 年のセク

ター計画（SSP）の出版以来、セクター固有の目標、目的、実施処置及び基準を確

立してきた。DIB セクター・パートナーは、2009 年の NIPP に要求された成果基

準への移行を支援するため、セクターに対する脅威の防止、抑止及び低減を行う

RMA に主要な焦点を当てるべきと決定した。DIB CIKR パートナーは、本章に述

べる RMA を確立した。そこには、収集され、2010 年のセクター年次報告（SAR）

で報告された成果基準が付帯されている。本セクターは怠りなくかつ共同的に作業

し、リスク・プログラムを防護とレジリエンス活動に一致させるるとともに、今後

ともセクター・ニーズに合わせ活動の調整を継続する。 

 

5.1 セクター防護プログラムとレジリエンス戦略の概観 

 

サイバーの最も重要な部分 

DoD DIB サイバーセキュリティ/情報保証（CS/IA）プログラム、及びその運用管理部門

としての国防総省サイバー犯罪センター（DC3）隷下の防衛セキュリティ情報交換（DSIE）

は、非秘密区分指定の DIB システム/ネットワークからの重要な DoD 情報の密かな持ち出

し又は危殆化に対して、その抑止、対応、損害見積及び復旧を行うための新たなレベルの

脅威情報共有を促進する。 

 

DSIE プログラムには DIB パートナーが含まれ、セキュア・ポータルを介してサイバー

攻撃に係る情報を共有している。このような情報共有は、DIB が攻撃属性を迅速に特定及

び共有し、DIB パートナーが攻撃阻止のための低減技法を速やかに適用できるようにする

ものである。全ての情報共有は、NIPP 及び HSPD-7 に従い、双方向性、ネットワーク化、

及び非帰属性の手法で行われる。この情報共有には現在、英国の航空・防衛製造会社情報

交換（ADMIE）とのパートナーシップによる国際間の情報共有が含まれる。さらに、DSIE

は、セクター横断の合同共同センター（JCC）パイロット・プログラムに、DIB セクター

調整会議（SCC）代表者を出席させている。 
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5.1.1 防護アプローチを支える DIBセクター 

DIB セクターの構成は、防衛企業の整理統合（合併）やグローバリゼーションの増加と

ともに変化し続けている。この事実は、CIKR 防護とレジリエンスに立場上の役割を担う

多くの連邦政府機関や地方自治体等当局の責任状況を複雑にしている。この状況を明らか

にするため、次に示す 5 階層構造の防衛防護アプローチを DIB 重要資産に適用する。 

 

 防護第 1 レベル：DIB 資産所有者は、防護第 1 レベルの責任を持つ。多くの DoD

契約書は、株主や債権者に対する本来的な責任に加え、契約者に対するセキュリテ

ィ要求事項を含めている。また、秘密区分指定情報の取扱と保管を行う施設に対し

ては、重要な規則と法的要求事項が情報保護に関係する。 

 防護第 2レベル：地方の法の執行機関当局は、脅威の重大さが段階的に拡大するに

つれ、資産所有者による CIKR 関連の防護責任活動を補強する。 

 防護第 3レベル：地方当局の対応が防護に必要なレベルに至らない場合、さらなる

防護能力の提供のため、連邦又は州の法の執行機関当局の援助を要請する。 

 防護第 4 レベル：より重大な状況においては、州知事が州相互援助協定（State 

Mutual Assistance Copacts）の下に連邦政府の援助を要請するか、又はさらなる能

力付加と迅速な対応のため、連邦政府の財政的支援の有無にかかわらず、知事の指

揮の下に州兵を招集する。州兵要員は、大統領又は国防長官から命令された場合、

州知事の同意の下に、合衆国法第 32 章における防護ミッションを遂行する。 

 防護第 5レベル：大統領は、正当とされた場合、脅威を受けた DIB CIKR 資産に対

し合衆国軍隊を直接投入する。 

 

5.1.2 重点目標 

DIB パートナーシップは、広範な CIKR 分析に基づき、防護プログラムとレジリエンス

に係るベストプラクティスの策定、導入及び維持を行う。この際、DIB パートナーにおい

て確証された懸念事項、及び数年に及ぶ経験とデータから引き出された問題の討論や調査

に基づくのは無論のことである。この要求事項が基礎となって、DIB パートナーシップは

共有するセクター目標と RMA を策定し、DIB セクターの防護とレジリエンスを改善する。

DIB パートナーシップは、セクターの目標とリスク低減活動を毎年レビューし、少なくと

も調整が必要か否かを決定する。 

 

DIB パートナーシップは、DIB SSA によって促進され、セクター・レベルの防護プロ

グラムとレジリエンス戦略を強化する 5 つの目標を確立した。 

 

 セクター・リスクマネジメント：資産リスクの特定とアセスメント、及びリスク低

減を求める DIB CIKR の優先順位づけ 
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 共同、情報共有及び訓練：リスクの効果的な低減に必要な情報の理解と品質の改善

（いかなる組織も単独で達成することはできない） 

 人的セキュリティ：対象は、DIB の従業員が誠実に職務を果たすための信用性と信

頼性 

 物理的セキュリティ：対象は、資産に対するリスクの運用管理の必要性、及び重要

な製品とサービスの混乱に至る損害 

 情報セキュリティ（CS/IA）：秘密が保たれた脅威情報共有促進のための信頼された

プロセス・ベースの戦略的枠組みの確立、及び非秘密区分指定 DoD 情報の非 DoD、

DIB 非秘密区分指定システムでの保管と通過における防護の改善 

 

5.1.3 パートナーシップに依存 

DIB セクターの目標と目的の成功裏の達成は、DIB パートナーの結合努力に依存する。

このパートナーシップには、防護プログラムとレジリエンス戦略の策定、導入及び維持に

必要な交渉と調整を行う広範な組織が含まれる。DIB SSA と SCC パートナーは、SSP に

確立されたガバナンス構造を介して、CIKR 所有者及び経営者との関係を促進する。 

 

また、DIB SSA も他の政府機関、民間セクター、研究所及び学界と共同し、防護とレジ

リエンスに係る新たな概念の展開、防護プログラムに係るベストプラクティスの明確化、

連邦政府 CIKR 防護とレジリエンス活動との調整、及び DIB の他のインフラ・セクター・

サービスへの依存性を調査する。 

 

5.2 サイバーセキュリティ／情報保証 

DoD と DIB セクターのメンバーは、新たな共同メカニズムを導入しつつある。これは、

サイバーセキュリティと情報保証を支援すること、及び非秘密区分指定 DIB システム上の

DoD 情報の保護を改善するため、2010-2011 間における解決策を継続して追究することで

ある。DIBセクターのサイバーセキュリティ計画立案と実行における主要な要素の 1つは、

DoD の DIB CS/IA プログラムである。このプログラムは官民パートナーシップを最も良

く示す例であり、非秘密区分指定の DIB システム/ネットワークからの重要な DoD 情報の

密かな持ち出し又は危殆化に対して、その抑止、対応、損害見積及び復旧のための新たな

レベルの脅威情報共有を促進するものである。 

 

DoD の DIB CS/IA プログラムは、2007 年にパイロット・プログラムとして立ち上げら

れたものであり、DoD と認定された秘密区分指定情報取扱適格防衛契約者との間の共同活

動である。このプログラムのミッションは、DIB 非秘密区分指定のシステムとネットワー

ク上における DoD の重要な非秘密区分指定プログラムと技術情報の常駐又は通過を保護

するものである。ネットワーク・情報統合担当国防次官補（ASD(NII)）主導の DoD の
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DIB CS/IA プログラム・オフィスは、DoD のプログラムを監督する。DIB の民間セクセ

クター・メンバーは自発的に同プログラムに参加し、DoD CIO と個々の DIB 会社間の双

務的協定に基づき、会社レベルでプログラムを実施する。DHS は、このプログラムの成功

が一般に知られたことから、他の CIKR セクターとの脅威情報共有モデルとしてこれを採

用した。 

 

国防総省-防衛産業基盤共同情報共有環境（DCISE）は、DoD サイバー犯罪センター（DC3）

隷下の組織的構造物の一つであり、DIB CS/IA 活動の促進と実施を支援するために設立さ

れたものである。DCISE は、サイバー脅威情報共有と報告のためのオペレーション・セ

ンターであり、DIB 非秘密区分指定システム/ネットワーク上のサイバー・インシデントに

係る自発的報告の受領は無論のこと、サイバー脅威成果物の融合、分析、作成及び伝達に

責任を持つ。DCISE は、DoD 承認の外部認証機関証明書を含む公開かぎインフラを利用

した非秘密区分指定情報の伝達のための情報共有枠組みを導入している。SECRET レベル

までの秘密区分指定情報の伝達には、防衛セキュリティ・サービス（DSS）が評価・認証

したセキュア・システムを介して実施される。 

 

DoD DIB CS/IA プログラムと DC3/DCISE は、DHS の国家サイバー・インシデント対

応計画（NCIRP）の策定と実施を支援するとともに、サイバーストームⅢ（CSⅢ）や国

家レベルの演習に係るサイバーセキュリティのシナリオの策定と実施に参加する。DC3 は、

CSⅢと国家サイバーセキュリティ・通信統合センター（NCCIC）に実質的に参加する。 

 

DoD DIB CS/IA プログラム内の職務上のサイバーセキュリティ及び情報保証専門家（ネ

ットワーク・情報統合担当国防次官補/最高情報責任者（ASD(NII)/DoD CIO））は、DIB

セクターのサイバーセキュリティ及び SSA 責任事項の履行を支援する。DoD DIB CS/IA

プログラムは、DIB SSP 目標 5「サイバーセキュリティ、保証及び防護」の実施、及び関

連する RMA と測定基準を直接支援する。DoD DIB CS/IA プログラムは、DIB セクター

GCC、GCC-SCC 情報共有作業グループ、及びセクター横断サイバーセキュリティ作業グ

ループ（CSCSWG）とその測定基準サブ作業グループに参加する。 

 

DoD DIB CS/IA プログラムの 2010-2011 計画は、同プログラムの拡大と能力増大に引

き続き焦点を当てる。目標 5、目標５の RMA、成果測定基準及び処置ステップは、GCC

と SCC との 2010-2011DIB セクター計画策定時の合意における主要事項を示すものであ

る。さらに、DoD DIB CS/IA プログラムの 2010-2011 計画には、目標 5 と直接的又は間

接的に支援する次の要素が含まれる。 

 

 2010-2011 DIB CS/IA プログラム 
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 DIB 非秘密区分指定システム又はネットワーク上に常駐又は通過する非秘密区分

指定のDoDプログラム又は技術情報を保護するためのCS/IA対策改善の継続。DoD

と DIB パートナー間のサイバー脅威情報の共有、IA 対策、並びにサイバー侵入の

検知、阻止及び対応を可能とする新技術の明確化による前述の達成 

 非秘密区分指定プログラム情報が失われた場合の技術上（及び知的財産上）の損失

に係るアセスメントの実施。さらなる損失を低減するための連邦政府調達規則

（FAR）及び防衛連邦政府調達規則（DFARS）の改定における契約用語の変更支援 

 アセスメントが実施され、かつ、（会社の帰属性なしに）DIB 参加メンバーに配布

可能な価値のある実時間データを作成するため、特定のサイバー脅威情報の共有と

インシデント報告の成果に係るてこ入れの継続 

 DISA インフラへの防衛産業基盤ネットワーク（DIBNet）の段階的移行の継続 

 DCISE 運用と DoD サイバー侵入損害アセスメントによるリスクアセスメントの実

施及び低減活動を継続するとともに、改善されたサイバー・インシデント検知、阻

止及び対応活動を支援するため、警報、サイバー侵入損害アセスメント報告、その

他適切な脅威情報成果物に対するアセスメント結果の組み込み 

 脅威意識の向上、インシデント報告、及びプログラムと技術情報の防護を支援する

ため、秘密区分指定情報取扱適格証を持つ CDC に対するプログラム拡大の継続 

 DHS の DoD DIB CS/IA プログラム・サイバー脅威情報共有モデル採用にあたって

の協力 

 DoD DIB CS/IA サイバー脅威情報共有プロセスの拡大と成熟化 

 FAR 及び DFARS の更新における調達及び取得ポリシーの策定支援、及び防衛契約

における具体的な情報保護用語の組み込み支援の継続。変更提案の事前通知に係る

パブリック・ミーティング及びパブリック・コメントの実施期間における支援 

 サイバーセキュリティの長期防護計画立案を可能にする DIB セクター・サイバーセ

キュリティ活動の支援、並びに DIB セクター活動における DIB サイバー・エレメ

ントの特徴づけとサイバーのインフラ、機能又はエレメントの特定、サイバーの依

存性と相互依存性の明確化、及び DIB サイバー・プログラムとイニシアチブの優先

順位づけの支援（DoDD 3020.40 及び DoDI 5205.13 を参照） 

 サイバーセキュリティ測定基準の進展状況の評価 

 適格な民間セクター従業員を防衛サイバー犯罪センター（DC3）の防衛サイバー捜

査訓練アカデミーに参加させるプログラムの継続実施。 

 

防衛セキュリティ情報交換（DSIE）－DIB内のパートナーシップ 

DIB は、DIB SCC を介して企業だけのサイバー組織であるDSIEを展開している。DSIE

は、2 つのレベル（戦略及び戦術）の取り組みからなる。DSIE の戦略分科会は、英国の

航空・防衛製造会社情報交換（ADMIE）との協定を締結している。さらに DSIE は、国
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家安全保障電気通信諮問委員会（NSTAC）との合同共同センター（JCC）パイロット・プ

ログラムのメンバーとして DIB SCC を代表して参加し、同プログラムのセクター横断サ

イバーセキュリティ作業グループ（CSCSWG）の一員となっている。戦略分科会は、DHS

及び DOJ セクターのサイバー・プログラムからの代表者を DIB に出席させている。また、

戦略分科会は、DIB 防護のための技法とツールを共有している。 

戦術分科会は、DIB ネットワークと情報システム防護などに責任を持つ会社従業員から

構成されている。彼らは、相互非開示協定（NDA）とセキュア・ポータルを利用し、全

DSIE メンバー内でのリアルタイムの攻撃及び脅威情報の共有を行っている。このような

情報共有は、メンバーの迅速なサイバー攻撃の認識、及び迅速なサイバー情報の共有を可

能にするものであり、DoD が先進の執拗な攻撃（APT）として特性付けた現在の攻撃活動

の低減を可能とするものである。 

 

DSIE は、NSTAC JCC パイロットの策定に参加している。NSTAC 会社でもある DSIE

メンバー会社は、サイバー脅威情報の共有のため、FS-ISAC とともに 24/７の監視に財政

的支援を行っている。最終的な目標は、JCC パイロットを国家サイバーセキュリティ及び

通信統合センター（NCCIC）の企業代表にすることであり、そこに DSIE が NCCIC の

DIB SCC 代表として参加することである。 

 

 DSIE は現在運用中であり、NCCIC を支援するための予算とスタッフ要求を行って

いる。 

 また、DSIE は、セクター横断の分析共有を目的とし、優れた成果物を提供するこ

とによって DIB メンバーのサイバー情報の明確化を容易にするため、様々な事象相

関成果物をテスト中である。 

 DIB SCC DSIE サイバー脅威情報共有プロセスの拡大と成熟化を行う。 

 

5.3 防護プログラムとレジリエンス戦略の必要性の決定 

DIB セクターは、ほとんどの脅威が気まぐれであること、及び多くの自然災害が予想可

能であることを認識しつつ、広範に及ぶ脅威と災害に対する予防と防護を強化している。

DIB セクターは、インシデント対応を支援するため、政府や民間セクターの賛助の下に開

発された様々な手法やツールを持っている。DIB パートナーは、彼らの準備から復旧に至

る役割に関連する情報の共有方法について、調査を継続している。 

 

具体的なニーズが、DoD と DIB メンバー会社による調査の対象となっている。次に示

すのは、新たな防護プログラムや既存のプログラムの変更の必要性を決定するため、一つ

又はそれ以上の DIB パートナーが取り得る選択肢である。 
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 DoD は、DIB CIKR 資産所有者との共同作業により、DoD のポリシーに従った重

要なサービスと製品の引き渡しの防護に必要となるさらなる対策について、コスト

対効果の関係を調査することができる。 

 防衛重要インフラ防護（DCIP）における意識向上を支援するための訪問（意識向

上支援訪問）は、関係者の結びつき、セキュリティ及び準備態勢の強化を図る上で、

地域の法の執行機関や州の緊急対応者を巻き込む機会である。関係者間の結びつき

は、地域の脅威や災害情報及び DIB CIKR 所有者と経営者の専門知識からなる多角

的な見方を組み合わせることになり、より強固な復旧計画の立案と復旧活動をもた

らすことにとなる。 

 DoD は、DIB CIKR 所有者／経営者との共同により、攻撃又は災害からのリスクを

削減する。DoD は、所有者／経営者によるリスク削減を容易にするため、ベストプ

ラクティスとツールを共有する。 

 DoD は適切な場合、所有者／経営者との共同作業により、DoD ポリシーに従い、

リスク削減に必要なステップを一緒に決定する。DoD と CIKR 所有者／経営者は、

実行に移すべきさらなる対策を共同で決定するとともに、この実行に関連するコス

トの割り当て戦略を明らかにする。 

 

DoD と DIB 資産所有者／経営者は、防衛優先事項・割り当てシステム（DPAS）（15 連

邦規則集（CFR）パート 700）の利用を考慮することができる。これは、DIB 運用への緊

急事態を含む潜在的な混乱を削減するための DIB 資産の防護又は復旧を支援する企業資

源交付の迅速な処理を行うものである。DoD は、その DPAS 格付け権限をほとんどの契

約に標準条項として組み込み、企業資源を指示する。この DPAS 支援は、複数の DIB CIKR

が脅威を受けたか又は損害を被った場合、DIB セクター保証計画に従うこととなる。この

計画は、重要資産が損害を被ったか又は破壊された場合に、受け入れがたい帰結をもたら

す同資産リストの明確化ステップのアプローチについての要点を示すものである。また、

DPAS は、いかなる外国に対する軍事支援又は重要インフラ支援にも利用することができ

る。 

 

5.4 防護プログラム/レジリエンス戦略の実施 

防衛重要インフラ防護（DCIP）の中核的要素は、民間セクターへのアウトリーチと一

緒になったリスクアセスメント及びリスクの削減であり続ける。これらの主要な活動は成

熟したものであり、次に述べる主要な包括的活動が含まれる。 

 

 セクターの特徴づけを行うこと。 

 重要資産の特定と優先順位づけを行うこと。 

 アセスメントを行うこと。 
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DIB は、CIKR 所有者／経営者及び他のセクターと共に作業を継続し、セクター間の依

存性及び相互依存性を決定する。現在進行中の活動は、地理空間情報共有の強化、及び

DCIP ステークフォルダとの連鎖と依存性のより良き理解のため継続する。DIB SSA は、

DoD のミッション成功に必須の IT 及びサイバー・システムの依存性に係るリスクに対す

る取り組みを継続する。 

 

5.4.1 自発的防護プログラム／レジリエンス選択肢 

DIB 防護プログラムとレジリエンス戦略の実施は、次のエレメントから構成される。 

 

 脆弱性の改善、低減及び相互依存性、並びに帰結の管理を対象とした計画の策定 

 施設内外の防護に係る能力、確約及び関係者の策定 

 分析及びアセスメント・プロセスから得られた情報の利用 

 脅威、運用環境、重要性及び帰結管理に影響を及ぼす要素の変更に係る継続的なモ

ニタリングの提供、合意された改善と低減戦略の実施、並びに地方自治体や連邦政

府の施設におけるリスク低減対策の進捗程度と効果の決定 

 不測事態対応計画立案と実施 

 委託及び報告 

 教育、意識向上及び訓練 

 DIB セクター防護とレジリエンスを改善するためのプロセス、ツール及び資源 

 

DIB CIKR 所有者は、資産に対するセキュリティ対策及び準備態勢整備の責任がある。

CIKR 所有者はこのことに対して、事業継続計画やプログラムなどの通常のビジネス・プ

ロセスの一環として責任を果たすのが一般的である。秘密区分指定情報取扱適格施設に対

しては、DIB SSA 主導の重要性通知プロセスにより、重要性の決定、会社と施設の同プロ

セス履行の懇請とそれに対する承認、及び即時及び長期の処置に係る勧告が行われる。国

土防衛・米安全保障業務担当国防次官補（ASD(HD&ASA)）は、他の関連する DoD 部門

と一緒になって、この通知プロセスを監督する。DoD は、この重要性決定に係る情報が

CIKR 防護に責任を有する当該会社と共有されることを確実にする。 

 

DoD が重要な DIB 資産に係るリスク・レベルが受け入れがたいと判断した場合、DoD

の指導力により、当該 DIB CIKR 所有者と共同し、次の一つ又はそれ以上の処置を行う。 

 

 エクスポージャーの最小化又はエクスプロイト可能な脆弱性の除去のため、改善活

動を実施する。 

 不測事態対応計画の実行又は一時的なセキュリティ対策の強化のため、低減選択肢
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を策定する。 

 シナリオに限定された緊急事態管理のための対応計画を策定する。 

 インフラ関連インシデントに対する準備を行う（不測事態対応計画を実行する）と

ともに、これらの計画を他のセクター演習・評価プログラムに統合する。 

 再構築トレードオフ・分析を展開する（例：代替サプライ資源の要点を述べる） 

 

DoD 又は DIB CIKR 所有者は、CIKR 防護とレジリエンスを強化するため、次の慣行の

一部又は全てを採用することができる。 

 

 官民の両セクター組織と調整し、DIB 資産維持のためのセキュリティを強化するこ

と。重要 DIB 資産所有者、及び非 DoD インフラ・サービスと製品を請け負う重要

な DIB 資産所有者は、リスクをモニタすること。DIB パートナーは、潜在的な脅

威及び運用環境が変化した場合、それまでのリスク分析をレビューし、改善又は軽

減勧告の更新の必要性の有無を決定すること。 

 緊急ニーズを満たす自らの資源に加え、地方及び州の法の執行機関、その他地方自

治体等の緊急資源を要求すること。州及び地方の法の執行機関やその他の緊急対応

者は管轄内の要素をモニタする。彼らは、助言、支援、警告及び警戒警報の提供、

当該施設の緊急計画立案への組み込み、並びにインシデント対応やその他のサービ

スに当たっての支援の優先順位づけを行う。 

 DoD のポリシーと手順は、FBI 司令部とともに、迅速かつ的確な重要資産と施設に

係る情報の共有を確実なものとする。FBI は、FBI 支局に対し同局の計画立案と運

用に組み入れるための情報を提供する。FBI は、DoD 産業セキュリティとカウンタ

ーインテリジェンス当局を支援するため、全ての法、規制、その他関連する法的権

限、並びに FBI ポリシーに従い、施設に関連する脅威情報を共有するとともに、要

求に応じて DoD 責任者やその他の主要パートナーに対する説明を行う。 

 また、DoD と FBI は、重要 DIB 資産防護を支援するため、すべての法的要求事項、

法的権限、その他の FBI ポリシーに従い、かつ、DoD の資産情報伝達制限内で、

情報共有のための統合テロリズム・タスクフォース機構を利用する。 

 

連邦緊急管理庁（FEMA）はある状況下において、DIB CIKR 所有者／経営者並びに州

及び地方自治体政府当局の要求時、緊急事態援助の提供を行うことができる。DoD は、

CIKR 所有者／経営者と共同し、十分な情報に基づく次についての適切な意思決定を可能

とするため、それらの組織が提供できる支援やその他のサービスを評価する。 

 

1. 当該施設の政府当局とのインタフェース要領はどうあるべきか。 

2. DIB CIKR 所有者／経営者はどのような情報を政府に提供すべきか。 
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3. DIB CIKR 所有者／経営者は彼らの DIB CIKR の状況に関連し、どのような支援を

求めるべきか。 

4. DoD は、DIB CIKR 所有者／経営者コミュニティを横断するこのような支援の促進

と助成をどのように進めるべきか。 

 

他の SSA、DHS 及び国家情報コミュニティは、DIB CIKR に直接関連する情報を持つ

ことがある。DoD は、DoD のパートナーと共同し、DIB CIKR の防護又はレジリエンス

に不利な影響を及ぼす情報の統合と適切な共有を確実なものとしている。 

 

DoD の各組織は、DoD ポリシーに従い、付与された役割を果たしている。DoD は、本

計画で明らかにされた防護役割をもつ DIB CIKR パートナーに対して、潜在的な危険を及

ぼす情報の共有を即座に実施する。 

 

戦闘指揮所（combatant commands）は、軍隊の展開及びそれぞれの展開地域内に指定

された DoD 重要施設の防護の計画と調整を行う。DoD は、DIB CIKR に対する不測事態

対応軍事防護の手順を策定するとともに、合衆国法第 10 章又は第 32 章の下に、軍事省、

戦闘指揮所及び州兵の責任事項を明らかにする。戦闘指揮所は、合衆国外の DIB CIKR に

係る全ての防護計画について、該当する合衆国大使館と調整する。 

 

DIB セクターは、防護とレジリエンスに焦点を当てた 16 のリスク低減活動（RMA）を

行っている。RMA は、DIB CIKR セクター・パートナー、DIB SSA・GCC 若しくはメン

バー会社、DIB CIKR 所有者／経営者、又はセクター防護とレジリエンスに貢献する団体

が実施する活動である。これらの活動は、DIB セクター目標と目的の進捗状況を評価する

ための測定基準となる。 

 

5.5 モニタリング・プログラムの実施 

各実施活動に合わせた測定基準は、様々な RMA 活動の進捗状況をモニタするために利

用される。第 6 章では、これらのモニタリング活動の詳細を示す。表 5-1 は、2010 年の実

施計画に対するものである。 
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表 5-1：5つの DIB CIKR目標及び関連する実施活動に係る主要 RMA－2010実施計画 

RMA1：事業継続計画―CIKR 所有者／経営者は、彼らが所有

する資産及び重要サプライヤーと連携させた事業継続計画

を確立し、採用する。 

対象目標：1 

実 施 活 動  責 任 者  

1C1：DIB CIKR 所有者／経営者は、包括的かつ効果的な緊

急事態、災害及びビジネス継続に係る計画を策定し、維持

する。 

SCC 

1C3：DIB CIKR 所有者／経営者は、彼らが関係するサプラ

イヤーと連携させた事業／運用継続計画を策定する。 
SCC 

RMA2：CIKR資産の特定及び優先順位づけ―SSA は毎年、DIB 

CIKR リストを策定、調整及び承認するとともに、重要性の

変更について資産の所有者／経営者に通知する。 

対象目標：1 

実 施 活 動  責 任 者  

1A1：SSA は、DIB CIKR リストを策定、調整及び承認す

る。 
SSA 

1A2：SSA は、重要性の変更の影響を受ける DIB CIKR 所

有者／経営者に通知する。 
SSA 

RMA3：DCIP レジリエンス・ガイド及びベストプラクティス

－SSA は DCIP レジリエンス・ガイドの維持と伝達を行い、

所有者／経営者は「ベストプラクティス」一式を策定、共

有及び利用する。 

対象目標：2、4 

実 施 活 動  責 任 者  

2C1：SSA は、DIB セクター要求事項を含む包括的な防衛

重要インフラ・レジリエンス・ガイドの策定、出版及び維

持を行う。 

SSA 

2C2：DIB SCC は、GCC との共同により、物理的、人的及

びサイバーの脅威及び脆弱性の分野全体に及ぶリスク低減

対策の明確化、レビュー及び共有のためのベストプラクテ

ィス・ガイドを確立する。 

SSA/SCC 

4B4：SSA は、DIB SCC との共同により、リスク削減対策、

ベストプラクティス及び脆弱性に係る目録を作成し出版す

る。 

SSA/SCC 

RM4：依存性分析―CIKR パートナーは、共同作業により依

存性分析及び地域内依存性の特定を実施する。 
対象目標：1 

実 施 活 動  責 任 者  
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1D1：DIB CIKR 所有者／経営者は、リスクアセスメントに

より依存性を明らかにする。 
SCC 

1D2：DIB セクター・パートナーは、依存性分析及び識別

手法の展開を共同で行う。 
SCC 

RMA5：DIB資産地域情報共有：SSA は、所有者／経営者と共

同し、戦術脅威情報共有を容易にする地域ネットワークを

展開する。 

対象目標：１、4 

実 施 活 動  責任者 

1D3：DIB CIKR 所有者／経営者は、適切かつ商業上慎重を

要する方法で、SSA やその他のセクター・パートナーと依

存性情報及び低減策を共有する。 

SSA/SCC 

1E2：SSA は、地域脅威情報共有ネットワークの確立を支

援するため、法の執行機関及びカウンターインテリジェン

ス組織における軍事/防衛連絡先を明らかにする。 

SSA 

4B3：SSA は、その他の政府機関パートナーと共同し、意

識向上プログラムを実施する。このプログラムは、DIB 

CIKR 所有者／経営者が、連邦政府、州及び地域対応組織に

よるリスク削減活動支援プロセスと関連情報源に慣れ親し

ませるものである。 

SSA 

RMA6：DIBサイバーセキュリティ、保証及び防護―SSA は、

DIB 電子情報通信システム、ネットワーク及び制御システ

ム防護に係る標準やガイドラインの明確化、DIB CIKR を

含む情報の損失又は危殆化によるセンシティビティ・レベ

ル及び影響の明確化、並びに情報保証ガイダンスの出版を

行う。DIB CIKR 所有者／経営者は、企業標準や規定の採

用、訓練の実施、CIKR 情報のリスクアセスメント、及びリ

スク低減計画の策定を行う。DIB セクター・パートナーは、

ダイナミックな情報共有ネットワークで情報共有を行う手

法の開発と導入を行う。この情報共有ネットワークは、官

民パートナーに対し、適時に利用できる脅威情報の提供、

アセスメント及び警告を行うものである。 

対象目標：5 

実 施 活 動  責 任 者  

5A1：SSA は、DIB CIKR を含む情報の損失、改ざん又は

不正なアクセスに対し、そのセンシティビティ及び結果と

しての影響に係るポリシー及びガイダンスを提供するとと

もに、情報保証ガイダンスを出版する。 

SSA 
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5A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、SSA が特定した重要

な DIB 資産に係る CIKR 情報について、自己リスクアセス

メントを実施する。 

SCC 

5A3：DIB CIKR 所有者／経営者は、情報の保護に責任を有

する従業員に対する意識向上訓練を実施する。 
SCC 

5A4：DIB 所有者／経営者は、情報の保護に当たり、一般

に受け入れられている企業標準及び政府規制を特定の上採

用する。 

SCC 

5A5：DIB 所有者／経営者は、この情報に係るリスクを低

減するための計画を策定する。 
SCC 

5B1：SSA は、DIB 情報通信システム、ネットワーク及び

制御システムの保護に係る標準及びガイドラインを明らか

にする。 

SSA 

5B2：DIB 所有者／経営者は、これらシステム、ネットワ

ーク及び制御システムのリスクを低減するため、リスク下

にある情報に必要な防護レベルとつり合った情報保証標準

及びガイドラインを適用する。 

SCC 

5B3：DIB 所有者／経営者は、システムの防護責任を有す

る従業員に対する意識向上訓練を実施する。 
SCC 

5B4：DIB セクター・パートナーは、官民セクター・パー

トナーに対して適時かつ利用可能な脅威情報の提供、アセ

スメントの実施及び警告を行うため、包括的、複層化及び

ダイナミックな情報共有ネットワークにおいて情報共有を

行うための手法を開発し、導入する。 

SSA 

RMA7：DIBセクター・アウトリーチ活動―SSA は、セクター・

パートナーとの共同により、訓練及び教育戦略の確立、会

議及びセミナーの実施、並びに個々の CIKR 資産意識向上

支援訪問を行う。 

対象目標：2 

実 施 活 動  責 任 者  

2B1：SSA は、DIB GCC 及び SCC による包括的 DIB CIKR

訓練と教育戦略の策定を指導する。 
SSA/SCC 

2B2：SSA は、CIKR 所有者／経営者を対象にした DIB GCC

及び SCC が主催する防衛重要インフラ訓練会議、セミナー、

シンポジュウム及びワークショップを指導する。 

SSA 

2B3：SSA は、現地 DCIP 意識向上訓練を DIB CIKR サイ

トにおいて実施する。 
SSA 
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RMA8：プログラムの演習―CIKR 所有者／経営者及び SSA

は、緊急準備態勢及び重要能力信頼性の強化演習に参加す

る。 

対象目標：1 

実 施 活 動  責 任 者  

1C2：DIB CIKR 所有者／経営者及び SSA は、緊急準備態

勢及び重要能力信頼性の強化演習に参加する。 
SSA/SCC 

RMA9：インシデント報告及びインシデント対応情報共有－

SSA は、DHS と共同し、DIB 資産所有者／経営者に対して、

報告及び対応手段の情報フローを容易にする簡単かつ迅速

なインシデント・コミュニケーション・プロセスを提供す

る。 

対象目標：1 

実 施 活 動  責 任 者  

1E3：SSA は、DHS と共同し、DIB 資産所有者／経営者に

対して、報告及び対応手段の情報フローを容易にする簡単

かつ迅速なインシデント・コミュニケーション・プロセス

を提供する。 

SSA 

RMA10：情報共有要求作成―DIB CIKR パートナーは、情報

共有要求事項を共同で策定する。 
対象目標：2 

実 施 活 動  責 任 者  

2A1：DIB セクターCIKR パートナーは、情報共有要求事項

を共同で策定する。 
SSA/SCC 

RMA11：インサイダー脅威ガイダンスと適用―SCC 及び所有

者／経営者は、セキュリティ意識向上訓練を策定の上実施

する。これには、インサイダー脅威意識向上、並びに異常

な振る舞いに対する定期的適格性審査、識別及び報告に係

るシステム/手法の展開が含まれる。 

対象目標：3 

実 施 活 動  責 任 者  

3B1：DIB SCC は、インサイダー脅威の教育及び意識向上

訓練用のベースライン・ガイドを策定する。 
SCC 

3B2：DIB CIKR 所有者／経営者は、インサイダー脅威に関

し、新採用者に対するオリエンテーション、定期的訓練及

び継続的意識向上を実施する。 

SCC 

3B3：DIB CIKR 所有者／経営者は、従業員による不審なイ

ンサイダー脅威報告の手法と報告系統を確立する。 
SCC 

3B4：DIB CIKR 所有者／経営者は、従業員に対する定期的

な適格性審査を行うとともに、異常な振る舞いの有無を確
SCC 
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認する。 

RMA12：地域セキュリティ意識向上訓練―SCC は、セクター

全体にわたって実施する意識向上訓練、及び所有者／経営

者が資産レベルで実施する訓練に対し、参考文献及び標準

を伴う概要の策定を指導する。 

対象目標：2 

実 施 活 動  責 任 者  

2B4：DIB SCC は、セクター全体にわたって実施する意識

向上訓練について、参考文献及び標準を伴う概要を策定す

る。 

SCC 

2B5：DIB CIKR 所有者／経営者は、DIB 重要資産サイト

の従業員に対して、セキュリティ意識向上訓練計画を策定

の上実施する。 

SCC 

RMA13：ミッション保証アセスメント及びフォローアップ―

SSA は、CIKR パートナーと共同し、ミッション保証アセ

スメント・スケジュールを作成の上実施する。所有者／経

営者は、フォローアップと一年後の実施報告書作成に参加

する。 

対象目標：1、4 

実 施 活 動  責 任 者  

1B2：SSA は、DIB 所有者／経営者とアセスメント計画を

調整するとともに、予算を計上の上、年次ミッション保証

アセスメントを実施する。 

SSA 

4B2：DIB CIKR 所有者／経営者は毎年、ミッション保証ア

セスメントの 1 年間フォローアップ・レビューに参加する。 
SCC 

RMA14：従業員適格性審査ガイダンスと適用―SSA は、DIB

パートナーと共同し、従業員適格性審査及びアクセス制御

ガイダンス文書を出版する。所有者／経営者は、このガイ

ダンスを CIKR 施設に適用する。 

対象目標：3 

実 施 活 動  責 任 者  

3A1：SSA は、DIB セクター・パートナーと共同し、従業

員適格性審査及びアクセス制御ガイダンスを出版する。 
SSA/SCC 

3A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、最低限、従業員適格性

審査及びアクセス制御ガイダンスを適用する。 
SSA/SCC 

RMA15：リスク対応計画の立案と実施―CIKR 所有者／経営

者は、アセスメントに基づくリスク対応及び低減計画を立

案するとともに、このような活動に対する予算を計上する。 

対象目標：1、4 

実 施 活 動  責 任 者  
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1C4：DIB CIKR 所有者／経営者は、脆弱性を除去するとと

もにリスクが及ぼす影響を受け入れ可能なレベルに削減す

るため、低減処置計画を立案の上実施する。 

SCC 

1C5：SSA は、おびただしい数のプログラム及びリスク削

減に対して DIB CIKR 所有者／経営者の誰もが対処するこ

とができないセクターに係る脆弱性について、脆弱性及び

受け入れがたいレベルのリスク除去のための低減処置計画

を立案の上、実施する。 

SSA 

4B1：DIB CIKR 所有者／経営者は、既知の脅威及び脆弱性

に対応するための選択肢を策定する。 
SCC 

4C1：DIB CIKR 所有者／経営者は、リスク対応資源要求事

項を彼らの年次予算要求策定プロセスに盛り込む。 
SCC 

4C2：DIB CIKR 所有者／経営者は、彼らの施設に対する物

理的損害／破壊リスク削減のため、演習参加から得られた

教訓を適用する。 

SCC 

RMA16：自己アセスメント・ツール―SSA は、CIKR パート

ナーによるリスク自己アセスメント・ツールの開発を指導

する。 

対象目標：1、4 

実 施 活 動  責 任 者  

1B1：SSA は、CIKR 所有者／経営者と共同し、リスク自己

アセスメント・ツールを開発の上実施する。 
SSA/SCC 

4A1：SSA は、GCC 及び SCC による企業ベストプラクテ

ィス、標準、及び規制／法律上の要求事項に基づく共通ア

セスメント手法の確立を指導する 

SSA 

4A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、彼らの事業継続計画立

案の一部として、DIB 重要資産に対する計画立案、予算計

上、及び自己アセスメントの確立を行う。 

SCC 
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6 有効性の測定 

 

本章は、CIKR 防護とレジリエンスの継続的改善を支援するため、DIB パートナーシッ

プによる RMA の有効性の測定方法について述べる。DIB セクターは、より広いセクター

目標の進捗評価を支援するため、測定基準に係るフィードバック（意見や反応）をまとめ

ている。例えば、DoD は、自発的な重要インフラ防護ミッション保証アセスメント

（CIP-MAA）及び意識向上支援訪問を実施しているが、それにより CIKR 所有者／経営

者からの情報の評価と収集の機会を得ている。これらのプログラムを通じて収集されたデ

ータは累計され、より良い防護とレジリエンス対策を目指すためのギャップと傾向を明ら

かにしている。DIB パートナーシップは、CIKR 優先順位を首尾一貫して反映するととも

に環境の変化への柔軟な対応を維持しつつ、リスク戦略の優先順位づけによる低減活動の

改善に取り組んでいる。 

 

性能と成果の測定基準は、DoD 及び DIB による説明責任の確立、実際の性能の文書化、

問題の診断の容易化、効果的なマネジメントの促進、意思決定、及び DIB パートナーシッ

プ上級意思決定者へのフィードバックの提供を可能とするものである。これらの測定基準

は、DIB セクターの目標と目的に整合するとともに、成果測定基準に対する記述的及び出

力データから進化したものである。2000 年の DIB セクター年次報告（SAR）には、最初

の DIB 測定基準報告が含まれている。DIB GCC 及び SCC は、それぞれ独立のレビュー

を実施後、特定のリスク低減活動（RMA）に対する進捗をまとめて報告した。このことは、

セクター自身による有効性と計画改善の測定を可能とするものである。 

 

サイバーの最も重要な部分 

サイバーセキュリティは、DIB セクターの目標、目的、実施活動及び測定基準支援の一

部である。調査結果は、将来のサイバー活動に指針を与えるものである。 

 

DIB 測定基準の策定プロセスは、セクターの目標、目的及び実施活動に対応し、かつ、

合意が得られた明確な測定基準を策定するため、民間セクター、商業団体及び政府機関か

らの当該分野の専門家が参集して開始された。これらの測定基準は、DIB GCC-SCC パー

トナーシップが成熟するにつれ、及び計画と期待を全体的に正しく見る能力が明らかにな

るにつれ、進化し続けている。GCC 及び SCC は、測定基準に対する年次レビューを通じ、

測定基準のレビュー、モニタリング、更新及び承認を行う。 

 

サイバーセキュリティは、この測定基準の策定、分析及び報告プロセスに含まれている。

関連するサイバー成果の測定基準は、2007 年 10 月の会計検査院（GAO）報告2及び現 DHS 

                                                   
2 GAO は 2007 年、各 NIPP SSP を分析し同年 10 月、2007 年版 SSP のサイバー懸念事項の範囲を評価
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SSP に合致したセクター目標 5 及び RMA6 に示されている。この測定基準は、表 6-1 に

示すように、主として目標 5 を支援するものである。サイバー測定基準は、サイバーセキ

ュリティ実施活動に対する有効性を測定するものである。 

 

2010-2011 を対象に計画されたサイバー測定基準は、セクターを横断する活動を一つに

まとめたものである。活動の中には、広範な NIPP CIKR 構造（例：SSA、GCC、SCC）

の下に、セクター全般に直接及ぶものもある。その他の活動は特定の枠組みの下で、DoD

及び DoD と双務協定を締結した秘密区分指定情報取扱適格証を持つ防衛契約者（CDC）

の資格を有する企業が、信頼されたプロセス・ベースのパートナーシップを介して脅威情

報を共有している。どちらの場合にせよ、測定基準が確立され、有効性（又はギャップ）

を決定するとともに、サイバーセキュリティ・リスク低減の明確化と優先順位づけを支援

している。 

 

DIB セクター・パートナーは、この測定基準に対する洗練と情報の収集、及び報告情報

収集アプローチの簡素化に向けた進展を継続している。このプロセスは、測定基準を次に

示す 2 つのカテゴリに大別している。 

 

 国家調整者進展指標：これらは、NIPP 及び SSP 関連活動を支援する国土安全保障

省・インフラ防護局（DHS/IP）の活動を示すものである。 

 セクター・プログラム指標：これらは、セクター内の RMA の有効性だけでなく、

セクター活動の進展を測定するものである。 

 

2010 年版 DIB SSP は、包括的かつ GCC と SCC 間で調整・統合された目標、目的、実

施活動、RMA 及び測定基準を実行するものであり、最大限の成功達成のための手段を明

らかにしたものである。 

 

6.1 有効性測定のプロセス 

DIB GCC 及び SCC は、DIB セクター測定基準の策定、実証及び改訂に対する共同責任

を持つ。DoD は、DIB セクター測定基準の記録、及びセクター年次報告（SAR）による

DHS への年次報告を行う。 

 

CIKR 防護の進展測定に利用される主要な指標は、首尾よく完遂した重要インフラ防護

―ミッション保証アセスメント（CIP-MAA）及び意識向上支援訪問の数である。2009 年

度における総数は、それぞれ 144 及び 52 である。現在提案されたスケジュールには、2013

                                                                                                                                                     
の上報告書を出版した。DHS は、3 年ごとの SSP 改定及び再出版においてガイダンスを示し、2010 年

版の SSP に、セクター・インフラのサイバー要素を具体的に示すとともに、当該セクターにおけるサイ

バーセキュリティ維持強化活動を示すべきとした。 
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年までに目標を達成するため、依存性分析への強化を継続しつつ、年間約 25～30 の

CIP-MAA が含まれている。 

 

DoD は、自動アセスメント・ツールの開発により CIP-MAA 能力の改善を行い、効率性

を高めるとともに、企業及び DoD 両者による傾向把握のための関連データの抽出ができ

るようにする。DIB SSA は、DIB CIKR 所有者／経営者と連携し、戦術脅威情報共有を容

易にする地域ネットワークの開発を行う。DIB GCC 及び SCC は共同し、RMA10 に述べ

たように、サイバー関連災害を含む全災害環境下における情報共有の要求事項を明らかに

する。DIB パートナーシップは上記の他、次に示すようないくつかの活動を実施する。 

 

 DIB SSA 及び SCC は、DIB 所有者／経営者が参加する 2010 年及び 2011 年の国

家レベル演習計画の立案に参加する。 

 DIB CIP 2010 会議を開催する。 

 DIB SSA 及び SCC は、リスク削減活動支援に関連する連邦政府、州及び地方の対

応機構、プロセス及び資源に、CIKR 所有者／経営者を慣れ親しませるため、2010

年と 2011 年に意識向上プログラムを実施する。 

 

DoD 及び DIB GCC と SCC は、2010 年版 SAR おける測定基準の報告を支援するため、

DIB セクター固有の測定基準の展開及びデータ収集のアプローチを策定する。このアプロ

ーチは、DIB への目標、目的及び測定基準に係る情報の提供方法、データの報告、収集及

びアセスメントの実施方法、並びに測定基準の展開及び完遂に対し誰が測定基準及び予定

を追跡するかを明確にするものである。セクターは、重要インフラ・パートナーシップ諮

問委員会（CIPAC）会議において、２年ごとの成果測定基準レビューを実施するとともに、

CIKRパートナーによる重要DIB資産防護に対するセクターとしての成果の達成度を決定

する。 

 

6.1.1 セクター進捗状況の測定プロセス 

DIB セクターCIKR パートナーは、セクター防護の実施とレジリエンス目標に直接係る

測定基準一式を策定した。この測定基準は 2010 年版 SAR に掲載された。CIKR 所有者と

経営者は次の年を通じ、防護プログラムとレジリエンス戦略の導入進捗状況を測定するた

め、SCC を介し 43 の成果に基づく測定基準を追跡する。さらに、SSA は、DIB CIKR コ

ミュニティにおけるサイバーセキュリティ脅威及びインシデント報告のますますの増加に

応え、DoD DIB CS/IA プログラムの支援を含め、SCC とともに RMA６の実施及び RMA

６の有効性測定のための測定基準を適用している。DIB SSA は、現在進行中のイニシアチ

ブの調整、及び信頼された環境下における CIKR 所有者／経営者との適時な情報共有を行

う政府の脅威検知とアセスメント能力のてこ入れを継続している。 
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6.1.2 情報収集と検証 

DIB GCC は、DIB SCC との共同作業により、中核となる DIB セクター測定基準に対

して、その進捗データのアセスメントと検証を継続している。DIB GCC 及び SCC は、第

５章の RMA 表で明らかにされた具体的な測定基準を支援するため、収集データの編集及

び分析を行っている。 

 

DIB SCC は出版に先立ち、全ての DIB セクター・データ要求を承認する。DIB SSA は

DHS への SAR 作成を支援するため、報告ニーズを支援する制御されたアクセスで、かつ、

ウェブ利用可能のサーバーが展開されるまでの間、少なくとも毎年一回はデータを要求す

る。DIB 資産所有者／経営者やその他の CIKR パートナーはウェブ機能が利用可能となっ

た場合、必要に応じデータの投稿及び検索を行う。DIB GCC 及び SCC は、保護を要する

データの防護に必要なアクセス権限を共同で決定する。 

 

GCC 及び SCC は毎年、NIPP が求める測定基準に基づいた進捗状況報告を行う SAR を

支援するため、彼らが測定する目標、目的及び実施活動の進捗状況は無論のこと、測定基

準に対する有効性アセスメントを実施する。GCC 及び SCC の両者とも、所有者／経営者

によるデータ提出の評価を実施するとともに、DoD ウェブ収集サイト上の所有者／経営者

による測定基準データの投稿状況をモニタする。DIB SSA は、セクター固有の目標及び目

的に資する規定に従い、契約成果をモニタする。 

 

6.1.3 報告 

DIB セクターは、次を対象とした DHS 指導の国家年次報告プロセスに参加する。 

 

 国家の DIB に係る CIP 目標にマッピングされた、セクター全体の進捗報告を提供

する SAR 

 首尾よく進捗した DIB セクター・プログラム及びイニシアチブの実施から学んだベ

ストプラクティス 

 

6.2 継続的改善のための測定基準の利用 

DIB セクターCIKR 防護／レジリエンス目標及び関連する成果基準は、継続して洗練さ

れ、さらなる進捗への手引きとなる。測定基準プログラムの結果は、スコアカード（得点

表）を利用することで、DIB セクターに対する最も確実な健全性アセスメントの実施が可

能となる。GCC 及び SCC が共同で実施するこれらスコアカード成果アセスメントには、

当該年の DIB セクターのステークフォルダからの測定基準情報及びその後の分析結果の

収集が必要となる。最初の年次スコアカード・レビューは 2010 年、DHS に対する DIB SAR
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報告結果を基に行われた。この報告は、セクター・レジリエンス改善を目的として、すで

にセクターによって講じられた処置の有効性決定に利用されるとともに、リスク削減のた

めのさらなる処置の明確化につながるものである。2010 年の成果アセスメントは将来、セ

クターが如何に効果的に運用しているかを測定するためのベースラインとなる。 

 

DIBセクター成果測定システム 

スコアカード：スコアカードは、セクター成果のレビューと評価を行うため、各 RMA、実

施活動、目的及び目標に対して展開される。 

測定基準：測定基準は、DIB セクター・パートナーの進捗状況を示すとともに、計画の改

定に利用される。 

■＞75％達成＝緑 

■75％～25％達成＝黄色 

■＜25％達成＝赤 

■未着手＝黒 

年次レビュー：情報は徹底的な自己評価スコアカードから収集され、進捗声明は DIB セク

ター・パートナーによって明らかにされ、そしてレビューと評価は毎年 3 月～4 月の間に

GCC と SCC によって実施される。自己評価は、現状、是正処置及び計画改定の必要性を

決定する。各目標に対する要約レベルの評価は、GCC と SCC によって実施される。RMA

評価結果の要約が DHS に報告される。 

要約レベル評価要求事項： 

 対応の記述 

 進捗状況 

 

 

表 6-1：実施活動と成果測定基準 

実 施 活 動 成果測定基準  

1A1：SSA は、DIB CIKR リストを策定、調

整及び承認する。 

1A1A：SSA 毎年は、重要資産リスト（CAL）

作成のため、軍事省、国防機関及び DIB か

らの重要資産指名を懇請する。 

1A1B：SSA は、SAR プロセスの一環として、

SCC と共に CAL のレビュー、更新及び調整

を実施する。 

1A1C：SSA は、DIB CIKR 指定を促進する

ため、DIB に対し資産、システム及びネット

ワークの指定を奨励する。 

1A1D：SSA は、自動資産識別メカニズムを
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実 施 活 動 成果測定基準  

導入する。 

1A2：SSA は、重要性の変更について、関係

する DIB CIKR 所有者／経営者に通知する。 

1A2A：SSA は、CAL 年次更新承認後 30 日

以内に、DIB CIKR 所有者／経営者に通知書

を交付する。 

1A2B：SSA は、CAL に追加された秘密区分

指定情報取扱適格証を持たない DIB CIKR

所有者／経営者に対し、CAL 承認後 30 日以

内に秘密区分指定情報取扱適格証の取得を

求める。 

1B1：SSA は、CIKR 所有者／経営者と共同

し、自己リスクアセスメント・ツールの開発

と導入を行う。 

1B1A：SSA と SCC は、リスクアセスメン

ト・ツールに対する最小要求事項一式に合意

する。 

1B1B：GCC と SCC は、受け入れ可能なリ

スクアセスメント・ツール作成に責任を有す

る特定のデベロッパー／調達者の確保に合

意する。 

1B2：SSA は毎年、DIB 所有者／経営者と

共にミッション保証アセスメント（MAA）

の実施について調整し、予算を計上の上アセ

スメントを遂行する。 

1B2A：SSA は、MAA について DIB 所有者

／経営者と調整する。 

1B2B：アセスメントの結果は、計画された

数値を満たすか又は超えている。 

1C1：DIB CIKR 所有者／経営者は、包括的

かつ効果的な緊急事態対応、災害対応及び事

業継続の計画を策定する。 

1C1A：DIB CIKR 所有者／経営者は、彼ら

の計画策定が承認された標準（例：ISO/PAS 

22399）に従っていることを認めている。 

1C2：DIB CIKR 所有者／経営者と SSA は

演習に参加し、緊急事態対応準備態勢及び重

要な能力の信頼性を強化する。 

1C2A：DIB CIKR サイトは毎年、計画を実

行するとともに、教訓やその他明らかとなっ

た改善処置を導入する。実際の緊急事態事象

は首尾よく低減され、また、要求事項が満足

されている。 

1C3：DIB CIKR 所有者／経営者は、彼らの

サプライヤーと連携させた事業／運用継続

計画を策定する。 

1C3A：DIB CIKR サイトは、主要なサプラ

イヤーとの事業／運用継続計画の策定と演

習実施について報告する。 

1C4：DIB CIKR 所有者／経営者は、脆弱性

の低減及び受け入れがたいレベルのリスク

の削減のための計画を立案の上実行する。 

1C4A：DIB CIKR サイトは、低減の選択肢

（例：重要なサプライヤーの代替源の特定、

又は代替源が存在しない場合の備蓄冗長能

力）を報告する 
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1C4B：DIB CIKR 所有者／経営者は、実施

したリスク低減処置の数と特徴を報告する。 

1C5：SSA は、いずれの DIB CIKR 所有者

／経営者もリスク削減することができなか

った多くのプログラムやセクターに係る脆

弱性について、脆弱性と受け入れがたいレベ

ルのリスク除去のための低減活動計画を立

案の上実施する。 

1C5A：SSA は、重要プログラムに対する相

互依存性を特定する。 

1C5B：SSA は、特定された相互依存性に係

る受け入れがたいレベルのリスクを明らか

にする。 

1C5C：SSA は、受け入れがたいリスクを低

減するための計画の数を報告する。 

1D1：DIB CIKR 所有者／経営者は、リスク

アセスメント・プロセスの実施により依存性

を特定する。 

1D1A：リスクアセスメント・プロセスによ

る依存性を特定の上、報告した DIB パート

ナーの数。成果測定基準は報告の％値であ

る。 

1D2：DIB セクター・パートナーは共同で、

依存性分析及び特定手法を策定する。 

1D2A：DIB SCC は会議を開催し、DIB パ

ートナーによる依存性特定手法及び戦略的

ビジネス・レジリエンス戦略の策定を行う。 

1D2B：DIB パートナーは SSA を支援し、

さらなる分析を求める主要な重要依存性を

特定する。成果測定基準は参加％値である。 

1D3：DIB CIKR 所有者／経営者は、適切か

つ商業上の注意を払う要領で、SSA や他の

セクター・パートナーと依存性情報及び低減

対策を共有する。 

1D3A：SSA は、主要な DIB インフラの依

存性及びその低減対策について、保護された

重要インフラ情報（PCII）の分類に含める

ことを PCII プログラム・オフィスに保証さ

せる。 

1D3B：DIB SCC 及び GCC 情報共有分科会

は、PCII プログラム・オフィスが命じた防

護に従った情報共有プロセスを開発する。 

1E2：SSA は、地域の脅威情報ネットワーク

の確立を支援するため、法の執行機関及びカ

ウンターインテリジェンス組織における適

切な軍事／防衛連絡先を明らかにする。 

1E2A：SSA は連絡先リストを策定する。 

1E3：SSA は DHS と共同し、DIB 資産所有

者／経営者に対し、インシデント報告及びイ

ンシデント対応のための資源情報フローを

容易にする簡単かつ迅速なインシデント伝

1E3A：効果的な双方向情報共有能力を促進

するため、DoD/DHS/DIB CIKR 能力が提供

された。 

1E3B：SSA 脅威情報共有に関して明らかに
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達プロセスを提供する。 された障害が解決され、DIB のインシデント

報告と対応を支援する DIB CIKR 所有者／

経営者との情報共有が可能である。 

2A1：DIB セクター・パートナーは、共同で

情報共有要求事項を策定する。 

2A1A：GCC と SCC は、重要インフラ・パ

ートナーシップ諮問委員会（CIPAC）の庇護

の下に、情報共有の要求事項、取扱及び交換

手順を策定する常設委員会を確立する。 

2A1B：GCC と SCC は、情報共有要求事項

文書を承認する。 

2B1：SSA は DIB GCC と SCC を指導し、

包括的な CIKR 訓練及び教育戦略を策定の

上出版する。 

2B1A：SSA と SCC は、同意に基づいたセ

キュリティ意識向上教育及び訓練要求事項

を策定する。 

2B1B：SSA は、同意事項に基づいた要求事

項に対応したセキュリティ意識向上訓練及

び教育を展開する。 

2B2：SSA は、CIKR 所有者／経営者に対し

て DIB GCC と SCC が開催する防衛重要イ

ンフラ訓練会議、セミナー、シンポジュウム

及びワークショップを指導する。 

2B2A：SSA は、年次訓練及び関連会議を開

催する。 

2B3：SSA は、DIB CIKR サイトにおいて現

地 DCIP 意識向上訓練を実施する。 

2B3A：SSA は、重要な DIB サイトにおい

て年次セキュリティ意識向上訓練を実施す

る。 

2B4：DIB SCC は、セクター全体に及ぶ意

識向上訓練のため、参考文献と標準を添付し

た要綱を策定する。 

2B4A：DIB SCC は、参考文献と標準に対す

る最新版を出版する。 

2B5：DIB CIKR 所有者／経営者は、重要な

資産を取り扱う従業員に対し、当該地域内の

セキュリティ意識向上訓練計画を策定の上

実施する。 

2B5A：DIB サイトは毎年、当該地域内向け

のセキュリティ意識向上訓練を実施する。 

2C1：SSA は、DIB セクター要求事項を含

む包括的な防衛重要インフラ・レジリエン

ス・ガイドの策定、出版及び維持を行う。 

2C1A：SSA は、防衛重要インフラ・レジリ 

エンス・ガイドを出版する。 

2C1B：SSA は、DIB セクターが実施したア

セスメント情報を収集し、防衛重要インフ

ラ・レジリエンス・ガイドの最新版に採り入

れる。 
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2C2：DIB SCC は GCC と共同で、物理的、

人的、及びサイバー脅威と脆弱性に対する低

減対策の具体化、レビュー及び共有のための

ベストプラクティスを確立する。 

2C2A：SCC は毎年、ベストプラクティス・

ガイドを出版する。これには、サニタイズさ

れた（機密事項が削除された）CIP-MAA 結

果と所有者／経営者による自己アセスメン

ト結果が含まれる。 

3A1：SSA は DIB セクター・パートナーと

共同し、従業員適格性審査及びアクセス制御

ガイダンス文書を出版する。 

3A1A：GCC と SCC は、精査された従業員

適格性審査プロセスを出版し、重要 DIB 資

産所有者／経営者に配布する。 

3A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、最低限、

従業員適格性審査及びアクセス制御ガイダ

ンスを適用する。 

3A2A：自己アセスメント及び CIP-MAA プ

ロセスは、DIB 所有者／経営者の従業員適格

性審査ガイダンスが最小限度の受け入れ可

能な標準／ベストプラクティスに一致して

いるかを評価する。 

3A2B：DIB 所有者／経営者は、従業員適格

性審査及びアクセス制御ガイダンスを適用

していることを報告する。 

3B1：DIB SCC は、インサイダー脅威教育

及び意識向上訓練を対象としたベースライ

ン・ガイドを策定する。 

3B1A：SCC は、インフラ・インサイダー脅

威意識向上ガイドを精査の上配布している。 

3B2：DIB CIKR 所有者／経営者は、新規採

用者オリエンテーション、定期的訓練、及び

インサイダーに係る継続した意識向上を行

っている。 

3B2A：DIB 所有者／経営者は、新規採用者

に対するオリエンテーションの実施を報告

する。 

3B2B：DIB 所有者／経営者は、定期的訓練

及びインサイダーに係る継続した意識向上

の実施を報告する。 

3B3：DIB CIKR 所有者／経営者は、従業員

による不審なインサイダー脅威を報告する

ための手法と伝達経路を確立する。 

3B3A：自己アセスメント及び CIP-MAA プ

ロセスは、DIB 所有者／経営者による従業員

のインサイダー脅威報告プロセスが最小限

度の受け入れ可能な標準/ベストプラクティ

スに従っているかを評価する。 

3B3B：DIB 所有者／経営者は、従業員によ

る不審なインサイダー脅威報告プロセスを

確立したことを報告する。 

3B4：DIB CIKR 所有者／経営者は、定期的

な従業員適格性審査プログラムを策定の上

3B4A：自己アセスメントと CIP-MAA プロ

セスは、DIB 所有者／経営者による従業員コ
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実施するとともに、異常の行動を明らかにす

る。 

ンプライアンス／行動モニタリング・プロセ

スが、最小限度の受け入れ可能な標準／ベス

トプラクティスに一致していることを評価

する。 

3B4B：DIB 所有者／経営者は、定期的な従

業員適格性審査プログラムを実施し、異常な

行動を明らかにしていることを報告する。 

4A1：SSA は、GCC 及び SCC による企業ベ

ストプラクティス、標準及び規制／法律の要

求事項に基づく共通アセスメント手法の確

立を指導する。 

4A1A：SSA は、共通アセスメント手法を出

版する。 

4A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、事業継

続計画立案作業の一部として、DIB 重要資産

に対する自己アセスメントの計画立案、予算

の計上及び達成を行う。 

4A2A：DIB 所有者／経営者は、自己アセス

メントの完了を報告する。 

4B1：DIB CIKR 所有者／経営者は、既知脅

威と脆弱性への対応のための選択肢を策定

する。 

4B1A：DIB 所有者／経営者は、自己アセス

メント又は外部アセスメントの結果に基づ

く対応選択肢を策定したことを報告する。成

果基準は、合計の％値である。 

4B2：DIB CIKR 所有者／経営者は毎年、

MAA に対する年間フォローアップ・レビュ

ーに参加する。 

4B2A：外部アセスメントを受けた DIB 

CIKR サイトは、実施したリスク対応選択肢

を報告する。 

4B3：SSA は、他の政府機関パートナーと共

同し、DIB CIKR 所有者／経営者がサイトの

リスク削減活動に関連する連邦政府、州及び

地域の緊急対応者の組織、プロセス及び資源

を熟知するための意識向上プログラムを実

施する。 

4B3A：DIB CIKR サイトは、リスク削減の

ための組織、プロセス及び資源への熟知につ

いて報告する。 

4B4：SSA は DIB SCC と共同し、リスク削

減対策、ベストプラクティス及び脆弱性目録

を作成の上出版する。 

4B4A：ベストプラクティス解説が出版され

た。 

4C1：DIB CIKR 所有者／経営者は、リスク

対応活動資源要求事項を年次予算策定プロ

セスに組み入れる。 

4CA1：所有者／経営者は、リスク対応活動

資源要求事項に対する予算が適切に計上さ

れたことを報告する。 

4C2：DIB CIKR 所有者／経営者は、施設に 4C2A：所有者／経営者は、リスク削減のた
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対する物理的損害／破壊リスクを削減する

ため、演習参加からの教訓を適用する。 

めの全体計画に、演習で得られた教訓が適切

に適用されていることを報告する。 

5A1：SSA は、DIB CIKR に係る情報の損失、

改ざん又は不正アクセスについて、保護を要

するレベル及びその結果の影響に係るポリ

シー及びガイダンスを提供するとともに、情

報保証ガイダンスを出版する。 

5A1A：SSA は、DoD が確立した非秘密区分

指定情報統制枠組み実施のためのマイルス

トーンを国立公文書館及び DoD に記録保管

する。 

測定基準は、YES 又は NO である。 

5A2：DIB CIKR 所有者／経営者は、SSA に

よって識別された重要 DIB 資産に係る

CIKR 情報のリスクについて自己アセスメ

ントを実施する。 

5A2A：DIB 所有者／経営者は、一般に受け

入れられる企業標準、ガイドライン及びベス

トプラクティス（例：ISO、連邦政府情報処

理標準（FIPS）、国家標準技術院標準

（NIST）、サービス・プロバイダー）を利用

し、自己アセスメントを実施したことを報告

する。成果測定基準は、合計の％値である。 

5A2C：DIB 所有者／経営者は、アセスメン

トが実施された脆弱性に対し、所有者が定義

した受け入れ可能なレベルまでリスクを低

減したことを報告する。 

5A3：DIB CIKR 所有者／経営者は、情報保

護の責任を持つ従業員に対し、意識向上訓練

を実施する。 

5A3A：DIB 所有者／経営者は、情報保護に

責任を持つ従業員が年次セキュリティ意識

向上訓練を受けた％値を報告する。 

5A4：DIB CIKR 所有者／経営者は、情報保

護のため、一般的に受け入れられる企業標準

を採用する。 

5A4A：DIB 所有者／経営者は、DoD 情報の

保護のため、企業標準、ガイドライン、ベス

トプラクティス（例：ISO、FIPS、NIST、

サービス・プロバイダー）、及び関連する情

報セキュリティ・プログラムの採用を報告す

る。 

5A5：DIB 所有者／経営者は、この情報に係

るリスク低減のための計画を策定する。 

5A5A：DIB 所有者／経営者は、自己アセス

メント・プロセスにより明らかにした高及び

中のリスクに対する低減計画を持っている

ことを報告する。 

5B1：SSA は、DIB 電子情報並びに通信シ

ステム、ネットワーク及び制御システムの保

護のための標準及びガイドラインを明らか

にする。 

5B1A：DoD の調達及び契約ポリシーには、

DoD 非秘密区分指定のシステム又はネット

ワーク上に存在又はネットワーク上を通過

する一般公開できない非秘密区分指定 DoD
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情報の保護のため、要求事項及びガイダンス

が含まれている。 

測定基準は、YES 又は NO である。 

5B2：DIB 所有者／経営者は、これらシステ

ム、ネットワーク及び制御システムに係るリ

スク低減のため、リスク状態にある情報の保

護ニーズ・レベルにつりあった情報保証標準

及びガイドラインを適用する。 

5B2A：DIB 所有者／経営者は、システム、

ネットワーク及び制御システムの保護のた

め、企業標準、ガイドライン、ベストプラク

ティス（例：ISO、FIPS、NIST、サービス・

プロバイダー）、及び関連する情報セキュリ

ティ・プログラムの採用を報告する。 

対応は、％値で示す。 

5B3：DIB 所有者／経営者は、これらシステ

ム、ネットワーク及び制御システムに責任を

持つ従業員に対し、意識向上訓練を実施す

る。 

5B3A：DIB 所有者／経営者は、システム、

ネットワーク及び制御システムに責任を持

つ従業員に対する年次セキュリティ意識向

上訓練の実施を報告する。 

対応は、％値で示す。 

5B4：DIB セクター・パートナーは、官民両

セクター・パートナーに対する適時かつ利用

可能な脅威情報、アセスメント及び警告を提

供するため、包括的かつ複数層のダイナミッ

クなネットワークにおける情報共有のため

の手法を開発の上実施する。 

5B4A：DoD は、DIB メンバーとの連携に係

る枠組み合意に基づき、パートナー間の非秘

密区分指定及び秘密区分指定の脅威情報の

共有、DIB パートナーによるインシデント報

告、並びに必要に応じ、サイバー侵入損害ア

セスメントの共同実施を開始する。 

5B4B：DoD と参加 DIB パートナー間にお

ける秘密区分指定脅威情報伝達のため、セキ

ュアな電子的手段が確立される。 

5B4C：DIB 所有者／経営者は、政府が提供

した情報が DIB システム、ネットワーク及

び制御システムのリスク低減に対して適時

かつ利用可能であると報告する。 

測定基準は、YES 又は NO である。 
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7 CIKR防護研究開発 

 

7.1 セクターR&Dの概観 

DIB は、完全に運用可能な研究開発（R&D）計画が、脅威の特定、リスクと脆弱性のア

セスメントのための技術の明確化と開発の手段であるとともに、当セクターのレジリエン

スと防護態勢を強化するものであると認識している。DIB は 2007 年以来、DIB セクター

R&D 計画の策定に向けた要求事項の作成、プロセスの評価、及び計画を練ってきた。SSA

は近い将来、DoD やその他の SSA 及び所有者／経営者と共同し、DIB セクターに焦点を

当てた計画を策定する。このアプローチは、有益な R&D 分野の特定、現在進行中のイニ

シアチブの特定とてこ入れ、及び DIB セクターと整合する新 R&D イニシアチブの擁護を

可能にするものである。 

 

国家重要インフラ防護研究開発（NCIP R&D）計画は、HSPD-7 の要求に応え 2004 年、

最初に策定・承認された。この計画は NIPP に対する姉妹文書である。NCIP R&D 計画に

指針を与える国家戦略には、国土安全保障国家戦略、重要インフラと主要インフラに対す

る物理的防護国家戦略、及びセキュア・サイバースペース国家戦略が含まれる。 

 

サイバーの最も重要な部分 

DoD DIB CS/IA プログラムは、技術的解決策、ネットワーク・アーキテクチャー、及び

関連する諸問題を調査し、DIB システム及びネットワーク上の重要な非秘密区分指定情報

の保護を支援する。この件は、プログラムの作業グループにより、ある程度達成される。 

 

国土安全保障省科学技術局（DHS S&T）は、連邦政府機関間の R&D コミュニティと連

携の上、NCIP R&D 計画の年次更新に対する責任を有する。DHS は、国家科学技術諮問

会議のインフラ分科会（ISC）を通じて、同計画に係る調整を実施する。同計画の主たる

目的は、NIPP の履行を可能とする全ての R&D カテゴリを調べ、インフラのセキュリテ

ィとレジリエンスを強化することである。さらに、同分科会は、複数のセクターに関係す

るカテゴリに注目する。 

 

NCIP R&D 計画は、インフラ所有者／経営者、企業代表者、学界及び政府責任者の関心

事を反映する 9 件のテーマに焦点を当てる。各テーマは、物理的及びサイバーの R&D に

取り組むものである。この計画の目標は、各 CIKR セクターが個々のセクター・ニーズ向

けのプロジェクトを後援するのではなく、個々のセクターの特定のニーズにカスタマイズ

できる共通のセクター横断の解決策を開発することである。9 件の技術テーマは次のとお

りである。 
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 検知及びセンサー・システム 

 防護及び予防 

 エントリー及びアクセス・ポータル 

 インサイダー脅威 

 分析及び意思決定支援システム 

 対応、回復及び再構築 

 新及び新興の脅威及び脆弱性 

 先進インフラ・アーキテクチャー及びシステム設計 

 人的及び社会的諸問題 

 

国家 CIKR 防護年次報告（NAR）は、HSPD-7 及び NIPP において確立された要求事項

に基づくものであるが、SSP や SAR に記載されている情報に基づいた実質的な入力が盛

り込まれている。また、NAR は、セクターが策定した R&D の目標及び目的を達成するた

めの実施事項を明らかにするとともに、関連する R&D 活動の進捗状況を報告する。同実

施事項は、運用上の及び短期の能力ギャップに焦点を当てるものであり、有意義なリスク

削減のための入手可能で効果的な解決策と知識向上を提供する。NCIP R&D 計画は、セク

ターの要求事項を調べ、変容しかつ長期に及ぶ研究を特定の上、基本的な問題及びより長

期の伸縮性のある目標の明確化、並びにそれら目標達成に向けた進捗を確実なものとする。 

 

NIPP R&D 要求事項プロセスは、DHS IP と DHS S&T の枠組みであり、CIKR セクタ

ー要求事項と能力ギャップの収集、検証及び優先順位づけ、並びに CIKR の防護とレジリ

エンス・ミッション履行のための解決策の策定を行う。DHS は 2008 年 9 月、2007 年と

2008 年に実施の R&D 活動を引証した年次報告書を公表した。 

 

2008 年版の DIB SAR は、NIPP 要求事項運営グループが報告した 3 件の主要調査結果

を対象とした。第一の主要調査結果は、広範囲に及ぶマッピング・プロセスに係るもので

ある。このプロセスは、ほとんどのセクターが明らかにした能力ギャップが、DHS S&T

内の既存又は計画されたセクターR&D プロジェクトで取り組まれていることを示した。

第二の主要調査結果は、既存又は計画されたセクターR&D プロジェクトが明言した R&D

ニーズを満足しない場合、CIKR が特定した能力ギャップを S&T キャップストーン

（capstone）統合成果チーム（IPT）に提出すべきである、というものであった。この S&T 

R&D 計画の立案及び実施の枠組みは、2007 年に確立された。2007 年末～2008 年当初に

行われた広範囲に及ぶアウトリーチ活動は、全てのセクターが S&T キャップストーン IPT

構成概念により R&D 機会の利用が可能なことを完全に認識させることであった。第三の

主要調査結果は、より構造化された R&D 報告プロセスのニーズに対するものであった。

この問題は、2007 年と 2008 年当初の IP の R&D チームにおける基本的関心の的であっ
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た。DHS/IP 及び DHS S&T は、このニーズへの取り組みを開始するため、R&D 報告書

作成の際の能力ギャップ表明用テンプレートを含めた 2008 年セクター年次報告書作成ガ

イダンスを策定の上出版した。同テンプレートは、CIKR 防護ニーズを表現する際の構造

化アプローチを示すとともに、NIPP R&D プロセスの成熟を明示するものである。 

 

DHS S&T が設立したキャップストーン IPT は、DHS の顧客に対し能力ギャップを明

らかにするための R&D 解決策を提供する。同プロセスは、R＆D プロセスに対する直接

のインプットを奨励するために確立されたものである。DHS 構成組織の上級管理者は、各

キャップストーン IPT の議長となり、S&T R&D プロセスに対する主要なインプットを提

供する。キャップストーン IPT は、戦略的レベルで運営され、技術解決策に係る予算計上

の意思決定を支援するため、能力ギャップの検証と優先順位づけに焦点を当てる。予算計

上のための意思決定は、本質的に行政機関のものであり、民間セクターには開示されない。

しかしながら、民間セクター・エンド・ユーザーは、キャップストーン会議において特定

の専門知識を提供するために招かれることがある。いったん予算計上が決定されると、プ

ロジェクト・レベルの IPT が構成される。プロジェクト・レベル IPT は、解決策の揺りか

ごから墓場まで活動し、要求事項、出荷商品及び取得戦略の詳細を策定するため、民間セ

クターと調整する。 

 

DIB セクターは、OSTP 及び DHS S&T による NCIP R&D 計画策定を支援するための

活動を拡大する。DIB SSA としての DoD は、当該セクターの R&D 要求事項及び活動に

係る策定、管理及び調整の必要性を認識している。DIB SCC は、エンドユーザーとして

R&D パートナーシップの役割が義務付けられており、セクターの運用上及び能力上のニ

ーズ、並びに技術ギャップの明確化活動拡大のための計画を立てる。セクターは 2011 年

に、最初の DIB セクターR&D 計画を策定するつもりである。R&D 計画の策定は、DoD

がより良く R&D ギャップを明らかにすることを可能にするとともに、NIPP R&D プロセ

スを支援することになる。 

 

7.2 セクターR&D要求事項 

DIB セクターR＆D 要求事項は、DIB 所有者／経営者やその他のセクター・パートナー

から受領した情報により作成される。一般的には、脅威とリスク情報に結び付けられ、GCC

及び SCC 経由で受領される。DIB セクターの能力ギャップは今日に至るまで、年次報告

プロセスを通じて提出され、DHS R&D 計画に組み込まれている。 

 

 防護及び予防－「HSIN 及び DCIP COP との相互運用性を確実にする」 

 インサイダー脅威の検知 

 エントリー及びアクセス・ポータル－「設備アクセス及び証明書」 
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DIB セクターは、CIKR 所有者／経営者が直面しているセキュリティ関連の挑戦事項の

いくつかに取り組む R&D のニーズと価値を認識している。所有者／経営者は、リスクの

低減、及び適切な場合は脅威の低減のための技術及び装置の展開、テスト及び利用を継続

する。DIB は、前述で明らかにした 9 件のテーマのうち、主として次のテーマについて共

同で関心を集中させる：インサイダー脅威、技術移転、人為的又は自然災害/運用継続、並

びに従業員、パートナー及びサプライヤーに対する適格性審査と防護。2011 年に策定予定

の DIB R&D 計画に基づくより構造化されたアプローチは、運用能力の明確化、技術ギャ

ップの決定、及び R&D 要求事項の優先順位づけを行うためのセクター能力の強化である。 

 

7.3 セクターR&D計画 

DIB セクターは、R&D とリスク情報の整理と分析、及び DHS に対するセクター運用要

求事項と能力ギャップの報告を行うためのプロセスの定義と制度化ミッションが課せられ

た CIPAC DIB R&D 特別作業グループの設立を計画している。DoD は、OASD（HD&ASA）、

USD（AT&L）、企業政策担当 DUSD、科学技術担当 DUSD、防衛高等研究プロジェクト

（DARPA）、システム及びソフトウェア・エンジニアリング、DCMA、OASD（NII）、新

編成の U.S サイバー・コマンドなど、政策、R&D、技術及び調達管理組織からの代表者

を懇請する。専門家の関心分野には、情報共有／管理、サイバーセキュリティ、人物の適

格性審査、インフラ防護、準備態勢と対応、インシデント管理及び相互運用性が含まれる。

この CIPAC DIB R&D 特別作業グループは 2011 年、最初の DIB セクターR&D 計画の策

定及び提出を計画している。 

 

7.4 R&D管理プロセス 

DoD は、DHS R&D 活動及び国家技術をてこ入れするとともに、適切ならば、それらの

アプローチを DIB CIKR 所有者／経営者やその他の CIKR パートナーと共有する。DoD

は毎年、DIB セクターを支援する技術要求事項を特定する。 

 

DoD は毎年、最新の CIP R&D イニシアチブ・リストを OSTP に懇請し、DIB 要求事

項に対する支援の可能性を見極める。DoD は毎年、DIB に対する支援目的で統合された技

術要求事項リストを編集し、R&D 要求事項を DHS の能力ギャップ表明テンプレートを利

用して提出する。 

 

DIB セクター測定基準報告プロセスを通じて成果を追跡及び測定するため、防護に焦点

を当てた R&D 活動関連に対する多くの測定基準が第 6 章に示されている。 

 

DoD 及び DIB SCC は、DHS S＆T キャップストーン及びプロジェクト・レベルの IPT
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に対する支援が完全に義務付けられており、適切な DIB 調整を確実にする主たる連絡先

（POC）を明らかにする。 

 

DIB SCC は CIKR セクター横断会議を通じて、独自の運用能力及び技術ギャップ情報

を提供する。 
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8 責任事項 

 

本章は、DIB SSA としての DoD の責任事項を支援するとともに、DoD がどのようにそ

れらの責任事項を果たすかについてのプロセスを述べる。DoD は、HSPD-7 において DIB

セクターの SSA として指名されており、その詳細は 2009 年版 NIPP に述べられている。 

 

さらに、本章は、CIKR の防護と支援のための DIB パートナーシップ、プロセス、プロ

グラム及びツールの説明を行う。DIB セクターは 2007 年以来、第 1 章で述べた GCC と

SCC が共同で策定した目標、目的、実施活動、RMA 及び測定基準とともに、CIKR パー

トナーとの関係を進展させてきた。第 5 章に述べた 16 件の RMA は、DIB セクターに防

護及びレジリエンスを構築するための GCC 及び SCC に対して、それぞれの及び共有の責

任事項を確立するものである。パートナーは、これらの活動を通じて個人間の及び共同的

な関係の構築を継続する。それらの活動には、CIPAC の庇護の下に重大な問題を論議する

GCC 及び SCC の作業グループの設立が含まれるのは無論のことである。突出している主

要なセクター問題は、より優れた双方向の情報共有に対するニーズである。DIB GCC は

2009 年度、SCC ISWG とよく似た ISWG を設立した。GCC 及び SCC は、CIPAC の後

援の下に情報共有事項の策定を開始し、2011 年度まで継続することとしている。パートナ

ーシップは、優れた情報共有に係る活動成果を継続的に洗練することにより、資産の低下

につながり得る脆弱性、帰結及び影響に取り組む備えができるようになる。DIB パートナ

ーは、効果的かつ適時の双方向情報共有に否定的な影響を及ぼす障壁やギャップに対する

解決策を明らかにする。 

 

8.1 DIB SSAの責任事項 

HSPD-7 は、連邦政府のセクター所管省庁に対する役割と責任事項を明示している。次

に示すのは、同指令からの引用である。 

 

HSPD-7 は、DIB に対する責任を DoD に付与した。 

 

第 18 節 g 項の言明： 

 

「各インフラ・セクターがセクター独自の特性及び運用モデルを所有することを認

識し、ここに、次を含むセクター所管省庁を指定する： 

国防総省－防衛産業基盤」 

 

第 19 節は、DIB SSA としての DoD に係る条項を含め、国土安全保障省長官に付与し

た権限を示す。 
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「セクター所管省庁は、DHS 長官が示したガイダンスに従い、次を実施するものと

する： 

 

(a) 当該インフラ・セクターにおける主要人物及び組織を含め、全ての関連する連

邦政府省庁、州及び地方自治体政府、並びに民間セクターと共同すること。 

(b) 当該セクターの脆弱性アセスメントを実施すること。 

(c) 重要インフラ及び資産への攻撃に対する防護及び影響の低減を行うため、リス

クマネジメント戦略を奨励すること」 

 

第 22 節は、DoD が引用される次の条項を含め、他の省、機関及び局の役割と責任事項

を示す。 

 

「国土安全保障省及び各セクター所管省庁に示した責任事項に加え、様々な連邦政

府省庁及び大統領府の構成組織には、重要インフラ及び資産防護関連の特別機能があ

る。 

 

(a) 国務省は、国土安全保障省、司法省、商務省、国防総省、財務省、その他適切

な機関と連携し、合衆国の重要インフラ及び資産の防護強化のため、諸外国及

び国際機関との共同作業を実施すること。 

(b) 全ての連邦政府省庁は、テロリズム以外によってもたらされた壊滅的機能の停

止による帰結を削減するため、それぞれの責任事項に関連するセクターとの共

同作業を実施すること」 

 

第 24 節は、DCIP の焦点である DoD 内部のインフラに係る責任事項を述べている。 

 

「全ての連邦政府省庁の長は、それぞれの関連する内部重要インフラ及び資産の特

定、優先順位づけ、アセスメント、是正及び防護に対する責任を有する。省庁は、連

邦政府情報セキュリティ管理法 2002 に従い、情報の不正なアクセス、利用、開示、

破損、改ざん又は破壊のリスク及び結果による損害の大きさにつりあった情報セキュ

リティ保護を明らかにし、規定すること」 

 

第 25 節は、民間セクターとの調整責任事項を示している。 

 

「国土安全保障省及びセクター所管省庁は適用法または規則に従い、情報共有及び

分析メカニズムの開発を奨励するため、適切な民間セクターとの共同作業を継続する
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こと。さらに、国土安全保障省及びセクター所管省庁は、セクター調整メカニズムを

支援するため、次に示す事項について民間セクターとの共同作業を継続すること： 

 

(a) 重要インフラ及び資産に対する防護の特定、優先順位づけ及び調整を行うこと。 

(b) 物理的脅威及びサイバー脅威、脆弱性、インシデント、有望な防護対策並びに

ベストプラクティスについて、情報の共有を促進すること」 

 

第 31 節は、国土安全保障省長官に対し、インフラ防護プログラムの履行のため、DoD

やその他の省庁との共同作業を行うことを示している。 

 

「国土安全保障省長官は、他の適切な連邦政府省庁との共同作業により、適用法に

基づくプログラムを策定し、商用人工衛星及び機上システム、並びに他の機関の既存

能力を利用することにより、重要インフラ及び資産について地理空間的なマッピング、

結像（image）、分析及び分類を行うこと。国家の技術的手段は、最期の手段として考

慮されるものとする。国土安全保障省長官は、中央情報局長官、国防総省長官、国務

省長官、その他適切な連邦政府省庁の長からの助言を得て、このイニシアチブ達成の

メカニズムを開発すること」 

 

第 34 節は、物理的及びサイバーの重要インフラの防護計画に対する連邦政府省庁の責

任事項を示している。 

 

「連邦政府省庁の長は 2004 年 7 月までに、行政管理予算局局長に対し、彼らが所

有又は運用する物理的及びサイバーの重要インフラ及び資産の防護計画を提出し、承

認を得ること。 

これらの計画は、回復及び再構築を含め、不可欠な能力の特定、優先順位づけ、防

護及び継続計画を対象とすること」 

 

8.2 DIBの監督と調整 

DoD は、ASD(HD&ASA)の統制、権限及び指示の下、国土安全保障戦略、阻止・戦力

計画及びミッション保証担当国防副次官補（DASD）を介して、DIB SSA 責任事項を監督

する。HSPD－7 第 19 節は、DoD に対し次を示している。 

 

 全ての関連する連邦政府省庁、州及び地方自治体政府、並びに当該インフラ・セク

ターにおける主要な人物及び組織を含む民間セクターと共同作業を行うこと。 

 DIB セクターの脆弱性アセスメントを実施又は奨励すること。 

 CIKR に対する攻撃の防護及び影響の低減のためのリスクマネジメント戦略を奨励
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すること。 

 

DoD は DIB SSA として、現在進行中の次の活動に取り組むこと。 

 

 双方向の情報共有を支援するため、政府と DIB 所有者／経営者間の信頼を高めるこ

と。 

 広範多岐にわたる DIB CIKR パートナーを横断する有意義かつ頻繁な対話を維持

すること。 

 可能な場合、最も優先順位の高い重要 DIB 資産に対する脆弱性の是正又は低減の重

荷を削減すること。 

 

DoD の CIKR 防護管理のアプローチは、次に示す三段構えからなる。 

 

 国土安全保障戦略、阻止・戦力計画及びミッション保証担当国防副次官補（DASD）

は、DoD ポリシー調整プロセスを介して承認されたポリシーを開始し、プログラム

履行の戦略及び手順を確立する。 

 国土安全保障戦略、阻止・戦力計画及びミッション保証担当 DASD は、DIB GCC

を介した DIB 政府パートナー及び SCC を介した企業との共同作業により、プログ

ラム優先順位を管理するとともに企業ニーズに対応する（1.2 項参照）。DoD は、主

に DHS の IP との共同作業の継続により、国家の CIKR ガイダンスへの整合を図る

とともに、連邦法、規則及びポリシーに従い、DIB セクターに影響を及ぼす法的、

ポリシー及びプログラム上の問題について調整する。 

 国土安全保障戦略、阻止・戦力計画及びミッション保証担当 DASD は、脆弱性アセ

スメント及びリスクアセスメントの責任を、既存の DIB 責任事項と専門知識を有す

る DoD 構成組織に委譲する。これには、DIB に対する DoD ポリシー全体に責任を

有する USD（AT&L）、DIB CIKR アセスメント管理を行う DCMA、及びアセスメ

ントを実施する州兵チームが含まれる。 

 

8.3 プロセスと責任事項 

 

8.3.1 SSPの維持と更新 

DoD は毎年、GCC 及び SCC パートナーとともに SSP をレビューし、DHS ガイダンス

に従い必要に応じ改定する。ASD(HD&ASA)は、DIB GCC 及び SCC の全員参加の下、

DIB SSP レビューを指導し、DIB SSP を改定する。各メンバーは、SSP のレビュー及び

履行に係る役割を証明する自認署名を行う。 
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8.3.2 SSP実施マイルストーン 

DoD は、DIB セクターCIKR パートナーとともに、SAR の作成に必要な情報を取得す

る。DCMA は実施指導者として、DIB GCC 及び SCC とともに効果的な情報収集メカニ

ズムを確立する。DCMA は、所有者／経営者、及び適切な場合は DIB SCC の支援を得て

契約文書に従いサプライヤーから情報を収集する。 

 

8.3.3 資源と予算 

DoD は、国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補オフィス（OASD(HD&ASA)）内の

DoD 本部レベルにおいて、DIB CIP プログラム予算及び資源の構築、管理及び追跡のた

めの責任を一括して有する。DIB CS/IA プログラム予算は、ASD(NII)/DoD CIO 下の DoD 

DIB CS/IA プログラムによって監督が行われる。プログラム・オフィスは、

OASD(HD&ASA)やその他の DoD 構成組織と密接に連携し、プログラムの拡大に伴う要

求に応え資源を提供する。これには、とりわけインシデント分析やサイバー侵入損害アセ

スメントの分野における緊急能力が含まれる。 

 

ASD(HD&ASA)は、DoD 内部機関の CIP 及び DIB SSA の責任事項を果たすため、戦

略的及び成果管理モデルを利用する。DoD は毎年、DIB ミッションとビジョン声明、指導

原則及び組織価値をレビューし、セクター・パートナーと共に第 1 章に示した目標の洗練

と優先順位づけを行う。DoD は、活動実施に必要な支援能力に対する予算計画を立てた後、

成果に基づく測定基準を利用し、その成果を追跡する。 

 

当面の間、ASD(HD&ASA)は予算に係るポリシー、監督及び支持要素の継続的管理を実

施し、DCMAはSSA執行主体者として責任を果たす要素の統合及び調整を行う。DIB GCC

及び SCC は、資源管理プロセスに対して十分な情報を提供するため、セクター要求事項

及び優先順位の策定に貢献する。 

 

8.3.4 訓練と教育 

DoD は、DIB リスクマネジメント活動の成功に効果的な訓練、教育及びアウトリーチが

必要であることを理解している。DoD は、それら活動の強化を図るとともに、DIB セクタ

ー・パートナーが実施する教育と訓練プロラム及びイニシアチブの拡大を支援する。DoD

は、これらの活動の効果的実施の重要性についての意思疎通を図るため、上級管理者やマ

ネージャー、インテリジェンス分析家、アセスメント・チーム及びセキュリティ責任者と

面談する。現在の訓練、教育及びアウトリーチ・プログラムには、次が含まれる。 

 

 DCIP意識向上支援訪問：DoD は、あらゆる範囲の DIB CIKR パートナー代表者を

含めた意識向上支援訪問を計画する。この DCIP 意識向上支援訪問の意図は、聴講
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者、特に施設セキュリティと管理の責任者及び地方の緊急対応者に対し、DoD CIKR

防護とレジリエンスに係る責任事項及び目標について教育することである。 

 DIB ミッション保証アセスメント訓練：州兵統合機関間訓練センターの意図は、施

設レベルのアセスメントを実施する人物を対象に訓練を実施することである。 

 DIB CIP年次訓練会議：DoD は、CIKR 防護関連能力を強化するため、上級 DoD 官

僚及び DIB 資産所有者／経営者を参集させた会議を開催する。この会議には、DoD

リーダー、民間セクター経営幹部、並びに州、地方自治体及び国際パートナーから

の一連のプレゼンテーションが含まれる。さらに、一連の主題パネル及びテクニカ

ル・ブレークアウト（技術突破）作業セッションが行われる。 

 レベル 1対テロリズム意識向上：個人を対象とし、テロリズムの指標及び不審な活

動と運用上の異常についての適切な報告方法について訓練を実施する。 

 コンピュータ・セキュリティ意識向上：DoD は、全 DoD 兵士及び事務職に対し、

コンピュータ・セキュリティ意識向上訓練と年次更新訓練を実施する。 

 サイバー捜査訓練：国家防衛権限付与法 2010 は、国防総省長官に対し、DoD サイ

バー犯罪センター指揮下の防衛サイバー捜査訓練アカデミーにおいて、適格な民間

セクター従業員が教育を受けることを許可している。このプログラムは、DIB ネッ

トワーク分析、対応の報告、サイバー犯罪に係るデータ収集などの主題分野につい

ての特別訓練を提供する。 

 

8.4 セクター・パートナーシップ・モデルの導入 

 

8.4.1 NIPP調整会議 

DIB に対する主たる調整組織は、DIB GCC と SCC である。これらの組織は、それぞれ

が DIB に対する政府セクター横断会議及び CIKR セクター横断会議として活動し、国家

レベルの調整に対するリーダーシップ活動の中心となる。1.2 節及び付録 5 を参照。 

 

CIPAC 

CIPAC は、企業と政府のパートナーに対し、DIB 関連の CIP 問題について討論する機

会を提供する。通常、GCC と SCC の統合会議形式で実施される。DHS は、合衆国法典

（U.S.C）第 451 条において付与された権限に従い、CIPAC を連邦政府諮問委員会法免除

組織として設立した。CIPAC の下、DIB CIKR パートナーは、次のような広範な活動を実

施する。 

 

 計画立案、調整、実施及び運用上の諸問題 

 セキュリティ・プログラムの実施 

 インシデント対応、回復及び再構築を含む CIKR 及びレジリエンス関連の運用活動 
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 NIPP と SSP を含む国家計画の策定と支援 

 

国務省のセキュリティ諮問会議の監督 

DOS は、海外所在の合衆国ビジネスに対してセキュリティ情報を提供するとともに、セ

キュリティ問題の調整を行う海外セキュリティ諮問会議（OSAC）を開催する。DoD、DHS

及び DOS は、彼らの活動重複を削減するための調整を行い、国際舞台における DIB CIKR

防護 CIPAC、OSAC 及び DoD プログラムの有効性を強化する。 

 

8.4.2 国土インフラ基盤レベル・データベース作業グループ 

国土インフラ基盤レベル・データベース（HIFLD）作業グループは、連邦政府、州及び

地方自治体政府による連合組織であり、連邦政府が資金を提供する R＆D センターと共同

し、民間セクター企業パートナーを支援する。メンバーは、国土安全保障、国土防衛、民

間支援、又は緊急事態準備態勢若しくは緊急事態対応関連の地理空間的若しくは「所在地

意識向上（location awareness）」の諸問題に係る連邦政府組織である。HIFLD 作業グル

ープには、OASD（HD&ASA）、DHS、国家地理空間インテリジェンス局及び合衆国地質

学調査所の協賛を得て、合衆国北方軍司令部を含め、様々な政府機関からの代表が含まれ

る。同グループは、国内及び国際的インフラ地理空間的情報の共有、防護及び知識管理を

促進する。 

 

8.4.3 地方自治体等の GCC連絡員 

州、地方、部族及び準州の政府調整会議（SLTGCC）は、CIKR 関連の問題について影

響を及ぼし、かつ、知識のあるリーダーを、DIB GCC に対する連絡代表者として差し出

す。これらの連絡員は、州、地方、部族及び準州の政府からの広範な観点及び関心を提供

するとともに、DIB SSA と GCC による CIKR 防護とレジリエンス促進のための共同戦略

の明確化と策定を支援する。GCC のメンバーシップは、連邦政府、州及び地方自治体政府

を横断するより多くの代表者にまで拡大される。これらの連絡要員は、SSP 及び SAR 両

者の執筆及び編集にも継続的に参加する。 

 

8.4.4 国際 CIKRパートナー 

DIB は、本来的にグローバルであり、かつ、全 DIB インフラの防護とレジリエンスは

ミッションの成功に不可欠である。海外の DIB 資産は、合衆国所在の資産と同様に民間が

所有しており、かつ、合衆国政府との自発的な協力関係にあることから特異なものとなっ

ている。海外にある DIB 資産の防護とレジリエンスの確実化はその複雑さを高めており、

SSA は国務省、大使館及び外国政府と共にアウトリーチ・プログラムを確立するとともに、

資産へのリーチアウト（手を差し伸べること）に先立ち、地域的なプロジェクト・マネジ

メントやその他の合意を形成しなければならない。SSA は 2007 年以来、DOS との共同作
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業を進捗させ合意事項の確立に向けて歩んでいるが、海外資産へのリーチアウトは、保護

を要する情報保護のための情報保証プログラム策定の必要性に伴い、より複雑化の状態に

ある。 

 

国際的な DIB コミュニティは、同意に基づいたパートナーシップが全 DIB パートナー

の積極的、自発的及び完全な履行を求めるとした DIB 価値命題に頼ることはできない。

DIB セクターは、DIB パートナーにリーチアウトするにあたり、先ず外国政府とのパート

ナーシップを確立しなければならない。したがって、DIB セクターは、DIB 資産の受容者

たる国とのパートナーシップの理解力の構築のための戦略を策定しなければならない。 

 

DoD は合衆国外において、国際協定やその他の外交チャネルやプロセスを介し COCOM

及び DOS との折り合いをつけ、国際的 DIB 資産の能力を確実にするとともに、国家の安

全保障に及ぼす受け入れがたいリスクを除去する。OASD（HD＆ASA）及び DCMA は、

共同作業により国際的 DIB パートナーとの効果的な協調を開始するとともに、2009 年版

NIPP の付録 1B 及び年次重要外国依存性イニシアチブ（CFDI）行動計画に指定されたセ

クター計画立案に基づく防護策を策定する。 

 

DCMA は、DIB SSA 責任事項を果たす DoD の機関であり、世界中の 900 ヶ所以上に

約 10,000 人の職員を抱えている。DCMA は、特に国際運用専門のオフィスを持っている。

同オフィスは、DIB CIP リスクマネジメント・プログラムのアセスメント及びリスク対応

側面の支援能力を持つ。このことは、結果としてグローバル DIB CIP 活動となり、そこで

は国際重要 DIB 資産の特定と優先順位づけが行われ、脆弱性アセスメントが計画され、そ

して実際の事象による影響に対処するためのインシデント対応能力が設置されている。 

 

OASD（HD＆ASA）及び DCMA は、2005 年の北米セキュリティ及び繁栄パートナー

シップ（SPP）及び北米技術及び産業基盤組織（NATIBO）の一部として、かつ、現在進

行中のカナダ国防総省（DND）との調整を例証するものとして、共同作業により DIB CIKR

の防護及びレジリエンスに影響を及ぼす既存合意事項を履行する。 

 

合衆国、カナダ及びメキシコ三者間の SSP が 2005 年 3 月、セキュリティ及び繁栄の強

化のため着手された。同 SSP は、北米における脅威への予防及び対応を意図するものであ

り、これには国境を横断するテロリスト・インシデント及び自然災害に対応する重要イン

フラ防護のための共通アプローチの策定及び履行が含まれる。 

 

NATIBO は、北米におけるセキュリティを支援するため、合衆国とカナダ間の技術と産

業基盤活動を促進する。DCMA は OASD（HD＆ASA）と連携し、合衆国及びカナダの国
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家的かつ経済的セキュリティ・ニーズに対応可能な費用対効果のある健全な技術及び産業

基盤を確実にするため、NATIBO と密接な共同作業を実施する。 

 

OASD（HD＆ASA）、USD（AT&L）及び DCMA は、NATIBO の下に設立された DIB

重要インフラ防護作業グループの一部として、カナダの DND カウンターパーツと密接な

共同作業を行う。この作業グループは、CIP 及び国境横断のインシデント対応に対する共

通のアプローチの策定及び履行を追究する。 

 

ヨーロッパ司令部 CIP 局は、NATO CIP 活動を通じて OASD（HD＆ASA）を支援する。

国家軍備指導者会議は、NATO の対テロリズム戦闘強化に係る一連の対応強化策の一部と

して、NATO 対テロリズム防衛作業プログラム（DAT POW）を策定した。この DAT POW

は、テロリスト攻撃の影響の阻止又は低減を支援する技術に焦点を当てた 11 件の重要分

野に注目している。ある POW は、完全に CIP 専用である。 

 

DIB が頼りにしているパートナーやプロセスの多くは、本質的にグローバルなものであ

り、CIKR 防護活動の強化のため異なるアプローチを求めている。これには、合衆国外の

重大な相互依存性に係る多国籍パートナーシップが含まれる。DIB SSA は、効果的な DIB 

CIKR 戦略を支援するこれら国際官民セクター・パートナーとの確実な関係の構築を支援

するため、次に関して DOS 及び COCOM CIP 連絡幹部やその他の政府機関との共同作業

を実施する。 

 

 外国のサプライヤーと DIB を支援する合衆国組織との間の契約書及びサービス品

質保証制度（SLA）の確認及び評価を行う。 

 DIB の海外 CIKR 活動とともに DIB を支援することが可能な既存の国際協定及び

外国の法律を確認する。 

 外国内で DIB に影響をもたらすおそれがある国際 CIKR に係る諸問題に取り組む

ため、他のセクター及び FBI 法律担当官との共同作業により、関連する外国政府の

実際の役割を検討する。 

 DIB に対する直接支援を行うためのリスクアセスメント、脅威と災害モニタリング、

脆弱性低減計画立案及び国際アウトリーチ活動に関して、外国の政府及び会社が直

接協力可能である場合、共同／多国間活動を考慮する。 

 外国のパートナーとの共有が可能な既存のCIKR訓練及び教育資料について州兵総

局と作業し、可能な資料の適切な翻訳、当地に関連した構成、及び文化的に適切な

形式に変換することにより、効果的な意思疎通を確実なものとする。このことは、

とりわけ国際関係が既に存在している外国のパートナーに適用する。 
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8.5 情報共有と報告 

多くの組織は、重要 DIB 資産の防護とレジリエンスの特定と調整について、関心又は役

割を持っている。各組織は、他の組織に貢献するための役割と責任事項は無論のこと、個々

の役割と責任事項を明確に理解し、対応にギャップが存在しないこと、及び活動には極わ

ずかの重複しかないことを確実にしなければならない。さらに、DoD は、各組織が DIB

セクターに関連する新生の脅威及びインシデントに対する適切な防止、計画及び対応に必

要な情報を備えていることを確実なものとしなければならない。 

 

DoD は、様々な DIB CIP コミュニティとの情報共有に際しての意見やメカニズムを明

らかにしている。これらのコミュニティには、国内組織（企業を含む）、国際民間企業、国

際的な連合及び同盟（international coalitions and allies）、連邦、州及び地方自治体の政

府及び機関、並びにその他の DoD 組織が含まれる。 

 

DoD 及び SCC は、情報共有のための様々なフォーラムやメカニズムを採用している。 

 

 DIB GCC、SCC 及び CIPAC 会合 

 DCIP 意識向上支援訪問 

 DIB CS/IA プログラム・パートナーとの DIBNet-U（U：非秘密区分指定）及び

DIBNet-S（S：秘密区分指定）DoD 脅威情報共有 

 企業協会の会合及び展示会 

 DSIE 隔月会合は無論のこと、US-CERT DSIE ポータル 

 DSIE やその他のセクター・パートナーとの JCC パイロット・プログラム 

 PCIS 

 CSCSWG 

 NSIE/DSIE 関係 

 学術研究討論会及び会議 

 電子メール及び在来郵便 

 国土安全保障情報ネットワーク－重要セクター（HSIN-CS）及び HSIN DIB ポー

タル 

 

効果的な DIB CIP 活動のための伝達メカニズムの役割、責任事項及び概念には、次が含

まれる。 

 

 サイバー攻撃及び低減情報の共有のための US-CERT DSIE ポータル 

 DIB SSP 

 正式発表されたポリシー、指令、指示、ガイダンス及び手法 
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 詳細に記述された運用概念 

 協会、国際、連邦政府、州及び地方自治体の催事、展示会並びに会議 

 演習への参加及び公表された教訓 

 DIB サイトにおける現地意識向上プレゼンテーション、及び防衛調達大学や国土安

全保障卓越センターなどの学校における履修科目。国土安全保障卓越センターは、

法律によって正式認可されたものであり、入校には DoD 科学技術局の競争選抜プ

ロセスによる選定が実施される。 

 

DIB CIKR との共同作業を実施する DoD の最も重要な挑戦事項は信頼関係の確立であ

り、そこでは、政府が民間セクターのビジネス上保護を要する情報、所有権情報及び秘密

の情報に対する開示や誤用を保護することができ、かつ、保護する意志があることが保証

される。DoD は、このような信頼関係確立のための第一ステップとして、PCII プログラ

ム認定パートナーとなった。同プログラムは情報共有／防護プログラムであり、そこでは、

保護された方法で民間セクターが自発的に連邦政府と国土安全保障関連の CII を共有する。

さらに、民間セクターが提供した情報は一般開示の免除対象であり、適切な PCII 訓練を

受けた認定証を有する承認された者だけが当該情報を利用することについて、民間セクタ

ーは保証されている。 

 

議会は、我々の国家安全保障、経済及び公共福祉が依存している優勢な重要インフラが

民間セクターによって所有及び経営されていることを認識し、自発的な CII 共有に対し厳

格な防護措置を講ずることによる民間セクターの情報共有を奨励するため、重要インフラ

情報法 2002（CII 法）を可決した。 

 

CII 法の要求事項に合致する情報は、次から保護される。 

 

 情報の自由法の下の開示 

 同様の州及び地方自治体法の下の開示 

 民事訴訟での利用 

 規定力をもつ手続き上の利用 

 

DoD は、PCII プログラム認定のパートナーとして、DoD の PCII 活動の実施、管理及

び監督を一括して行う権限をもつ PCII プログラム局を設立した。同局は、PCII へのアク

セスの促進、必要な訓練の調整、並びに PCII の取扱及び利用に係るあらゆる面の運用手

順を提供する。PCII プログラムは、運営権限に対する順守を確実なものとするとともに、

ASD（HD/ASA）の DCIP に基づくものである。PCII プログラム局は、DoD 職員による

PCII の保護、取扱、利用及び保管の堅持、並びに PCII の取扱、利用及び保管順守につい
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ての定期的レビュー及びアセスメントを含む自己検査プログラムの確立に責任を有する。 

 

DoD PCII プログラムは、これまで DoD 構成組織が利用できなかった PCII へのアクセ

スを次の 2 つの方法により促進する。 

 

 認定の獲得及び維持：DoD PCII プログラムは、PCII の著作権情報及びビジネス上

保護を要する情報の公開及び誤用からの保護のため、PCII の利用と取り扱いに対す

る厳格な標準に合致した手順を展開していることを証明している。 

 民間セクターCII は、DHS との特別協定により直接 DoD 構成組織に与えられるこ

とが許可され、かつ、受領されるやいなや完全に保護されて速やかに利用される。 

 

DCIP DIB 情報の中には、セキュリティ上の秘密区分指定を求めるものもある。DoD は

このような場合、適切な規則に従って情報に対する秘密区分指定を引き続き実施するとと

もに、情報共有に際しては秘密区分指定ネットワーク及びシステムの認定プロセスに従う

こととしている。DCIP DIB 情報がセキュリティ上の秘密区分指定及び PCII ステータス

を持つ可能性がある。あらゆる場合、全ての DCIP DIB 情報に対しては最大限の保護が行

われ、訓練を受け、かつ、その情報を知る必要性がある適切な職員による取り扱いに限定

される。 

 

OASD (HD＆ASA)及び DoD 構成組織は、適用される法律又は規則に従い、適切な民間

セクター組織との共同作業により、情報共有と分析メカニズムの開発を促進する。さらに、

DoD やその他の HSPD-7SSA は、民間セクターとの共同作業を継続し、セクター調整メ

カニズムを支援する。 

 

DoD は、DoD と DIB 資産所有者間の双方向通信強化のため、DoD DIB CS/IA パイロ

ット・プログラムの成功及び GCC と SCC の体制に基づいて、情報共有ポリシー、プロセ

ス及び手順の策定を継続する。DoD 及び資産所有者は、信頼された関係の構築を継続する

とともに、DoD 及び DIB 資産を防護するため共同で対処しなければならない。ついでな

がら、DIB CS/IA プログラムは、他の NIPP セクターに対する情報共有モデルとなってい

る。 
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付録 1：用語の解 

 

用 語 解 説 

全災害 

All Hazards 

あらゆる状態を包括するグループ分け上の分類であり、環境的

又は人為的を問わず、次をもたらす可能性があるものをいう：傷

害、病気若しくは死；装置、インフラ・サービス若しくは資産の

損害若しくは損失；又は社会、経済若しくは環境諸相の機能上の

低下。 

資産（インフラ） 

Asset(Infrastructure) 

サービス又は能力を提供する識別可能なネットワーク実体を

いう。資産は、人、物理的実在物又は情報であり、合衆国内外の

いずれにも存在し、国内、国外、官又は民間セクター組織によっ

て所有又は運用される。DHS は、資産とは人、構造物、施設、

情報、資材又はプロセスであり、かつ、価値があるものである、

と明言している。NIPP の文脈において、人は資産とは考えられ

ていない。 

事業継続 

Business Continuity 

戦略的及び戦術的な組織の能力であって、インシデント及びビ

ジネス上の混乱に対し、予め定めた受け入れ可能なレベルでビジ

ネス運用を継続するための計画と対応をいう。DHS は、事業継

続とは災害の前、間及び後において組織が機能を継続する能力で

ある、と明言している。 

CIKRパートナー 

CIKR Partner 

連邦、州、、特定地区、地方、部族又は準州の政府組織、官民

セクターの所有者と経営者及び代表組織、地域組織及び連合組

織、学界及び専門家組織、並びに非利益及び民間ボランティア組

織であり、国家の CIKR 防護責任を共有するものをいう。 

帰結 

Consequence 

事象、インシデント又は事件による影響をいう。帰結は、NIPP

の目的上 4 つの主要カテゴリに区分される：公衆衛生と安全への

影響、経済的影響、精神的影響及び統治に対する影響。 

制御システム 

Control Systems 

コンピュータ・ベースのシステムであり、高感度のプロセス及

び物理的機能のモニタ及び制御を行うため、多くのインフラや企

業で利用されているものをいう。これらのシステムは一般的に、

測定値及び運用データを現地から収集し、当該情報の処理及び表

示を行うとともに、制御命令を特定の場所又は遠地に設置されて

いる装置又はマンマシン・インタフェース（オペレータ）へ中継

する。 

重要インフラ 

Critical 

連邦、州、特定地区、準州又は地方の管轄区域を横断するシス

テム及び資産であり、物理的又は仮想的を問わず、それらの無能
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用 語 解 説 

Infrastructure 力化又は破壊が、セキュリティ、経済、公衆衛生と安全、環境又

はそれらの組み合わせを弱体化させるほど極めて重大なものを

いう。 

重要インフラ情報（CII） 

Critical 

Infrastructure 

Information 

慣習的に公共領域に存在しない情報であり、重要インフラ又は

防護されたシステムのセキュリティに係る情報をいう。CII は次

のいずれかに係る記録及び情報から構成される。 

 物理的又はコンピュータ・ベースの攻撃又は同様の行為（全

てのタイプの通信及びデータ伝送システムに対する誤用又

は不正アクセスを含む）による重要インフラ又は防護された

システムに対する攻撃、危殆化又は無能力化に伴う現実かつ

可能性のある又は脅された妨害行為であり、連邦、州若しく

は地方の法律違反となるか、合衆国の各州間の商業に危害を

及ぼすか、又は公衆衛生若しくは安全を脅かす。 

 妨害、危殆化、無能力化などに対する全ての重要インフラ又

は防護されたシステムの抵抗能力をいう。これには、セキュ

リティ・テストの実施、そのリスクの評価、リスクマネジメ

ント計画立案又はリスク監査を含め、重要インフラ又は防護

されたシステムに対する計画済み又は過去に実施した脆弱

性のアセスメント、予測又は見積が含まれる。 

 重要インフラ又は防護されたシステムに係る全ての計画さ

れた又は過去の運用上の問題又は解決策をいう。これには、

妨害、危殆化、無能力化などに関連する修復、回復、保険又

は継続に及ぶ範囲が含まれる。 

サイバーセキュリティ 

Cybersecurity 

電子情報及び通信システム並びにそこに含まれている情報に

対する損害、不正利用又はエクスプロイテーションの防止、及び

必要な場合は再構築を確実なものとする機密性、完全性及び可用

性をいう。必要な場合は、情報ネットワーク並びに有線、無線、

人工衛星、公衆安全応答ポイント（public safety answering 

point）3及び 911 通信システムと制御システムの防護及び再構築

が含まれる。 

防衛重要資産 

Defense Critical Asset 

DoD の平時、危機時及び戦時の作戦遂行に極めて重要な資産で

あり、その無能力化又は破壊は極めて重大なかつ弱体化させる影

響を DoD のミッション遂行に及ぼす。 

                                                   
3 [訳注：講習安全アクセス・ポイント(Public-safety access poin)とも呼ばれ、警察署、消防署や救急車に

よる搬送サービスなど、緊急事態発生時における連絡先の電話番号を教えるコールセンターをいう] 
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用 語 解 説 

防衛生産法 1950 

Defense Production Act 

of 1950（DPA） 

 

同法第Ⅰ章において、大統領は、承認された国家防衛及びエネ

ルギー・プログラムを支援する契約又は発注の優先的承認及び遂

行を要求すること、並びにこれら承認されたプログラムを促進す

るための資材、サービス及び施設を割り当てる権限を有する。第

Ⅶ章において、大統領は、合衆国 DIB の特定サブセクターに対し、

強制的に調査及び分析の上報告書を作成する権限を有する。DPA

による現在の「国土防衛」の定義には、軍事及びエネルギー生産

又は建設に対するプログラム、あらゆる外国に対する軍事又は重

要インフラ支援、国土安全保障、備蓄、宇宙、及び直接関連する

活動の全てが含まれている。また、DPA の権限は、ロバート・T・

スタッフォードの災害救済及び緊急支援法（スタッフォード法）

の第Ⅵ章、並びに公法（111-67）が規定する重要インフラ防護及

び復旧にも及んでいる。 

依存性 

Dependency 

資産、システム、ネットワーク又はそれらの集合におけるセク

ター内又はセクターを横断する一方向の依存であり、正しく機能

するための他の情報源からの入力、相互作用、又はその他の要求

をいう。ある組織が他の組織により影響を受けるか又は制御され

る関係又は接続をいう（DoDD 3020.40、2005 年 8 月 19 日）。 

 相互依存性（Interdependency）：異なる機能、ネットワーク、

セクター又はサービスを有する組織間における関係又は接

続をいう（DoDD 3020.40、2005 年 8 月 19 日）。 

 内部依存性（Intra-dependency）：共通の機能、ネットワー

ク、セクター又はサービスを有する組織間における関係又は

接続をいう（DoDD 3020.40、2005 年 8 月 19 日）。 

DIB重要資産 

DIB Critical Asset 

DoD によって DoD のミッション成功に重要であると決定され

た資産をいう。 

政府調整会議（GCC） 

Government 

Coordination Council 

各セクターの SCC に対する政府のカウンターパートであり、

機関間相互調整を可能とするために設立された会議をいう。GCC

は、様々な政府レベル（連邦、州、地方、部族及び準州）を横断

する代表者から構成される。 

インシデント 

Incident 

人的行為又は自然現象のいずれかによってもたらされた事件

／事故であり、資産及び天然資源の両者又はいずれかに対する寿

命の喪失又は損害を防止又は最小化する活動を要求する（JP 

3-28）。 

インフラ (1) 識別可能な企業、研究所、又は製品及びサービスの継続的流れ
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用 語 解 説 

Infrastructure を可能とする流通能力からなるネットワーク化された資産の

枠組みをいう（DoDD 3020.40）。軍事作戦の支援及び移転に

必要な全ての建造物及び永久的な施設をいう（例：兵舎、司令

部、飛行場、通信、施設、倉庫、港湾施設、整備基地）（JP 3-35）。 

(2) 識別可能な企業、研究所（人及び手順を含む）、並びに合衆国

の防衛と経済の安全保障、政府の全てのレベル機能の円滑な遂

行、及び社会全体に不可欠な製品とサービスの確かな流れを提

供する流通能力で構成される相互依存関係のネットワークと

システムの枠組みをいう。インフラには、国土安全保障法 2002

の定義に従い、物理的、サイバー及び人的要素の全て又はいず

れかが含まれる。 

重要資産 

Key Rsources 

公的又は私的に管理される資産であり、経済及び政府の最小限

の運営に不可欠なものをいう。 

低減 

Mitigation 

警告又はインシデント発生に対応して講じられる処置をいう。

インシデントは、軍事作戦又はインフラに不利な影響を及ぼす可

能性があることを教えるものである（DoDD 3020.40）。 

ネットワーク 

Network 

通常、ノード（資産）として特徴づけられる相互接続された又

は共同作業を実施する組織のグループ又はシステム、及びそれら

を結合するリンクをいう（DoDD 3020.40）。DHS のネットワー

クの定義は、機能を果たすための情報の共有又は相互に作用する

コンポーネントのグループ、となっている。 

所有者／経営者 

Owners and Operators 

特定の資産又はシステムにおける日々の運用及び投資に責任

を有する実体をいう。 

準備態勢 

Preparedness 

自然又は人為的なインシデントの防止と防護、インシデントへ

の対応、及びインシデントからの回復のための準備能力の構築、

維持及び改善に必要な活動をいう。準備態勢は、全ての政府レベ

ル、並びに政府及び民間セクターと非政府組織間の活動であり、

脅威の特定、脆弱性の決定、並びに大きなインシデントの防止、

インシデントへの対応及びインシデントからの回復に必要な資

源の特定を行う活動から構成される継続的プロセスをいう。 

防止 

Prevention 

テロリスト攻撃を妨げるために、官民セクターにおいて着手さ

れるセキュリティの手順をいう。 

優先順位づけ 

Prioritization 

NIPP の文脈における優先順位づけは、リスクの削減又は低減

活動が最も必要とされる場所を特定するためのリスクアセスメ

ント結果の利用、及び引き続く最大効果を得るために実施すべき
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用 語 解 説 

防護活動の決定プロセスをいう。 

防護 

Protection 

定められた作戦区域内及び国境外に展開又は位置するミッシ

ョン関連の軍事及び非軍事に係る人、装置、施設、情報及びイン

フラの有効性と生存性を維持することをいう。DHS は、防護と

はエクスポージャー（露呈。危険状態）、損傷又は混乱から保護

又は遮蔽するための行動又は手段である、と明言している。NIPP

の文脈における防護には、脅威の抑止、脆弱性の低減、又はテロ

リスト攻撃やその他のインシデントに伴う帰結の最小限化が含

まれる。防護には広範な活動を含めることができ、施設の堅牢化、

レジリエンスと冗長性の構築、施設設計における耐災害性、積極

的又は受動的対策の開始、セキュリティ・システムの導入、従業

員の安全確保の促進、訓練と演習、サイバーセキュリティ対策の

導入などがある。 

目標復旧時間（RTO） 

Recovery Time 

Objective 

インシデント後の製品の製造、サービスの提供又は事業を回復

するまでの目標時間をいう。 

レジリエンス/レジリエ

ンシー 

Resilience/Resiliency 

複雑かつ変化する環境における組織の順応能力をいう（ISO 

31000）。 

 注意 1：レジリエンスとは、事象の影響下における組織の抵

抗能力、又は影響を受けた後に受け入れ可能な期間で受け入

れ可能な実行レベルに戻る組織の能力をいう。 

 注意 2：レジリエンスとは、内部及び外部の変化にもかかわ

らず機能と構造を維持し、かつ、そうしなければならない時

でも許容できる低下したサービスを提供するシステムの能

力をいう。 

 注意 3：レジリエンスには、国家、継続的インテグレーショ

ン（CI システム）及び個人の 3 つのレベルがある。 

A) 国家―はねかえる（立ち直る）意志の力 

B) CI システム―防護及び計画立案優先順位づけのための

重要ノードの明確化：確実な冗長性のための適応（順応）

グリッドの設定 

C) 個人 

対応 

Response 

短期のインシデントによる影響に直接対応する活動であり、こ

れには人命の救助、資産の保護、及び人間が根本的に必要とする

ものの達成が含まれる。また、対応には、緊急事態作戦計画の実
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行、並びに死亡、人的傷害、資産の損害、その他好ましくない結

果を制限するためのインシデント低減活動が含まれる。 

対応活動には、状況により、インシデントによる影響若しくは

帰結の軽減、セキュリティ活動の増強、脅威の特性と発生源の調

査の継続、監視とテスト・プロセスの継続、免疫処置・隔離若し

くは検疫、並びに違法活動の先制阻止、禁止若しくは中断を目的

とした特定の法の執行、及び犯人逮捕と司法への引渡しのための

インテリジェンスやその他の情報の適用が含まれる。 

リスク 

Risk 

脅威又は災害に関連させた損害の確率と酷さをいう（DoDD 

3029.40）。DHS は、リスクがその可能性及び関連する帰結によ

って決定されるとして、リスクとはインシデント、事象又は事件

に起因する欲せざる結果の可能性である、と言明している。 

リスクマネジメント枠

組み 

Risk Management 

Framework 

目標と目的の設定、資産及びシステムとネットワークの特定、

リスクアセスメントの実施、防護プログラムとレジリエンス戦略

に対する優先順位づけと履行、成果の測定、並びに是正処置の実

施に対し、プロセスの要点を述べる計画立案手法をいう。官民セ

クター組織は、組織の事業継続計画にリスクマネジメントを含め

るのが一般的である。 

セクター 

Sector 

経済、政府又は社会に共通の機能を提供する資産、システム又

はネットワークの論理的集合をいう。NIPP は、HSPD-7 が特定

した 18 のセクターを対象としている。 

セクター年次報告（SAR） 

Sector Annual Report 

セクター年次報告は毎年 6 月 1 日又はそれ以前に、DHS に提

出される。 

セクター調整会議（SCC） セクター内のあらゆる主要ステークフォルダの代表者が自ら

組織化、運営及び統治する組織をいう。SCC は、各インフラ・セ

クターの広範なCIKR防護活動の策定及び諸問題の調整に政府が

参加する場合の主点となる。 

セクター・パートナーシ

ップ・モデル 

Sector Partnership 

Model 

全てのレベルの政府及び民間セクター組織が含まれる枠組み

をいい、CIKR 防護に関するセクターとセクター横断の計画立案、

調整、共同作業及び情報共有の促進化及び容易化に利用される。 

セクター所管省庁（SSA） 

Sector Specific Agency 

特定のCIKRセクターのCIKR防護活動に係る調整責任を有す

る組織として HSPD-7 に指名された連邦政府省庁をいう。 

セクター計画（SSP） 

Sector Specific Plan 

NIPP を補完及び拡張する増強計画であり、NIPP 枠組みの適

用に際して各CIKRセクターに具体的な詳細事項を述べたもので
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ある。SSA は、他のセクター・パートナーとの密接な共同作業に

より SSP を策定する。 

システム 

System 

機能的、物理的及び行動的の全て又はこれらの組み合わせによ

り、規則正しく相互作用又は相互依存するエレメントのグループ

をいい、全体として一元化されている（JP 3-0）。DHS は、シス

テムとは特定の目的のため統合された施設、装置、要員、手順及

び通信の組み合わせをいう、と明言している。 

テロリズム 

Terrosism 

意図された非合法暴力行為の利用又は恐怖を含む非合法暴力

行為による脅威をいい、一般的には、政治的、宗教的又は思想的

目標を追求するため、意図的に政府又は社会を強制又は脅迫する

（JP 3-07.2）。 

脅威 

Threat 

意図、能力、及び損失又は損害をもたらす機会をもつ敵対者を

いう（DoDD 3020.40）。DHS は、脅威とは自然又は人為的出来

事であり、生命、情報、運用、環境や資産などに危害を与える可

能性を持つ又は示唆する個人、実体又は行動である、と定義して

いる。 

価値命題 

Value Proposition 

国家のCIKR防護における国家及び国土安全保障利益の要点を

述べるとともに、NIPP に述べられているリスクマネジメント枠

組み及び官民パートナーシップにより、全てのパートナーによっ

て勝ち取った利益を明瞭に表現する声明をいう。 

脆弱性 

Vulnerability 

装置、システム、資産、アプリケーション又はその依存性の特

性であり、あるレベルの脅威又は災害の対象となった結果として

の機能の低下又は衰退（指定機能を果たすことができない）をい

う（DoDD 3020.40）。DHS による脆弱性の定義は、エクスプロ

イテーション又は定められた災害に対して実体を開かれた状態

にする物理的特徴又は運用上の特質である、としている。 
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ADMIE Aerospace and Defense Manufactures’ 

Information Exchange 

航空・防衛製造会社情報交換 

AIA Aerospace Industrial Association 航空宇宙産業協会 

APM Asset Prioritization Model 資産優先順位づけモデル 

APT Advanced Persistent Threat 先進の執拗な脅威 

ASD(HD&ASA) Assistant Secretary of Defense for 

Homeland Defense and Americas’ 

Security Affairs 

国土防衛・米安全保障業務担

当国防次官補 

ASD(NII) Assistant Secretary of Defense for 

Network and Information Integration 

ネットワーク・情報統合担当

国防次官補 

ASIS American Society of Industrial Security 全米企業セキュリティ協会 

BIS Bureau of Industry and Security 企業セキュリティ局 

CAL Critical Asset List 重要資産リスト 

CCJIOC Combatant Command Joint Intelligence 

Operation Center 

戦闘指揮統合インテリジェ

ンス作戦センター 

CDC Cleared Defense Contractor 秘密区分指定情報取扱防衛

契約者 

CFDI Critical Foreign Dependency Initiative 重要外国依存性イニシアチ

ブ 

CFIUS Committee on Foreign Investment in 

the United States 

対米外国投資委員会 

CFR Code of Federal Regulations 連邦規則集 

CII Critical Infrastructure Information 重要インフラ情報 

CIKR Critical Infrastructure and Key 

Resources 

重要インフラ及び資産 

CIP Critical Infrastructure Protection 重要インフラ防護 

CIPAC Critical Infrastructure Partnership 

Advisory Council 

重要インフラ・パートナーシ

ップ諮問委員会 

COI Community of Interest 利益共同体 

COCOM Combatant Command 戦闘指揮所 

CSC Office of Cybersecurity and 

Communication 

サイバーセキュリティ・通信

局 

CSCSWG Cross-Sector Cyber Security Working 

Group 

セクター横断サイバーセキ

ュリティ作業グループ 
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CS/IA Cybersecurity/Information Assurance サイバーセキュリティ／情

報保証 

DARPA Defense Advanced Research Projects 防衛高等研究プロジェクト 

DASD Deputy Assistant Secretary of Defense 国防副次官補 

DATPOW Defense Against Terrorism Program of 

Work 

対テロリズム防衛作業プロ

グラム 

DCIP Defense Critical Infrastructure 

Program 

防衛重要インフラ・プログラ

ム 

DCISE DoD-DIB Collaboration Information 

Sharing Environment 

国防総省-防衛産業基盤共同

情報共有環境 

DSIE Defense Security Information Exchange 国防セキュリティ情報交換 

DC3 DoD Cyber Crime Center 国防総省サイバー犯罪セン

ター 

DCMA Defense Contract Management Agency 防衛契約管理庁 

DEPSECDEF Deputy Secretary of Defense 国防総省副長官 

DHS Department of Homeland Security 国土安全保障省 

DHS S&T DHS Science & Technology Directorate 国土安全保障省科学技術局 

DIB Defense Industrial Base 防衛産業基盤 

DIBNet DIB Network 防衛産業基盤ネットワーク 

DISA Defense Information System Agency 国防情報システム局 

DJIOC Defense Joint Intelligence Operations 

Center 

国防統合インテリジェンス

作戦センター 

DND Department of National Defense of 

Canada 

カナダ国防省 

DOC Department of Commerce 商務省 

DoD Department of Defense 国防総省 

DoDD Department of Defense Directive 国防総省訓令 

DoDI Department of Defense Instruction 国防総省達 

DOE Department of Energy エネルギー省 

DOJ Department of Justice 司法省 

DOS Department of State 国務省 

DOT Department of Treasury 財務省 

DPAS Defense Priorities and Allocations 

System 

防衛優先事項・割り当てシス

テム 

DSIE Defense Security Information Exchange 防衛セキュリティ情報交換 

DUSD Deputy Undersecretary of Defense 国防副次官補 
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FAR Federal Acquisition Regulation 連邦政府調達規則 

DFAR Defense Federal Acquisition Regulation 防衛連邦政府調達規則 

FBI Federal Bureau of Investigation 連邦捜査局 

FEMA Federal Emergency Management 

Agency 

連邦緊急管理庁 

FOIA Freedom of Information Act 情報の自由法 

FS-ISAC Financial Sector-Information Sharing 

and Analysis Center 

金融セクター情報共有分析

センター 

GAO Government Accounting Office 会計検査院 

GCC Government Coordinating Council 政府調整会議 

GIG Global Information Grid グローバル情報グリッド 

HIFLD Homeland Infrastructure 

Foundation-Level Database 

国土インフラ基盤レベル・デ

ータベース 

HITRAC Homeland Infrastructure Threat and 

Risk Analysis Center 

国土インフラ脅威・リスク分

析センター 

HISN-CS Homeland Security Information 

Network for Critical Sector 

重要セクター国土安全保障

情報ネットワーク 

HSPD Homeland Security Presidential 

Directive 

国土安全保障大統領指令 

IA Information Assurance 情報保証 

ICL Important Capability List 重要能力リスト 

IP Office of Infrastructure Protection インフラ防護局 

IPT Integrated Product Team 統合成果チーム 

ISAC Information Sharing and Analysis 

Center 

情報共有分析センター 

ISC Infrastructure Subcommittee インフラ分科会 

ISWG Information Sharing Working Group 情報共有作業グループ 

ISWG Industrial Security Working Group 企業セキュリティ作業グル

ープ 

IT Information Technology 情報技術 

JCC Joint Collaboration Center 合同共同センター 

MAA Mission Assurance Assessment ミッション保証アセスメン

ト 

MET Mission-Essential Task ミッション必須タスク 

MOU Memorandum of Understanding 覚書 

NAR National CIKR Protection Annual 国家 CIKR 防護年次報告 
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Report 

NATIBO North American Technology and 

Industrial Base Organization 

北米技術及び産業基盤組織 

NCC National Communication Center 国家通信センター 

NCCIC National Cybersecurity and 

Communication Integration Center 

国家サイバーセキュリティ

及び通信統合センター 

NCIP National Critical Infrastructure 

Protection 

国家重要インフラ防護 

NCMS National Classification Management 

Society 

国家政治軍事秘密区分管理

協会 

NDA Non-Disclosure Agreement 非開示協定 

NDIA National Defense Industrial Association 国家防衛企業協会 

NGA National Geospatial Intelligence Agency 国家地理空間インテリジェ

ンス局 

NICC National Infrastructure Coordination 

Center 

国家インフラ調整センター 

NIPP National Infrastructure Protection Plan 国家インフラ防護計画 

NMCC National Military Command Center 国家軍事指揮センター 

NMS National Military Strategy 国家軍事戦略 

NNSA National Nuclear Security 

Administration  

国家原子力安全保障局 

NOC National Operation Center 国家作戦センター 

NSTAC National Security Telecommunication 

Advisory Committee 

国家安全保障電気通信諮問

委員会 

OASD Office of Assistant Secretary of Defense 国防次官補オフィス 

ODNI Office of the Director Of National 

Intelligence 

国家インテリジェンス局 

OSAC Oversee Security Advisory Council 海外セキュリティ諮問会議 

OSTP Office of Science and Technology Policy 科学技術政策局 

PCII Protected Critical Infrastructure 

Information 

重要インフラ情報防護 

PCIS Partnership for Critical Infrastructure 

Security 

重要インフラ・セキュリテ

ィ・パートナーシップ 

RMA Risk Mitigation Activity リスク低減活動 

POC Point Of Contact 連絡先 

R&D Research and Development 研究開発 
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SAR Sector Annual Report セクター年次報告 

S&T Science and Technology 科学技術 

SCC Sector Coordinating Council セクター調整会議 

SECDEF Secretary of Defense 国防省長官 

SLTTGCC State, Local, Tribal. And Territorial 

Government Coordinating Council 

州、地方、部族及び準州政府

調整会議 

SLA Service Level Agreement サービス品質保証制度 

SPP Security and Prosperity Partnership セキュリティ及び繁栄パー

トナーシップ 

SSA Sector-Specific Agency セクター所管省庁 

SSP Sector-Specific Plan セクター計画 

TSA Transportation Security Administration 運輸安全保障管理局 

USCG U.S. Coast Guard 沿岸警備隊 

US-CERT U.S. Computer Emergency Readiness 

Team 

合衆国コンピュータ緊急対

応チーム 

USD(AT&L) Under Secretary of Defense for 

Acquisition, Technology, and Logistics 

調達、技術及び兵站担当国防

次官 

USD(I) Under Secretary of Defense for 

Intelligence 

インテリジェンス担当国防

次官 

USD(P&R) Under Secretary of Defense for 

Personnel and Readiness 

兵員及び準備態勢担当国防

次官 

USGS U.S. Geological Survey 合衆国地質調査 
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国防総省出版物及び戦略 

19. 国防総省訓令 3020.40、重要インフラに対する DoD ポリシー及び責任事項（DCIP）、

2010 年 1 月 14 日 
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DoDD 5200.2, DoD Personnel Security Program, April 9, 1999, 
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22. 国防総省訓令 5220.22、国家産業セキュリティ・プログラム、2004 年 9 月 27 日 

DoDD 5220.22, National Industrial Security Program, September 27, 2004, 
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2010 年 3 月 1 日 
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24. 国防総省達 5205.13、防衛産業基盤（DIB）サイバーセキュリティ／情報保証（CS/IA）
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25. 防衛重要インフラ･プログラム・セキュリティ秘密区分指定ガイド 
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Defense Critical Infrastructure Program Security Classification Guide, 

http://www.dtic.mil/whs/directives 
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付録 4：サイバーセキュリティ／情報保証（CS/IA） 

 

サイバーセキュリティ／情報保証（CS/IA）は、論議の余地はあるものの、国家が直面

する最も重要かつ喫緊のインフラ防護問題である。CS/IA は、DIB セクターの優先事項で

あり続ける。 

 

DIB SSA は、IT 依存に係るリスクへの取り組みを継続している。SSA は、ウェブ・サ

ービスに関連する共有データ環境を開発し導入した。これには、知識表示及び収集システ

ム／パレン大地（Palenterra）4による資産の見える化を通じた DCIP 共通運用状況に対す

る活動が含まれる。関連する活動には、情報共有促進のための強化ツールのてこ入れ、DoD

上級リーダーのリスクマネジメント投資意思決定支援のための電子ポートフォリオ利用に

よる DIB 重要資産情報の提供、その他リスクを回避し、DIB に関連する取得、技術、準

備態勢及び運用意思決定強化のため、ユーザー団体に予報的情報を提供する分析システム

がある。 

 

重大な混乱を伴い、かつ、ますます洗練化されたサイバー脅威が高まっている。したが

って、連邦政府と DIB 所有者／経営者間の共同作業は優先すべき事項であり、とりわけサ

イバーセキュリティ意識向上と防護対策の強化が対象となる。これらは、攻撃に耐えると

ともにリスクを低減する強固な対策、並びに重要な運用、対応、及び目標復旧時間内の復

旧を支援するレジリエンスの改善に係るものである。防護計画立案には、CIKR 経営者を

支援するサイバー・エレメントの考慮が含まれる。DIB セクターは、これまで相当な進捗

を示しており、2011 においても積極的な活動を継続するであろう。 

 

サイバー脅威に取り組むいくつかの重要なイニシアチブが進行中である。 

 

 国防総省長官は 2010 年 5 月、我が国及び経済の安全保障に対するサイバー脅威に

効果的に立ち向かうため、並びに DoD ネットワークを防衛及び防護するため、合

衆国戦略司令部隷下の新たな統合司令部として合衆国サイバー司令部を設立した。

DoD 構成組織及び DIB メンバーは、2010 年～2011 年における新たな戦略的サイ

バーセキュリティ・イニシアチブの導入により利益を得ることになる。 

 DoD 及び DIB は、国防総省副長官が ASD(NII)/DoD CIO に対し DoD DIB CS/IA

プログラムの設立を命じた 2007 年以来、DoD 情報防護という共通の目標に対して

強固なパートナーシップを成長させてきた。DoD DIB CS/IA プログラム・オフィ

                                                   
4 [訳注：Palenterra は、様々なレベルの秘密区分指定情報取扱資格を有するユーザーを対象に、SIPRNET

として知られているセキュアなインターネット・プロトコル・ネットワークなどを利用して情報を共有す

るものであり、統合データの見える化及びインタフェースを可能としているシステムである。] 
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スは、重要なプログラム及び技術の保全のため、非 DoD DIB の非秘密区分指定ネ

ットワーク上に存在又はネットワーク上を通過する保護を要する非秘密区分指定

DoD 情報の防護活動を監督する。防護は、DoD 構成組織、民間セクター、DIB パ

ートナー、その他連邦政府省庁間の共同作業による。この点に関する一部は、ポリ

シー、プロセス及び手順の策定、導入及び実施により達成される。これを達成する

手段は、DoD サイバー犯罪センター隷下の DCISE である。DCISE は、DoD 会社

双務枠組み協定署名者 DIB パートナーとの相互活動における DoD 内サイバーセキ

ュリティ運用活動の中心となる。 

 DoD CS/IA プログラム・オフィスは、秘密区分指定情報取扱適格証を有する CDC

との自発的な取決めにより、サイバー脅威情報の共有に係る信頼関係及び秘密が保

たれたメカニズムを維持している。DIB サイバー・インシデント報告及びサイバー

侵入損害アセスメントは、非帰属性の秘密が保たれたプロセスである。DoD は

CS/IA プログラムの下、スケーラブルな非秘密区分指定 DIBNet（DIBNet-U）、及

び DoD と活動に加わる CDC（DIB パートナー）との間に SECRET レベルまでの

情報共有を行うための秘密が保たれかつ評価・承認されたネットワーク DIBNet-S

を運用管理している。 

 2010 年～2011 年の間におけるこの活動の焦点は、DIB CS/IA プログラムの継続的

拡張、及び秘密が保たれた DoD-DIB ネットワーク（DIBNet）の拡張である。 

 

DIB 民間セクターからの企業パートナーは、CIKR を防護する信頼された関係の下で

情報を共有する DSIE を設立した。 

 

DSIE は、英国 ADMIE との協定に署名しており、英国防省とのサイバー脅威情報の

共有を開始する。 

 

DoD は、サイバースペースを秘密が保たれたものにする決意をしており、将来環境に

適合し、かつ、新たな脅威に取り組むための長期に及ぶ成功条件を設定した。DoD は、

軍事ネットワークの防衛責任を有する包括的国家サイバーセキュリティ・イニシアチブ

のパートナーとして、民間セクターR＆D 活動とのパートナーシップによる国家サイバ

ー・インフラを促し、重要な国家利益が壊滅的な損害から防護されることを確実なもの

とする。技法は、既存の R&D 活動を利用するとともに、変化するサイバー技術開発の

ための新たなアプローチを追求する。DoD のサイバーセキュリティ強化は、ハイリスク

／ハイリターン R&D によるものであり、脆弱性の削減と帰結の低減を行う戦略的 DoD

サイバー科学技術活動を明らかにする。 

 

DHS CSCWG は、広範なサイバーセキュリティ諸問題に係る情報と専門知識を共有
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するフォーラムであり、意識向上、支援及び推奨事項を提供する。セクター横断の諸問

題の焦点には、サイバーセキュリティ諸問題、及びセクター横断のサイバー依存性と相

互依存性の密接な関係に係るセクター調整の改善が含まれている。CSCWG は、SCC、

GCC 及び ISAC を介した、セクター間におけるサイバー情報共有ルートとしての任務を

果たす。 

 

DIB SCC は、SCC の情報／サイバーセキュリティ常設委員会として、SCC 署名者に

よる DSIE を採用している。DSIE は、U.S.CERT のポータルを利用し、サイバー脅威

と警告情報の交換を行なっている。現在のメンバーは 35 の会社から構成されており、

156 人以上に及ぶ個人が U.S.CERT のポータルを介する情報共有に対して NDA 署名済

みである。DSIE は、彼らの統制の下に、企業パートナーがあらゆる進行中のインシデ

ントについて他者に迅速に警告すること、及び DoD 重要情報防護のための低減戦略を

共有することを可能とする。将来の活動に含まれるものは、非秘密区分指定情報システ

ム、従業員適格性審査及び物理的セキュリティに係るサイバーセキュリティ分野の標準

である。 

 

 



 

 112 

付録 5：その他の政府機関及び DIB CIKRパートナー 

 

国防総省（DoD） 

HSPD-7 は、国防総省長官（SecDef）に対し、DIB CIKR に対し関連するパートナーと

の共同作業を実施すること、脆弱性アセスメントを奨励又は実施すること、及びリスクマ

ネジメント慣行を奨励することについての責任を付与した。DoD は、政府高官の委員会を

編成し、連邦政府の主要 DIB パートナーシップに対する代表とした。NDIA は、民間セク

ター防衛企業役員による委員会を編成し、DIB の自発的かつ主要パートナーシップの代表

とした。 

 

国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補（ASD(HD&ASA)） 

ASD(HD&ASA)は、HSPD-7 によって DoD に付与された責任事項につりあった DIB 主

導の SSA 高官として SecDef に仕える。また、ASD(HD&ASA)は、DoD の重要インフラ

防護についての調整、並びに国家、州及び地方レベルの CIP プログラムへの DoD 参加に

係る責任を有する。ASD(HD&ASA)は、DIB SSA の責任事項を国土防衛戦略、阻止・戦

力計画及びミッション保証担当国防副次官補隷下の CIP プログラム部長に付与した。 

 

調達、技術及び兵站担当国防次官（USD(AT&L)） 

USD(AT&L)は、防衛取得システムに係る全ての事項についての主席補佐官及び助言者

として SecDef に仕える。さらに、USD(AT&L)は、DoD ニーズを満足させるため、企業

及び技術ベースのアセスメントの展開及び DIB 能力維持に係るポリシー確立責任者とな

る。この責任事項は、DIB SSA の責任事項と重複する。したがって、USD(AT&L)は、そ

の主たる役割として、DIB SSA 責任事項を果たすことに貢献することとなる。 

 

防衛契約管理庁（DCMA） 

ASD(HD&ASA)は、DCMAに対しSSAの運用管理責任事項を果たす主任務を付与した。

その理由は、DCMAがDIB所有者／経営者との実質的な関係を確立しているからである。

DCMA の責任事項は、DIB 重要資産と関連する影響についての特定、分析及びアセスメ

ントの実施のため、全ての DoD 構成組織及び DIB のエレメントを所有又は運用管理する

民間セクター・パートナーと計画の立案及び調整することである。 

 

ネットワーク・情報統合担当国防次官補／DoD最高情報責任者（ASD(NII)/DoD CIO） 

ASD(NII)/DoD CIO は、情報保証、ネットワーク、ネットワークを中心としたポリシー

と概念、及び DoD エンタープライズ全体に及ぶアーキテクチャーと IT に係る事項につい

て、SecDef に対する主席顧問を務める。ASD(NII)/DoD CIO は、グローバル情報グリッ

ド（GIG）の可用性の確実化を含め、エンタープライズ・レベルのネットワーク防衛戦略
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の案出及び実施の責任を有する。ASD(NII)/DoD CIO は、関連する DoD サイバー犯罪セ

ンター（DC3）の活動を含め、DIB CS/IA の監督を行うとともに、DIB CS/IA 実行委員会

の議長を務める。ASD(NII)/DoD CIO は、DIB CS/IA 要求事項の取得プログラム、契約及

び規則への組み込み、並びに DIB に係るサイバー侵入損害アセスメントについて USD

（AT&L）と調整する。ASD(NII)/DoD CIO は、DIB CA/IA 活動及び NISP 支持関連のイ

ンテリジェンス、カウンターインテリジェンス、セキュリティの支援及び情報セキュリテ

ィ・ポリシーの実施について USD(I)と調整する。また、NSPD-54/HSPD-23 及び DoDI 

525.13 に従い、DIB CS/IA サイバー脅威情報共有活動の統合及び DoD と DIB 間のサイバ

ー状況認識の強化について USD（P）と調整する。 

 

インテリジェンス担当国防次官（USD(I)） 

USD(I)は、DoD 主席セキュリティ責任者であり、リスクが運用管理されたセキュリテ

ィと防護ポリシーの統合、及び研究と技術の防護は無論のこと、人的、物理的、企業、情

報、運用、化学/生物、及び DoD の特別アクセス・プログラム・セキュリティに対するプ

ログラムに責任を有する。 

 

兵員及び準備態勢担当国防次官（USD(P&R)） 

USD(P&R)は、軍隊の国家軍事戦略（NMS）履行を確実に可能とするための準備態勢の

監督及び評価について、SecDef に対する主席顧問を務める。P&R スタッフは、防衛準備

態勢報告システムの開発及び導入を監督する。同システムが完全に導入されると、DIB エ

レメントに係る情報が統合される。この統合は、DoD のミッション遂行の支援に必要な製

品やサービスを配達する DIB 能力アセスメントの改善を可能にするものである。 

 

その他の連邦政府省庁 

DoD は、DHS やその他の SSA との共同作業により、DIB SSP が国家重要インフラ防

護活動に従うものであり、かつ、完全に支援していることを確実なものとする。他の連邦

政府省庁の支援役割には、次が含まれる。 

 

DHSのインフラ防護局（IP） 

 

 重要 DIB 資産に対する意識向上の維持 

 連邦政府省庁を横断する SSA 計画ガイダンスの利用順守の監督 

 DIB に対するサイバー及び物理的インシデント犯罪の抑止、予防及び打破につい

て、DoD との共同作業の実施 

 DoD との共同作業による DIB の脆弱性アセスメントの実施又は促進 

 DoD との共同作業による CIKR 防護の特定、優先順位づけ及び調整を行うさらな
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る DIB 調整メカニズムの明確化及び確立、並びに物理的脅威とサイバー脅威、脆

弱性、インシデント、将来性のある防護対策及びベストプラクティスに係る情報

の共有 

 

DHSのサイバーセキュリティ及び通信局（CS&C） 

CS&C 局は、IP 局とともに、全ての CIKR セクターを横断するサイバー・インシデン

トの抑止、予防及び打破に係る活動の指導及び調整の責任を有する。 

 

連邦捜査局（FBI） 

FBI は、次を実施する。 

 

 重要 DIB 資産に対する意識向上の維持 

 それぞれの重要 DIB 資産所有者／経営者が、指定された特別捜査員の接対面を少な

くとも毎年一回受けることの確実な実施 

 不審活動報告に対する捜査の実施、及び報告責任者へのフィードバックの提供 

 資産所有者／経営者、又は州及び地方の法の執行機関当局の要求に応じたインシデ

ントへの対応 

 

エネルギー省（DOE） 

DOE の国家原子力安全保障局（NNSA）は、核エネルギーの軍事利用、及びテロリズ

ムや大量破壊兵器によるグローバル脅威を削減することにより、国家の安全保障を強化す

る。 

 

商務省（DOC） 

DOC の企業セキュリティ局（BIS）は、効果的な輸出管理及び協定順守システムの適用、

並びに継続した合衆国の戦略的技術保護の促進及び DIB リーダーシップにより、国家の安

全保障を向上させる。BIS は、CIP と復旧を含む承認された国家防衛プログラムの支援に

必要な資材、サービス及び施設の契約と発注に対する優先的受領及び成果を求めるため、

DPAS 規則（連邦規則集（CFR）第 15 章パート 700）を管理する。また、BIS は、不可

欠な財務及び生産データを提供するため、詳細な調査を利用し、主要な防衛関連セクター

の重要技術及び企業能力に対する直接の調査・分析を実施する。防衛生産法 1950-改定及

び大統領令 1265 が、これらの活動権限を付与した。 

 

DOC の国家電気通信及び情報管理局は、国家の必須機能及び CIP と国土安全保障の経

済的セキュリティ要素に係る DOC の役割を直接支援する「企業／商用セクターに対する

強固な通信能力の達成」のため最も重要な役割を果たす。さらに、DOC CIP の責任事項
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は、合衆国の商用及び企業セクターによる多様な通信能力の取得を確実にすることである。 

 

DOC の NIST は、NIST の製造拡大パートナーシップを通じて、中小の DIB 製造会社

に対し技術的及び事業的支援を提供する。 

 

財務省（DOT） 

財務省長官は、対米外国投資委員会（CFIUS）を統括する。DoD とその他 11 の連邦政

府省庁は CFIUS に参加し、合衆国の国家安全保障に脅威を及ぼす外国による合衆国会社

の取得、合併又は経営権取得の保留又は禁止に対する大統領の権限行使に係る助言を行う。 

 

国務省（DOS） 

 

 合衆国外に所在する重要 DIB 資産防護強化のための DoD、外国及び国際組織の活

動を支援する。 

 受入国、海外 DIB 資産所有者及び DoD 間の情報交換を容易にする。 

 合衆国軍需品リスト中の防衛品及びサービスの輸出と暫定輸入を統制することによ

り、国家の安全保障に対する保護手段を講ずるとともに、対外政策目的を進める合

衆国の能力を支援する。 

 

ホワイトハウスの科学技術政策局（OSTP） 

OSTP は、重要インフラの防護強化、DIB に適用可能な研究要求事項と技術を特定する

ための支援、及び DoD と DIB 間とのこれら技術の情報共有のため、機関間 R&D の調整

を行う。 

 

州及び地方の機関 

DoD は、DIB 防護に係る政府の役割調整のため、州及び地方の当局に対するアウトリー

チ活動を実施する。この関係は、重要な DIB 資産及びそれらに対する支援インフラ（例：

電気通信、道路又は鉄道、エネルギー、サイバー・ネットワーク）が地方の法の執行機関

やその他の緊急事態対応計画の立案に盛り込まれることを確実なものとする。緊急事態計

画は、対応と復旧サービスの優先順位づけ、緊急事態の必要性を満たす所要資源のレベル、

地方政府管轄下資産に対するモニタリング、及び切迫する脅威や災害に対する警告を対象

とする。 

 

国際組織及び諸外国 

DoD は、合衆国外にある重要 DIB CIKR 資産の防護とレジリエンスに取り組むため、

他の連邦政府省庁、外国政府及び国際組織と共同作業する。DoD は、DIB 資産の防護とレ
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ジリエンスを改善し、合衆国外の重要資産の継続した可用性を確実なものとするための国

際戦略を策定中である。DoD は、国際パートナーが彼らの専門技術知識を利用して、自身

の対テロリズム、海上阻止やその他のミッション・クリティカルな能力の改善を行い、効

力があり、かつ、階層化防衛とすべく、そのてこ入れを追求する。主要なパートナーシッ

プには、次が含まれる。 

 

北米技術及び産業基盤組織（NATIBO） 

DoD とカナダ DND は 1987 年、NATIBO を設立した。NATIBO の主要な目的は、

防衛上重要な主要企業セクターの特定と分析、それらセクターの成長性のアセスメント、

成長性に係る問題と障壁の特定、及び商業界の安定性の強化と維持のための戦略の策定

である。NATIBO には、北米技術産業基盤活動の調整が委ねられており、合衆国及びカ

ナダの国家の安全保障及び経済の安全保障ニーズに共鳴する費用対効果がありかつ安定

性のある技術産業基盤を促進することとしている。この NATIBO パートナーシップの

目標は次のとおりである。 

 

 北米技術及び産業基盤の防衛態勢を改善する。 

 合衆国及びカナダの防衛技術及び産業基盤に係る研究及びプロジェクトについて、

双務的共同作業により冗長的な活動を削減する。 

 合衆国及びカナダが、軍事及び民間の緊急事態対応計画の両者又はいずれかを立

案する際、北米技術及び産業基盤が考慮されることを確実なものとする。 

 

カナダ国防省（DND-Canada） 

DND の役割は、次のとおりである。 

 

 DoD/DND 運営委員会及び作業グループを通じ、包括的な DIB 意識向上を図るこ

とについて両国を支援することにより、双務的安全保障強化及びミッション保証

獲得の枠組みを提供する。 

 ASD（HD&ASA）DCIP と同様の重要インフラを含め、カナダ防衛産業基盤プロ

グラム設立のための戦略構想を支援する。 

 共通 CAL に係る共同作業を実施する。 

 二国間防護プログラムに対する要求事項を明らかにする。 

 

北米セキュリティ及び繁栄パートナーシップ（SPP） 

合衆国、カナダ及びメキシコ政府は、北米をさらに安全が保たれたものとするととも

に、我々が共有する国境を横断する合法的な旅行者及び貨物の移動の簡素化を確実なも

のとするため、次世代共通セキュリティ戦略の策定に着手した。3 か国政府は、この目
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的達成のため共同作業を実施し、最高の大陸全般セキュリティ標準及び簡素化されたリ

スク・ベース・プロセスを確実なものとする。 
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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』 

ＢＳＫ 第２５－ ２号『防 衛 産 業 基 盤 セ ク タ ー 計 画』 

本報告書の中で意見にわたるものは、委託研究先の見解であることをお断りし

ておきます。 
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