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発刊にあたって
21 世紀の幕開けに発生した 9.11 のテロ攻撃は、世界中を震撼させる事件でした。そし
てその教訓を踏まえ、金融業界や情報技術（IT）を駆使する経済活動の必須マネジメント
として、事業継続が重要視され始め、同時にそれまでのサイバーセキュリティ一辺倒に固
執してきた重要インフラ防護に、物理的防護の重要性が再認識され復活しました。このよ
うな流れは、米国に止まらず欧州や豪州にも及んでおります。
国民の日々の生活、国家の経済活動さらには安全保障に重大な影響をもたらす脅威は、
テロ攻撃だけではありません。洪水や地震などの自然災害やサイバー攻撃は無論のこと、
パンデミックなどを含めた全災害（all-hazards）を脅威対象とすることが世界の常識とな
っております。そして、このような全災害への対処能力には、脅威、資産及び脆弱性を変
数とする従来のリスクマネジメント方程式から、資産の被害がもたらす国民の生活や経済
活動に及ぼす影響、すなわち帰結をどのようにマネジメントすべきか（低減すべきか）の
方程式へと、その潮流を変化させています。このような変化に登場したのが「レジリエン
ス」の概念です。組織やシステムに求められるレジリエンスは、多少の脅威は物ともせず
通常運用を継続し、たとえ脅威が増大したとしても組織やシステムの必須運用機能を果た
すとともに、脅威が消滅した場合は速やかに通常運用へと回復することを意味します。こ
のようなレジリエンス活動は、これまでのサイバーセキュリティや防護活動と異にするも
のではありません。むしろ、それらを補完・補強するものであり、組織やシステムにより
堅固性、対応性及び迅速回復性を持たせ、その結果として弾力性（レジリエンス）を備え
させたものといえます。欧米諸国は、従来のインフラ防護から脱却し、インフラ・レジリ
エンスへと移行しております。また、企業自体においても、企業の社会的責任（CSR）や
市場における競争力確保のためのレジリエンス・マネジメント活動が求められております。

このようなことから、本調査研究報告書は欧米諸国における重要インフラ・レジリエン
ス動向の把握及びレジリエンス・マネジメントの解説を行うとともに、企業におけるレジ
リエンス能力向上に焦点を当て、
我が国、
防衛省及び企業に対する提言を行ったものです。

本調査報告書が、我が国の企業における効果的なレジリエンス能力向上活動にご活用い
ただければ幸いと存じます。
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
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はじめに
重要インフラ防護や企業活動における「レジリエンス」とは、多少の脅威や災害は物と
もせず通常通りのサービスを提供するとともに、たとえ大災害に遭ったとしても組織とし
ての必須のサービス提供を継続し、災害が去った後は速やかに回復する組織の能力をいう。
我が国では東日本大震災以降、インフラに対する「強じん化」や「堅ろう化」の必要性
がにわかに叫ばれているが、用語は異なるものの本質的な意味はレジリエンスに同じであ
る。インフラに対するこのようなレジリエンスの要求は、米国の 2001 年の 9.11 テロ攻撃
や英国の 2007 年夏の大洪水後の国家的な取り組みへと結びついている。米国は 2006 年、
国家インフラ防護計画の第 1 版において重要インフラに対するレジリエンス戦略の必要性
を掲げた。英国は 2009 年、重要インフラ・レジリエンス・プログラムを開始した。また、
オーストラリアも 2010 年、重要インフラ・レジリエンス戦略を掲げ、重要インフラのサ
ービス継続は政府と企業の責任事項であるとしている。
グローバルな IT 経済社会、サプライヤーとの密接な連携の下での経済活動、インフラ
相互間での依存性などから、一インフラのサービス提供の停止は、地域、国、そして世界
中に影響を及ぼす事態ともなりかねない。また一企業内にあっても、ある部門のサービス
提供の停止が企業全体のミッション達成に影響を及ぼすこともある。この影響を削減する
には、企業、地域及び国におけるインフラ資産（人、情報、技術及び施設）のそれぞれに
対するレジリエント化が求められる。とはいえ、そのための資源は限られており、その中
で効果的なレジリエンス活動を行うには、何が重要インフラであるかを特定し、そこに焦
点を当てたレジリエンス対策を講ずる必要がある。
レジリエンスは、リスクマネジメント活動における新興の特性である。しかも、このレ
ジリエンスをマネジメントするには、これまでの情報セキュリティ・マネジメントや事業
継続マネジメント、さらには IT 運用マネジメント単独では対処できない。これらの共同
結果としての相乗効果が、効果的かつ効率的なレジリエンス・マネジメントに結びつくこ
とが明らかにされている。そのようなマネジメントに対するガイダンスとしての ISO
22323 プロジェクトは昨年 8 月、残念ながら廃止された。しかしながら、カーネギーメロ
ン大学・ソフトウェア・エンジニアリング研究所（CMU/SEI）は一昨年、1,000 頁以上に
も及ぶレジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）を発表し、レジリエンス・
マネジメントに対する極めて有用なガイダンスを組織の実践者に提供している。このモデ
ルは、その開発経緯が物語るように、国家の重要インフラ防護（レジリエンス）は無論の
こと、企業におけるビジネス成功にも貢献するものである。
重要インフラ防護は 1998 年、米国の重要インフラ防護大統領指令(PDD63）に端を発し、

i

その後欧州は無論のこと我が国にもその重要性が認知され、我が国でも国家施策としての
重要インフラ防護に係る取り組みが 2000 年以降推進されている。とはいえ、昨今の英米
における重要インフラへの自然災害を含む様々な重大脅威に対抗するレジリエンス要求へ
の取り組みは、我が国にない。東日本大震災や原発事故などを経験した我が国の重要イン
フラに、レジリエンスが求められるのは当然のことと思われる。
本調査研究報告書は、先ず、諸外国で近年その取組が開始された重要インフラに対する
レジリエンス能力向上活動に焦点を当て、それらの紹介や要点を述べるとともに、レジリ
エンス・マネジメントの要領について解説を行う。次いで、我が国における重要インフラ
や企業におけるレジリエンス対策の実施状況を確認した上で、国家、防衛省及び防衛関連
企業に対する提言を述べる。
本調査研究報告書の構成及び記述概要は、次表のとおりである。
章

表

題

記

述

概

要

本章は、一般的なレジリエンスの定義、重要インフラ防護に
1

レジリエンス概説

おけるレジリエンスの定義、及びレジリエンスと防護、事業継
続、セキュリティやガバナンスとの関係を述べる。

重要インフラ防護に
2

対するレジリエンス
要求事項

本章は、米国及び英国の国家的取り組みとしての重要インフ
ラ防護におけるレジリエンス要求事項について解説する。その
中で、関連する組織、取り組みの流れ、国家計画、セクター計
画、重要インフラの選定要領及び国家の支援を紹介する。
本章は、レジリエンス・マネジメントの概要、CERT のレジ

3

レジリエンス・マネ

リエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）の解説、及

ジメント

び CERT-RMM の我が国への導入についての考察結果を述べ
る。

我が国のレジリエン
4

ス要求事項及びマネ
ジメントの現状

5

提言

本章は、我が国の重要インフラ防護の実態、同防護に係る情
報セキュリティ、事業継続及び防災との関係を明らかにすると
ともに、国内で実施されているレジリエンスに係る様々な取り
組みを紹介する。
本章は、第 1 章～第 4 章までの調査結果に基づき、国家、防
衛省及び防衛関連企業に対する提言を行う。

ii

1 レジリエンス概説
本章は、重要インフラ防護、及び情報化社会やグローバル経済における企業の競争力確
保や社会的責任に対し、今後ますますその重要性が注目されるリスクマネジメントの新た
な特性としての「レジリエンス」について概説する。
本章は 3 つの節で構成されており、各節の記述概要は次のとおりである。


1.1 一般的なレジリエンスの定義：辞書、機械工学、組織、及び ISO などの標準や
規格などにおけるレジリエンスの定義を紹介する



1.2 重要インフラ防護におけるレジリエンスの定義：欧米諸国では、従来の物理的
防護及びサイバーセキュリティの両者又はいずれかを対象にした重要インフラ防護
に、リスクマネジメントにおける新たな特性としてのレジリエンスを加えている。
米国、英国、EU、豪州及び我が国における重要インフラ防護におけるレジリエン
スの定義を紹介する。



1.3 レジリエンスと防護、事業継続、セキュリティ及びガバナンスとの関係：レジ
リエンスがリスクマネジメントにおける新たな特性であることを考慮し、レジリエ
ンスと防護の関係、レジリエンスと事業継続の関係、レジリエンスとセキュリティ
の関係、及びレジリエンスとコーポレート・ガバナンスの関係について説明する。
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1.1

一般的なレジリエンスの定義

本調査研究は重要インフラ防護に係るレジリエンスに焦点を当てるものであるが、ここ
で紹介するのは様々な分野で利用されているレジリエンスの定義である。辞書に示されて
いる本来的なレジリエンス用語は、
その特長から様々な分野で利用されている。とはいえ、
本質的な意味はいずれも同じであり、そのレジリエンスの特長を把握することは以降に述
べるレジリエンス活動を理解する上で役立つものとなる。
以下に、辞書、機械工学、組織、及び ISO、米国の国家標準技術院（NIST）や英国の
標準や規定で利用されているレジリエンス用語の定義を紹介する。

1.1.1

辞書に見るレジリエンスの定義

「レジリエンス（resilience）」の語源は、ラテン語の「はね返り（spring-back）」によ
るとされている。このレジリエンスの用語は、様々な分野で利用されており、辞書1によれ
ば次のようになっている。


一般的用語：はね返り。とび返り。弾力。弾性。
（元気の）回復力。災難や異常から
回復する能力又は災難や異常に容易に順応する能力。



コンピュータ用語：障害許容力。フォールトトレランス。障害又は誤りが存在して
も、要求された機能を遂行し続けることができる機能単位の能力。



コンピュータ・ネットワーク用語：障害に直面した場合、受け入れ可能レベルのサ
ービスを提供・維持するとともに、通常運用に挑む能力。



心理学用語：ストレスや破滅的な災難に対処する能力、及び将来の悲観的事象に対
する耐性のレベル。



機械工学用語：弾性エネルギー。弾性ひずみエネルギー。変形作用後に正常な形に
跳ね返す素材の物理的特性。弾性限界の範囲で歪めた後に元の形や位置に戻ること
ができる素材の物理的特性、リバウンド又は反騰の発生。

上記で明らかなように、レジリエンスが持つ意味や特長が、コンピュータ・ネットワー
ク、機械工学、心理学などの様々な分野で適用されている。これらの分野に共通する側面
は、思い掛けない又は予見し難い変化や混乱に順応・対応し、最小限の機能を維持すると
ともに、迅速に回復する能力である。
本調査研究におけるレジリエンスは、主として組織におけるミッション達成を目標とす
る同組織のサービスやプロセス面を対象としたものであり、上記に示したレジリエンスの
特性を重要インフラ防護に係るレジリエンスの特性として利用している。

1

出典：Weblio、英和和英辞典、http://ejje.weblio.jp/content/resilience。その他。
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1.1.2

機械工学に見るレジリエンスの定義

前項に示した機械工学におけるレジリエンスの定義（特性）は、本調査研究の重要イン
フラ防護におけるレジリエンスを理解する上で最も参考になることから、その特性を以下
に紹介する。
機械工学におけるレジリエンスは、次のように定義及び図解されている2。
レジリエンスとは、素材の能力であり、弾力的に変形させられた場合のエネルギー吸収
能力、及びエネルギー負荷が取り除かれた場合にそのエネルギーを解放する能力をいう。

応力

歪み硬化

ネッキング

破壊強度
破壊
降伏強度
•

ヤング係数の例
オーク木材：11

•

炭素繊維強化プラスチック：125-150

•

ダイアモンド：1050-1200

ヤング係数
歪み
（出典：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stress_Strain_Ductile_Material.png）

図 1.1-1：延性素材の応力-歪み曲線とヤング係数
図 1.1-1 を簡単に説明する。素材が一定の範囲内（原点から降伏強度までの応力と歪み
が比例関係の直線状態にあるとき）
、すなわち弾性範囲内であれば、応力を解放すると歪み
が元に戻り弾性を示すことが分かる。同図は応力と歪みの比例関係をヤング係数として示
しており、このような関係を線形弾性といっている。降伏強度を超える応力が加えられる
と、素材は破壊に至る。この図から、ヤング係数が大きいとされるダイヤモンドでは、応
力に対する歪みの度合いは極めて小さく、逆にヤング係数が小さい木材となると、応力に
対する歪みの度合いが大きいことが想像できる。
実はこの図、以降に述べる本調査研究報告書内容を理解する上で、貴重な情報（イメー
ジ）を提供してくれる。例えば、組織のサービス提供に影響を及ぼす脅威を応力、及び影
響による組織のサービス機能の低下を歪みとした場合を考えてみよう。組織は、応力（脅
2

Wikipedia, Resilience, http://en.wikipedia.org/wiki/Resilience
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威）を受けつつも、組織が本来的に果たすべき最小限のサービス提供を維持し続け、脅威
から解放されれば通常運用に直ちに回復する。脅威の大きさが組織によるサービス提供持
続の限界を超えるのが降伏強度であり、組織は壊滅的な打撃を受け、原状への復帰は極め
て困難となる。一方で、降伏強度以下の脅威の大きさであれば、サービス提供における最
小限の機能を維持しつつ、影響を及ぼす脅威が消滅すれば迅速に元の完全なサービス提供
を行えることとなる。
つまり、
組織の脅威に対する抵抗能力を示すヤング係数が高いほど、
組織のレジリエンス能力が高いことを示し、脅威下にあってもサービス提供を持続し、組
織のミッション遂行を可能とする。

1.1.3

組織に見るレジリエンスの定義

Wikipedia は、
「レジリエンス」に関する様々な情報を提供しているが、その中でシステ
ムや会社を対象にした組織に見るレジリエンスを次のように紹介している3。
レジリエンスは、停電、火災、爆撃、その他同様の事象がもたらす破局的機能不全の帰
結に対して、システム又は会社自身が順応する（馴染む）能力として定義される。この用
語は昨今、ビジネス、コミュニティ、政府などの組織において、自然災害やテロリスト攻
撃などの破局的な事象に対処するとともに、迅速に組織機能を回復する能力を改善するも
のとして盛んに利用されている。その概念は官民セクターのリーダーによる信任を得てお
り、レジリエンスは合衆国の国土安全保障ポリシーにおけるテロリスト攻撃防止と同じ重
要性で取り扱われるべきである、と彼らは主張している。
このような文脈において、最も早期にレジリエンス用語を利用した一つに、外交問題評
議会の上級評議員 Stephen Flynn 氏が執筆した 2004 年６月の著書「脆弱なアメリカ：我
が政府はいかにテロリズムから我々を保護することに衰えかけているか」4がある。彼は、
アメリカの重要インフラは、これには橋、トンネル、電力送電網、港、化学工場、水道が
含まれるが、テロリストの主要な潜在的攻撃目標を象徴するものであるとしている。その
理由は、インフラに障害を与えた攻撃は、国内の重要な社会及び経済活動に重大な混乱を
もたらすことができるからである。したがって、彼は、合衆国のインフラをよりレジリエ
ントにすることを重要な勧告事項としている。合衆国の重要インフラの 90％は民間側にあ
ることから、このようなレジリエンスの強化に官民間の共同が必要であることについても
言及している。
米国が現在取り組んでいる国家インフラ防護計画は、正に上記を反映したものとなって
いる。つまり、米国のインフラ防護におけるレジリエンス戦略は、国家の安全保障、経済
3

Wikipedia, Resilience (organizational)、http://en.wikipedia.org/wiki/Resilience_(organizational)
Flynn, Stephen (June 2004), America the Vulnerable: How Our Government is Failing to Protect
Us from Terrorism, HarperCollins,
http://www.cfr.org/defensehomeland-security/america-vulnerable/p7085
4
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保障及び国民の安全確保に対する必須要件となっている。
上記の Stephen Flynn 氏の著書が出版された後も、様々な分野でこのレジリエンスの有
用性が述べられている。以下は、それらの主なものを年代順に要約したものである。


2005 年：MIT 教授 Yossi Sheffi は、著書「レジリエント・エンタープライズ：競
合力のあるエンタープライズのための脆弱性の克服（The Resilient Enterprise:
Overcoming Vulnerability for Competitive Enterprise）
」5において、このレジリ
エンス概念を事業継続イニシアチブに拡張した。彼は、会社の経営に混乱がもたら
す不利益を分析し、レジリエンス投資が不測事態対応を超える競争利益を生み出す
ことを明らかにした。



2007 年：米国の NPO である「競合力に係る評議会（Council on Competitiveness）
」
は、「レジリエント経済：競合性とセキュリティの統合（The Resilient Economy:
Integrating Competitiveness and Security）
」6を公表し、経済的競合性を高めるた
め、レジリエンスとセキュリティの統合を提唱した。



2008 年：米国のシンクタンクである「改革研究所（The Reform Institute）」は、
「危険の連鎖：グローバル・サプライチェーンの堅牢化とアメリカのレジリエンス
の強化（Chain of Perils: Hardening the Global Supply Chain and Strengthening
America’s Resilience）
」及び「スマートな代替案：我が国の脆弱な電力系統のセキ
ュア化と強化（The Smart Alternative: Securing and Strengthening Our Nation’s
Vulnerable Electric Grid）
」を公表し、合衆国の経済活動を無力化するおそれがあ
る混乱に立ち向かうには、サプライチェーンと電力系統に対するレジリエンス強化
が必要であることを強調した。



2008 年：合衆国下院の国土安全保障委員会議長である Bennie Thompson は 2008
年 5 月、
「レジリエンス月間」を宣言し、問題調査のための一連のヒアリングを同
委員会と分科会で行った。



2009 年：オバマ大統領は、国土安全保障に係る声明「我々の物理的及び社会的イン
フラのレジリエンスの促進」の中で、
「我々の重要インフラのレジリエンスを確実に
することは、国土安全保障にとって極めて重要である。全てのレベルの民間セクタ
ーと政府のパートナーが共同することにより、効果的かつ全体論的な重要インフラ
防護及びレジリエンス計画を策定できる。
・・・」と述べ、レジリエンスを国土安全
保障ポリシーに不可欠な要素とした。

5

The Resilient Enterprise, Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, October 1, 2005,
The MIT Press, http://resilient-enterprise.mit.edu/
6 The Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security, July 2007, Compete.org,
http://www.compete.org/publications/detail/31/the-resilient-economy-integrating-competitiveness-an
d-security/
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2010 年：国土安全保障省が公開した「国土安全保障四か年レビュー報告：セキュア
な国土のための戦略的枠組み（Quadrennial Homeland Security Review Report: A
Strategic Framework for a Secure Homeland）
」7は、レジリエンスを極めて重要
な課題の一つに掲げ、合衆国国土安全保障エンタープライズの中核的ミッションと
した。
国際標準におけるレジリエンスの定義

1.1.4

(1) ISO 31000
「ISO 31000：リスクマネジメント－原則及び指針（Risk management-Principles and
Guidelines）
」は、レジリエンスを次のように定義している。この定義は簡潔なものである
が、その本質的内容は前 1.1.3 項に同じである。
複 雑 か つ 変 化 し て い く 環 境 に 対 す る 組 織 の 適 応 能 力 （ Adaptive capacity of an
organization in complex and changing environment）
(2) ISO 22301 の制定と ISO 22323 プロジェクトの削除
「ISO 22301：社会セキュリティ－事業継続マネジメント・システム(Societal security Business continuity management systems) 」が 2012 年 5 月 15 日に発行された。また、
当時この ISO の策定にやや遅れ、その基礎のほとんどを「1.1.6 アメリカ規格協会のレジ
リエンスの定義」及び「3.1.2 組織のレジリエンス標準（ASIS SPC.1-2009）の概要」に
置いた「ISO 22323：組織のレジリエンス・マネジメント・システム――要求事項及び指
針（Management system for resilience in organizations – Requirements and guidance
for use）
」が策定されつつあった。
しかし、ISO の策定グループ間において 2012 年 4 月当時、レジリエンスの意味づけに
関し、制定間際の ISO 22301 と策定中の ISO 22323 の間で次の 3 件の問題が指摘されて
いた8。


ISO 22301 の適用範囲に「保護」及び「発生可能性の削減」が加わったこと：ISO
22301 の「第 8 章 運用－8.3 事業継続の戦略－8.3.3 保護及び低減」に対する取り
組み、すなわち同章の「8.2 事業インパクト分析及びリスク評価」の結果に基づく
保護及び低減に係る事業継続戦略の内容に関する追加である。この戦略にどの程度

7

Quadrennial Homeland Security Review Report: A Strategic Framework for a Secure Homeland,
February 2010, DHS, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/qhsr_report.pdf
8 ISO 22301, Business Continuity Standard On Track Despit ISO 22323 Compatibility Issues Raised
At Beijing Meeting, 11/14/2011, by Luke Simpson, Editor, TAMP Systems,
http://www.continuityinsights.com/news/2011/11/iso-22301-business-continuity-standard-track-despi
te-iso-22323-compatibility-issues-raised-beijing-meeting?goback=.gde_4049686_member_87793305
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のレジリエンスをもたせるかによって、ISO 22301 におけるレジリエンスの重みづ
けが大きく異なることになる。また、事業継続マネジメントとレジリエンス・マネ
ジメントの境界も極めて曖昧なものとなり、ISO 22301 のレジリエンス如何によっ
ては、ISO 22323 の必要性が失われることとなる。


ISO 22301 において明確な定義付けがなされずに「組織のレジリエンス」の用語が
利用されたこと：ISO 22301 は、英国の規格である BS 25999 に基礎を置いたもの
であり、その中で「組織のレジリエンス」の用語を利用しているが、明確な定義は
なされていなかった。この未定義が放置されたままの状態では、ISO 22301 のレジ
リエンスの重みづけが大きければ大きいほど、結果的に ISO 22323 の「組織のレジ
リエンス」に限りなく近くなることは想像に難くない。この当時、ISO 22323 の策
定ステージは 10 段階の 3 段階目であり、その後の審議を通じて ISO 22301 とのレ
ジリエンスに対する違いや重み付けが明らかされるものと思われていた。



ISO 22323 とエンタープライズ・リスクマネジメント（ERM）又は ISO 31000 と
の違いがないのではないか、
という問題も提起されたこと：組織のレジリエンスは、
どちらかといえば ERM、すなわち ISO 31000 に近いとされ、ISO 策定メンバー間
においては、ISO 22301 と ISO 22323 における組織のレジリエンスの明確な違いが
なされねばならないとしていた9。組織のレジリエンスが ERM や ISO 31000 に近
似しているとするならば、そして ISO 22323 がそのような方向に進むのであれば、
ISO 22301 と ISO 22323 との区別が明確になるとされていた10。この点に関しては
様々なウェブサイトで論議されており、Wikipedia に示されている ERM の内容を
引用して、
「組織のレジリエンスは、ERM と同じであり、ERM と呼称すべき」と
の見解もあった11。

このような論争の結果、
「組織のレジリエンスの定義」は不明確なまま、ISO 22323 の
必要性が薄らいでしまったようである。そして、ISO 22323 プロジェクトは 2012 年 8 月、
削除された12。レジリエンス・マネジメントを実践する者にとっては残念としか言いよう
9

ISO 22301 Business Continuity Standard On Track Despite ISO 22323 Compatibility Issues Raised
At Beijing Meeting, 11/14/2011, TAMP Systems,
http://www.continuityinsights.com/news/2011/11/iso-22301-business-continuity-standard-track-despi
te-iso-22323-compatibility-issues-raised-beijing-meeting
10 ISO 22301 Business Continuity Standard On Track Despite ISO 22323 Compatibility Issues
Raised At Beijing Meeting, 11/14/2011, TAMP Systems,
http://www.continuityinsights.com/news/2011/11/iso-22301-business-continuity-standard-track-despi
te-iso-22323-compatibility-issues-raised-beijing-meeting
11 Organizational Resilience: What it could, or should, mean in the standards landscape, April 4,
2012, by Brian Zawada, AVALUTION’S PERSPECTIVE ON BUSINESS CONTINUITY & IT
DISASTER RECOVERY,
http://perspectives.avalution.com/2012/organizational-resilience-what-it-could-or-should-mean-in-the
-standards-landscape/
12 ISO/WD 22323,
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50060
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がない。しかしながら、
「第 3 章 レジリエンス・マネジメント」におけるレジリエンス・
マネジメント・モデルが救いになると思われる。

1.1.5

国家標準技術院におけるレジリエンスの定義

米商務省・国家標準技術院（NIST）は、
「NIST IR 7298：主要情報セキュリティ用語の
解」13において、レジリエンスを次のように定義している。
なお、この定義は当初、
「NIST SP 800-34：連邦政府情報システム用不測事態対応計画
立案ガイド」14で定義されたものである。
レジリエンスとは、リスクマネジメント、不測事態対応計画及び継続計画の全体論的な
導入により、環境へのあらゆる既知又は未知の変更に対して、迅速に適応かつ回復する能
力をいう。
上記定義における「全体論的な導入」概念は、後述の「3.2 レジリエンス・マネジメン
ト・モデル（CERT-RMM）
」においてそっくりそのまま当てはまる概念でもある。
また、
「NIST SP 800-53：連邦政府情報システム及び組織に対するセキュリティ及びプ
ライバシー管理策」15は、主に連邦政府機関の情報システムに対する情報セキュリティ要
求事項を示すものであるが、その中で情報システムに対するレジリエンスについて次のよ
うに定義している。この定義は、情報システムに特化したものであるが、上記のレジリエ
ンス定義の枠内に納まるものである。
情報システム・レジリエンスとは、情報システムが下記を継続する能力をいう。
1.

不利な状況又はストレス下にあっても運用する。たとえ低下又は弱体化された状態
にあっても、必要不可欠な運用機能を維持する。

2.

ミッション・ニーズに合致したタイムフレーム（時間枠）で、効果的な運用態勢に
回復する。

なお、NIST SP 800-53 は、信頼性（reliability）
、信憑性（trustworthiness）及びレジ

13

NIST IR 7298、主要情報セキュリティ用語の解（Glossary of key Information Security Terms,
Revision 1）
、2011 年 2 月、NIST、
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7298-rev1/nistir-7298-revision1.pdf
14 NIST SP 800-34、連邦政府情報システム用不測事態対応計画立案ガイド（Contingency Planning
Guide for Federal Information Systems, Rev. 1）
、2010 年 5 月、NIST、
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-34-rev1/sp800-34-rev1_errata-Nov11-2010.pdf
15 NIST SP 800-53、連邦政府情報システム及び組織に対するセキュリティ及びプライバシー管理策
（Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations）、2012 年 2 月、
NIST、http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-53-rev4/sp800-53-rev4-ipd.pdf
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リエンスを日々のミッション/ビジネス運用に係る重要な特性であると明言している。例え
ば、不測事態対応における代替通信プロトコルの利用は、組織の情報システムのレジリエ
ンスを高めるものとしている。NIST SP 800-53 の頁数は 375 頁にも及ぶが、レジリエン
スの用語の利用は 8 箇所だけであり、レジリエンスに係る具体的な要求（管理策）は前記
の代替通信プロトコルだけとなっている。

1.1.6

アメリカ規格協会のレジリエンスの定義

アメリカ規格協会（American National Standard Institute: ANSI）/アメリカ企業セキ
ュリティ協会（American Society for Industrial Security: ASIS）
（ANSI/ASIS）は、緊急
事態、危機又は災害に至る混乱インシデントに対するセキュリティ、準備態勢、対応、低
減、事業/運用継続及び回復に係る包括的マネジメント・システム・アプローチを示す標準
「ASIS SPC.1-2009、組織のレジリエンス：セキュリティ、準備態勢及び継続マネジメン
ト・システム―要求事項を含む利用ガイダンス」16において、レジリエンスを次のように
定義している。
レジリエンスとは、複雑かつ変化する環境下における組織の適応能力をいう。


注 1：レジリエンスは、事象の影響下にあっても抵抗する組織の能力、又は事象の影響
の後に、受け入れ可能な期間内に受け入れ可能な実行レベルに戻る組織の能力をいう。



注 2：レジリエンスとは、内部及び外部の変更を物ともせずに機能を維持し続けるシス
テムの能力であり、かつ、止むを得ない場合でもグレースフル・デグラデーションを
行うシステムの能力である。
また、組織、運用レジリエンス（Operataional Resilience: OR）マネジメント及び OR

マネジメント・プログラムを、それぞれ次のように定義している。


組織：責任、権限及び関連が定められた人及び施設のグループをいう。



運用レジリエンス・マネジメント：体系的かつ調整された活動及び慣行であり、これ
により組織が運用リスク及び関連する潜在脅威とそれに伴う影響のマネジメントを行
うことをいう。



運用レジリエンス・マネジメント・プログラム：トップ・マネジメントに支援された
進行中のマネジメントとガバナンス・プロセス、潜在損失の影響特定に必要なステッ
プを確実に踏む資源の提供、実現可能な回復戦略と計画の維持、並びに演習、練習、
テスト、訓練、保守及び保証による機能/製造/サービス継続の確実化をいう。

16

ASIS SPC.1-2009, Organizational Resilience: Security, Preparedness, and Continuity
Management System—Requirements with Guidance for Use, March 12, 2009, American National
Standards Institute, Inc.、http://www.asisonline.org/guidelines/ASIS_SPC.1-2009_Item_No._1842.pdf
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この ASIS SPC.1-2009 は 2010 年当時、次の 2 点で話題を提供していた17。
(1) ISO 規格「ISO 22323、組織のレジリエンス・マネジメント・システム――要求事
項及び利用の手引き」策定の基礎となっていること。
（2012 年 4 月 29 日現在の策
定ステージは、準備段階（Preparatory stage）であったが、同年 8 月 21 日に策定
プロジェクトが削除された）18。
(2) 国土安全保障省は 2010 年 6 月、組織のレジリエンス、準備態勢及び事業継続を包
括的に管理するアプローチを提供し、かつ、民間組織や非営利組織に広く適用でき
るものとして、ASIS SPC.1-2009 を含む次の 3 件を民間セクターの準備態勢を評
価・認証する標準として承認した。


災害/緊急事態マネジメント及び事業継続プログラムに係る標準（NFPA 1600,
Standards on Disaster/Emergency Management and Business Continuity
Programs, 2010 Edition）



事業継続マネジメント（BS 25999, Business Continuity Management）



ASIS SPC. 1-2009

なお、この ASIS SPC.1-2009 は、第 3 章で述べる CERT-RMM の固有慣行にも反映さ
れている。また、ASIS SPC.1-2009 については「3.1.2 組織のレジリエンス標準（ASIS
SPC.1-2009）の概要」で述べる。
1.1.7

事業継続マネジメントにおけるレジリエンスの定義

「BS 25999、事業継続マネジメント（Business Continuity Management：BCM）
」は、
レジリエンスを「インシデントに影響されることに抵抗する組織の能力」19と定義してい
る。
なお、この事業継続マネジメントとレジリエンシーとの係わりについて次が公表20され
ているが、これ（特に下線を付した箇所）は後述の「3.2 レジリエンス・マネジメント・
17

出典：http://www.asisonline.org/newsroom/pressReleases/2010-06-15_PSprep.doc

18

ISO/WD 22323, Organizational resilience management system – Requirements with guidance for
use,
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50060&utm_source=ISO&utm_medium=RSS
&utm_campaign=Catalogue
19 http://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/basic/
20 講演資料「ICT の継続性マネジメント BS25999 と BS25777 の概要」
、BSI、
http://www.bsigroup.jp/ja-jp/assessmentandcertification/managementsystem/news/bsi_news_backnu
mber/LD-NewsBackNumber-Folder/LD-NewsBackNumber-source/200378/LD-BSI-NewsBackNumbe
r-2010/LD-NewsBackNumber-2010-Source/201003/
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モデル（CERT-RMM）
」と密接な係りを持っている。
BCM とは？
組織への潜在的脅威や、そうした脅威が現実となった場合に引き起こされる可能性のあ
る事業運営上の影響を特定する包括的なマネジメント・プロセスをいう。このプロセスは、
組織のレジリエンシーを構築するフレームワークに、組織の主要なステークフォルダの利
益、組織の評判、ブランド及び価値創造活動を保護する効果的な対応のための能力を提供
する。
参考：この事業継続マネジメントには、事業中断が発生した場合の事業活動の復旧又は
継続の管理、教育・訓練・演習、及び見直しを通じて事業継続計画が現行の最新のもので
あることを確実にするプログラム全体の管理が含まれる。
また、事業継続マネジメント・システム（BCMS）の導入メリットの一つに、レジリエ
ンシー（回復力・復旧力）を向上するものであると明確に述べた資料もある21。
BCMS は、企業や組織においてその事業が停止してしまうような事態に陥った際にも、
受ける影響の範囲を小さく抑え、通常時と同等のレベルで製品やサービスを提供し続けら
れる能力（レジリエンシー）の向上を提供する。

21

http://www.bsigroup.jp/ja-jp/assessmentandcertification/managementsystem/standardsschemes/bs25
999/
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重要インフラ防護におけるレジリエンスの定義

1.2

前節では、レジリエンスが様々な分野でどのように定義されているかを紹介した。本節
では、各国が熱心に取り組んでいる重要インフラ防護におけるレジリエンスが、どのよう
に定義されているかを明らかにする。その中で、重要インフラ防護が従来の狭義の防護か
ら抜け出し、レジリエンスという概念に移行していること、及び事業継続計画とレジリエ
ンスとの関係についても明らかにする。

1.2.1

重要インフラ防護の定義

各国のレジリエンスの定義を述べる前に、
「重要インフラ防護」の定義が同じであること
を確認する必要がある。表 1.2-1 は、各国の重要インフラの定義をまとめたものである。
防護目的に若干の相違（安全保障の有無）があるものの、重要インフラに対する本質的な
定義は同じと考えられる。
ただし、注目すべきは我が国の実態であり、重要インフラとしての対象を限定し、
「重要
インフラサービスを提供する情報システムのうち、その与える影響の高いもの」22として
いることである。このように、情報システムやネットワークなどの IT だけを対象にした
我が国の重要インフラ防護は、諸外国に比べ旧態依然とした断片的防護となっている。
表 1.2-1：各国の重要インフラの定義
国

名

重 要 イ ン フ ラ の 定 義
その不能又は破壊が極めて重大な影響を及ぼす物理的又は仮想的を

アメリカ

問わないシステム及び資産であり、国、州又は地域などにわたって安全
保障、経済、公衆衛生、環境又はこれらの組み合わせを弱体化させる。
英国が依存している不可欠なサービスの継続的な提供及び完全性に

イギリス

極めて重要なインフラ資産（物理的又は電子的）であり、それらの損害
又は危殆化は、重大な経済的若しくは社会的結果、又は人命の喪失に導
く。
物理的施設、サプライチェーン、情報技術及び通信ネットワークであ

オーストラリア

り、それらが破壊、機能低下又は長期間利用不能の場合、国家の社会や
経済の安寧に重大な影響を及ぼすか、又はオーストラリア国家防衛の指
揮及び国家の確実な安全保障に影響を及ぼす。
物理的及び情報技術の設備、ネットワーク、サービス及び資産であり、

E

U

それらが混乱又は破壊された場合、健康、安全、市民の安心若しくは経
済的安寧、又は政府の効果的機能に重大な影響を及ぼす。

日

本

他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が形成す

22

第 1 次情報セキュリティ基本計画 「セキュア・ジャパン」の実現に向けて、2006.2.2、情報セキュ
リティ政策会議、http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/bpc01_ts.pdf
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国

名

重 要 イ ン フ ラ の 定 義
る国民生活及び社会経済活動の基盤であり、その機能が停止、低下又は
利用不能な状態に陥った場合、国民生活又は社会経済活動に多大なる影
響を及ぼす。

1.2.2

米国の重要インフラ防護における定義

米国の重要インフラ防護におけるレジリエンスの定義として、国家インフラ防護計画に
おける定義、及び重要インフラ防護に関連する CERT のレジリエンス・マネジメント・モ
デルにおける運用レジリエンスの定義を紹介する。
1.2.2.1

国家インフラ防護計画における定義

米国は、2006 年に初版の国家インフラ防護計画（NIPP）を、その後 2009 年に第 2 版
の NIPP をそれぞれ公表し、現在に至っている。初版の NIPP におけるレジリエンスの定
義は、主に情報システムを対象にしたものであった。しかしながら、第 2 版におけるレジ
リエンスの定義では、特に情報システムに限定したものではなく、重要インフラ全般を対
象にしたものとなっている。
NIPP（第 2 版）におけるレジリエンスの定義23は、次のとおりである。
レジリエンスとは、災難又は状況の変化に対し、それを阻止、緩和、復旧又は巧く適応
することをいう。
NIPP の表題は「防護（protection）
」となっているが、レジリエンスが防護に含まれる
ものとし、次に示すようにレジリエンスの構築を防護の定義に含めている。
防護とは、エクスポージャー（露呈、危険状態）
、危害又は破壊から保護又は防御するた
めの活動又は対策をいう。NIPP 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よる帰結の最小化が含まれる。防護は、施設の堅牢
化、レジリエンシーと冗長性の構築、初期施設設計への耐災害性の組み込み、アクティブ
又はパッシブ対応策、セキュリティ・システムのインストール、従業員の安全確保の促進、
訓練と演習、とりわけサイバーセキュリティ対策などの広範な活動が含まれる。
なお、上記に示した定義だけで具体的なレジリエンス戦略をイメージすることは困難で
ある。
「2.1 米国のレジリエンス要求」では、レジリエンスの定義をより具体化・詳細化し
た文献に基づき、そのイメージをより明確なものとする。
23

National Infrastructure Protection Plan, Partnering to enhnce protection and resiliency, 2009,
DHS, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/NIPP_Plan.pdf
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1.2.2.2

CERT のレジリエンス・マネジメント・モデルにおける定義

CERT のレジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）24は、重要インフラ防
護を含め、企業におけるレジリエンス活動を支援するものとして新たに開発されたもので
あるが、その中で「運用レジリエンス（OR）
」を次のように定義している。
運用レジリエンスとは、組織の中核となる運用能力に影響を及ぼすリスクに対する組織
の適応能力をいう。運用レジリエンスは、効果的な運用リスクマネジメントにおける新興
の特性であり、セキュリティや事業継続などの支援活動により可能となる。運用レジリエ
ンスは、エンタープライズ・レジリエンスの部分集合として、運用リスクを管理する組織
の能力に焦点を当てる。エンタープライズ・レジリエンスは、ビジネス・リスクや信用リ
スクなどの他の分野も対象とする。
運用リスクとは、資産とそれらに関連するサービスに影響を及ぼす可能性をいい、それ
らは不適切な若しくは失敗した内部プロセス、システム若しくは技術の失敗、人の意図的
若しくは迂闊な行為、又は外部事象の結果によるものである。
また、CERT-RMM 関連の他の資料25では、次のようにも定義している。
運用レジリエンスとは、組織の新興の特性であり、組織の運用制限を超えない混乱後に、
組織のミッションを継続できることをいう。
この CERT-RMM の詳細については、「3.2 レジリエンス・マネジメント・モデル
（CERT-RMM）
」で述べる。

1.2.3

英国の重要インフラ防護における定義

ここでは、英国の重要インフラ防護の国家計画としての戦略的枠組み及び方針声明、並
びにレジリエンス改善ガイドにおけるレジリエンスの定義を紹介する。
1.2.3.1

重要インフラ・レジリエンス改善に係る戦略的枠組み及び方針声明

英国の国家レベルの重要インフラ防護計画である「自然災害による混乱に対しての重要
インフラ・レジリエンス改善に係る戦略的枠組み及び方針声明」26は、レジリエンスを次

24

CERT Resilience Management Model, Version 1.0, Glossary of Terms, 2010.5, CMU-SEI,
http://www.cert.org/resilience/download/d.html
25 CERT-RMM Overview, 2011, CMU-SEI, http://www.cmminews.com/2011/pdfs-sessions/162.pdf
26 Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical Infrastructure
to Disruption from Natural Hazards, March 2010, Cabinet Office,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/strategic-framework.pdf
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のように定義している。
マイケル・ピッツ卿は、レジリエンスを次のように定義している。「レジリエンスとは、
災難に耐え回復するシステム又は組織の能力をいう」

レジリエントな組織は、対策の組

み合わせにより、災難を物ともせず、同組織の中核目的を達成することができる。
また、マイケル・ピッツ卿は、
「防護はレジリエンスの重要な構成要素となり得るが、そ
れが唯一ではない。レジリエンスは、効果的な緊急対応による機能不全の影響の削減支援
によっても支持される」
政府は、レジリエンスが自然災害に対する予防、防護及び準備の活動を含むものとみな
している。
この定義で特徴的なのは、防護がレジリエンスの部分集合であるとする考え方である。
米国の重要インフラ防護では防護とレジリエンスを同格で扱っており（国家計画の表題上
は防護となっており、防護の中にレジリエンスを含めている）、単なる概念上の問題ではあ
るが、英国とは異なっている。
なお、定義中のマイケル・ピッツ卿（Sir Michael Pitt）報告とは、英国を襲った 2007
年夏の大洪水により英国中に大災害をもたらしたことに関し、国家として重要インフラの
防護のあり方をまとめた報告書を示している。前記の戦略的枠組み及び方針声明は、この
報告書を基に策定されたものである。
1.2.3.2

重要インフラ・レジリエンス改善ガイド

英国の重要インフラ・レジリエンス改善ガイドとしての「国家活動の確保：自然災害と
インフラ。重要インフラと不可欠なサービスのレジリエンス改善ガイド」27は、レジリエ
ンスの定義を述べるとともに、インフラのレジリエンスを構築するためには、図 1.2-1 に
示すレジリエンスを構成する 4 つのコンポーネントが必要であると明言し、その概要を述
べている。
レジリエンスとは、混乱事象の未然防止と緩和、混乱事象への順応、及び混乱事象から
の迅速な回復を行う資産、ネットワーク及びシステムの能力をいう。レジリエンスは、図
1.2-1 に示す 4 つの活動又は要素の組み合わせを介して確保される。


耐性（Resistance）
：耐性の要素は、その焦点を防護に当てる。耐性の目的は、災害対
処のための強化又は防護により損害又は混乱を防止することである。この耐性戦略に
は重大な弱点がある。その理由は、一般的にこの戦略が以前に経験した事象又は歴史

27

Keeping the Country Running; Natural Hazards and Infrastructure, A guide to improving the
resilience of critical infrastructure and essential service, Cabinet Office, October 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/natural-hazards-infrastructure.pdf
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的記録に基づく発生予測に対処するために講じられるからである。


信頼性（Reliability）
：信頼性の要素は、ある条件範囲でインフラ・コンポーネントが
確実に運用されることに係るものであり、事象からの損害や損失を軽減する。この信
頼性戦略は、定められた範囲内の事象に焦点を当てる傾向にあることから、範囲外の
事象は対象外となる。



冗長性（Redundancy）：冗長性の要素は、ネットワークやシステムの設計及び能力に
係るものである。バックアップ設備や予備能力の可用性は、混乱事象時にネットワー
クの代替部分に切り替えるか又は転換することにより運用を可能とし、サービスの継
続を確実なものとする。



対応と回復（Response and Recovery）：対応と回復の要素は、混乱事象に対する迅速
かつ効果的な対応と回復を可能にすることを目的としている。この要素の効果性は、
事象に先立つ計画、準備及び演習努力の徹底の程度により決定される。

耐性

信頼性

ｲﾝﾌﾗ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ
冗長性

対応と回復

図 1.2-1：インフラ・レジリエンスを構成する 4 つの要素
なお、事業継続管理は、対応と回復戦略に係るものとしている。したがって、英国にお
ける事業継続管理は、インフラ・レジリエンス確保の一要素の位置づけとなっている。

1.2.4

我が国の重要インフラ防護における定義

我が国の政府関係文書に「レジリエンス」の用語及び「レジリエンスと同義語の日本語
（例：弾力性、回復性など）」は見受けられなかったが、レジリエンス活動に係る「迅速な
復旧」や「事業継続」の用語については散見された。
ただし、内閣官房情報セキュリティセンター委託調査報告書「サイバー攻撃動向等の環
境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に関する調査」は、重要システムに
限定したものであるが、レジリエンスを「堅ろう」と翻訳し、暫定的な定義を行っている。
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1.2.4.1

安全基準等策定の指針

「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等の策定に当たっての指
針（第 3 版）
」28は、復旧や事業継続に関して次のように述べている。
IT 障害の観点から見た事業継続性確保のための対策
重要インフラは、我が国の国民生活や社会経済活動を支える基盤であり、大規模な障害
が発生した場合には、さまざまな領域へ甚大な影響を与えることが予想される。
したがって、重要インフラのサービスの維持・復旧を図るためには、事業継続性の確保
に向けた取組みを強化することが必要であり、IT 障害に備えた総合的な対策について規
定されることが重要である。
レジリエンスに関連する用語に「復旧」及び「事業継続計画」があるが、前者は「早期/
迅速な復旧、復旧手法/手順、復旧優先順位」などの利用に終始しており、後者においても
事業継続計画に対する具体的な要求事項はない。これは、本来的に「重要インフラにおけ
る情報セキュリティ確保」が大前提であることによるものと判断される。
1.2.4.2

重要インフラのシステムの堅ろう化

内閣情報セキュリティセンターは 2011 年、委託調査報告書「サイバー攻撃動向等の環
境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に関する調査研究」29を公表した。
この「堅ろう」とは、レジリエンスの翻訳語である。この調査研究報告書において、暫定
的なものと断りつつも、
「システムの堅ろう性」の定義を次のように示している。
システムの堅ろう性とは、システムをサイバー攻撃から守り、サービスを安定的に提供
できることをいい、以下のようなシステムを「堅ろう性が高い」とみなす。


サイバー攻撃を受けにくいシステム



サイバー攻撃を受けてもサービスを停止させないシステム



サイバー攻撃によりサービスの一部が停止してもそれ以上拡大させないシステム



サイバー攻撃によりサービスが停止しても早期に復旧できるシステム

この定義はシステムに限定したものであるが、サイバー攻撃を混乱事象及びシステムを
重要インフラの資産やネットワークに置き換えれば、英米における定義と全く同一である。
残念ながら、この堅ろう性の概念は重要インフラの重要システムに、及び脅威がサイバー
28

重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等の策定に当たっての指針（第 3 版）
、
2010 年 5 月 11 日、情報セキュリティ政策会議、http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_pl09.pdf
29 平成 22 年度
「サイバー攻撃動向等の環境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に関する
調査」報告書、2011 年 3 月、株式会社日立製作所、内閣官房情報セキュリティセンター委託調査、
http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/ken_honbun.pdf
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攻撃に限定されていることである。重要インフラ防護のためには、脅威に自然災害などを
含めた全災害による混乱事象を対象とするとともに、防護及び堅ろう化の対象を重要シス
テム以外の重要インフラ資産に拡大する必要がある。

1.2.5

EU におけるレジリエンスの定義

欧 州 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 庁 （ ENISA: European Network and
Information Security Agency）は、2011 年 2 月出版の技術報告書「レジリエント・ネッ
トワークとサービスに対する測定フレームワークと測定基準」30において、レジリエンス
を次のように定義している。
ネットワークやネットワーク・サービス分野において広く一般に利用されかつ受け入れ
られている「レジリエンス」用語の定義は、次のとおりである。
レジリエンスとは、様々な障害や外乱を物ともせず、通常運用に対して受け入れられる
レベルのサービスを提供し続けるネットワークの能力をいう。
この定義は、英米のレジリエンスに対する定義と本質的に同じである。また、この定義
における外乱の例は次のとおりであり、我が国のレジリエンス（堅ろう性）の定義と比べ、
対象をネットワークに限定しつつも、サイバー攻撃だけに限定されていないことに留意す
べきである。


意図しないコンフィギュレーション設定又は運用上の誤り



大規模災害（自然及び人的）



インテリジェントな敵対者からのマリシャス攻撃（サービス妨害攻撃、ネットワー
ク・システムのハッキングなど）



ハードウェアの破壊（ハードウェア障害による物理的コンポーネントの破壊）



正規のトラフィックの急激増加が観察される事象又は状況



サービス・プロバイダーの怠慢

1.2.6

豪州におけるレジリエンスの定義

オーストラリア連邦の重要インフラ防護（CIP）におけるレジリエンスの要求は、2007
年の CIP の見直しに始まった。その骨子は、情報セキュリティに焦点を当てていたことに

30

Measurement Framework and Metrics for Resilient Networks and Services: Technical report,
February 2011, ENISA,
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/metrics/reports/metric
s-tech-report
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対する反省であり、全災害（組織犯罪、自然災害、パンデミックなど）を対象とすべきと
いうことであった。その後、いくつかの検討を経て重要インフラ諮問委員会は 2009 年 12
月、
「これまでの防護を拡張し、より広いレジリエンスの概念を採用すべきである」と結論
付けた。そして、翌年 2010 年に「重要インフラ・レジリエンス戦略」31が公表された。
この重要インフラ・レジリエンス戦略において、レジリエンスは次のように定義されて
いる。
重要インフラの文脈におけるレジリエンスは、次に係るものである。


セクター及びネットワークを横断する調整された計画の立案



敏速に反応し、柔軟で時宜を得た回復対策



中断、緊急事態及び災害間において、最低限レベルのサービス提供能力を持つ
組織文化の展開

なお、レジリエンスにおける事業継続の位置づけは、レジリエンスの一要素であるとし
て、次のように述べている。
重要インフラ・レジリエンスに対するオーストラリア政府のアプローチは、リスクマネ
ジメント及び事業継続計画（これらは、当然予測し得るリスクに対処するのがせいぜいで
ある）を超え、不測の又は予期せぬ災害やリスクにも対処するものである。重要インフラ・
レジリエンスは、従来のリスクマネジメント及び事業継続計画慣行、並びに組織のレジリ
エンス取り組みによって達成される。
防護及び事業継続がレジリエンスの部分集合であるとする考え方は、英国と全く同じで
あることが興味深い。さらに、
「事業継続計画は、当然予測し得るリスクに対処するのがせ
いぜいである」との考え方は、現実の事業継続計画の本質を示したものであり、前述「1.1.4
国際標準におけるレジリエンスの定義―（2）ISO 22301 の制定と ISO 22323 プロジェク
トの削除」で述べた ISO 22301 に対して、レジリエンスとの係りを明確に限定付けたもの
とも受け取れる。このような考え方は、後述「3.2 レジリエンス・マネジメント・モデル
（CERT-RMM）
」でも同様である。
なお、本調査研究報告書における事業継続計画とレジリエンス・マネジメントとの関係
は、英国、オーストラリア及び CERT-RMM に同じである。

31

Critical Infrastructure Resilience Strategy, 2010, Commonwealth of Australia,
http://www.tisn.gov.au/Documents/Australian+Government+s+Critical+Infrastructure+Resilience+S
trategy.pdf
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1.3

レジリエンスと防護/事業継続/セキュリティ/ガバナンスとの関係

防護とレジリエンスの相違についてはレジリエンスの用語が登場するや、様々な見解を
示す報告書や調査結果が公表されている。ある報告書においては防護とレジリエンスは異
なるとしているが、国土安全保障省は従来の防護に対する概念を拡大し、防護の中にレジ
リエンスが含まれるとの見解を維持している。また、英国やオーストラリアは、レジリエ
ンスの中に防護が含まれると明言している。
本調査研究報告書の第 2 章～第 3 章の内容は、国土安全保障省のレジリエンスの定義を
支持している（国際間における定義に本質的な差異はない）
。しかしながら、（狭義の）防
護とレジリエンスの本質的な違いを理解することは、レジリエンス要求が何かを知る上で
極めて重要なことである。また、レジリエンスと事業継続との関係、レジリエンスと情報
セキュリティの関係、及び組織の統治の観点からのコーポレート・ガバナンスとレジリエ
ンスの関係についても、レジリエンス・マネジメントの組織における位置づけを確固たる
ものにする上で明らかにする必要がある。

1.3.1

レジリエンスと防護の関係

レジリエンスの用語が利用され始めたのは 2004 年ごろであり、それまではリスクマネ
ジメントにおける新たな特性としてのレジリエンスは、明確な定義も存在しなかったこと
から、その存在価値が明確に認められていなかった。しかし、様々な混乱事象に伴う経済
活動や国民の生活に影響を及ぼす全災害の脅威に対抗するには、従来の狭義の防護活動に
加え、レジリエンス活動が必要であると認識されるようになった。
重要インフラ防護におけるレジリエンスと防護は、お互いに密接不離な関係にあり、相
反するものでなく、相互に補完し合うものである。また、具体的な対策レベルでは、防護
とレジリエンスの間に明確な境界線を引くことも困難である。このような相互関係にある
考え方は、欧米諸国やオーストラリアに共通のものである。ただし、前述したように、広
義の防護概念の一要素としてレジリエンスを考慮しているもの（米国）
、及び広義のレジリ
エンス概念の中に狭義の防護を考慮しているもの（英国及びオーストラリア）の違いがあ
る。
米国は、従来の防護（狭義）の定義に最近の話題となっているレジリエンスを含めたも
のを今日における「重要インフラ防護」としており、国家インフラ防護計画（NIPP）で
は、従来の防護にレジリエンスを加えたものを総合して防護としている（少なくとも表題
的には）
。とはいえ、NIPP の中では「防護プログラムとレジリエンス戦略」のように、別
個の独立した使い分けをしている。英国やオーストラリアはこれとは対照的に、インフラ
に対する新生の特性であるレジリエンスに従来の防護に加え、従来の「重要インフラ防護」
から「重要インフラ・レジリエンス」へと呼称を変更している。とはいえ、レジリエンス
の枠組みの中に狭義の防護を入れ全体をレジリエンスとするか、又は広義の防護の枠組み
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の中にレジリエンスを入れて全体を防護とするかは国によって異なるものの、単なる呼称
の違いであり内容的に異なるものではない。
レジリエンスと防護の関係は、レジリエンスの用語が利用されるようになってから、盛
んに論じられるようになった。それまでの「重要インフラ防護」一筋の世界から、新たに
「重要インフラ・レジリエンス」の世界になったのだから、インフラ防護関係者の困惑が
目に浮かぶ。以下に示す 2 つの文献によるレジリエンスと防護の関係は、これらの混乱解
消をねらうとともに、
レジリエンスの重要性を認識させるものであった。
最初の文献では、
辞書的な解釈を行い、両者の違いを明らかにしている。次の文書では、具体的な違いの内
容に触れるとともに、レジリエンスの真髄を明らかにしている。
1.3.1.1

HSAC 報告（2006 年）

米国の国土安全保障諮問委員会（Homeland Security Advisory Committee: HSAC）は
2006 年 1 月の報告書「重要インフラ・タスクフォース報告」32の中で「国土安全保障大統
領指令（HSPD-7）での用語「防護」は辞書の用語そのものであって、名詞的には防護活
動又は防護されている状態、及び動詞的には暴露（露呈、危険状態、エクスポージャー）
、
損害又は破壊から保護又は遮蔽するものである」と明言している。実際、HSPD-7 におい
ては、防護について次のように定義している。
「防護」及び「セキュア」の用語は、テロリスト攻撃を抑止、低減又は無効化するため、
重要インフラ又は主要資源の脆弱性を削減することを意味する。
HSAC は、
「防護」単独では脆い戦略であるとしている。その理由として「考えられる
全ての攻撃に対して全ての潜在的攻撃目標を防護することはできない」としているが、正
論である。第一、どの程度の防護とすれば十分かなどは、攻撃側に訊ねてみなければ分か
らない。つまり、
「防護活動は必要であるが十分とは言えない」と、必然的に証明している
というのである。
「防護」に比べ「レジリエンス」の辞書における意味は、
「災難や変化に
容易に順応するか、又はそれらから復旧する能力」としている。そして HSAC は、レジリ
エンスに基づく戦略は、防護活動が不十分であること受け入れたものであるとしている。
HSAC は最後に、
「恐れを超えて（Beyond Fear）」の著書から、セキュア・システムと
レジリエント・システムの違いを次のように引用しているが、レジリエンスを理解する上
で有用なものと判断される。
セキュア・システムは頻繁に障害を起こすが、それら障害の本質が重要である。ひどい
32

Report of the Criical Infrastructure Task Force, January 2006, Homeland Security Advisory
Council, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/HSAC_CITF_Report_v2.pdf
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障害を起こすシステムは脆弱であるが、うまく障害に対処できるシステムはレジリエント
である。レジリエント・システムは、ダイナミックであり、部分的に障害を起こすか又は
グレースフル・デグラデーションで運用されるよう設計されており、変化する環境に順応
する。
HSAC による最終的なレジリエンスの定義は、次のようになっている。
レジリエンシーとは、システムが内部及び外部の変更に直面してもその機能及び構造を
維持し、そうせねばならないときはグレースフル・デグラデーションとなるシステムの能
力をいう。
つまり、従来の（狭義の）防護は、脅威の特定、脆弱性の特定及び対応戦略に基づくリ
スク対応策の実施であり、特定外の脅威や脆弱性には対応できないことを示している。こ
のような狭義の防護を補強するのがレジリエンスの考え方であり、特定外の脅威や脆弱性
に遭遇しても、組織として必要不可欠な最低限のサービスを提供することを可能としてい
る。
1.3.1.2

NIAC 最終報告（2009 年）

米国の国家インフラ諮問会議(National Infrastructure Advisory Council: NIAC)は、
2009 年 8 月の報告書「重要インフラ・レジリエンス最終報告と勧告」33の中で、防護とレ
ジリエンスの違いを次のように明確に述べている。
NIAC は、防護とレジリエンスがお互いに対立する概念ではないと認識している。防護
とレジリエンスは、包括的なリスクマネジメント戦略の中で相補的で必要なエレメントを
示すものである。インフラ防護は、不利益な事象による影響を防止又は削減する能力をい
う。インフラ・レジリエンスは、混乱の大きさ、影響又は期間を削減する能力をいう。レ
ジリエンスは、潜在的な混乱事象を緩和、混乱事象への適合及び混乱事象からの迅速な回
復能力のいずれか又は全てをいう。


緩和能力：システムが、通常の運用実績からあまり逸脱することなく、混乱に耐え
る能力をいう。



適合能力：システムが、通常運用環境へのショックに適合する能力をいう。



回復性：システムが、迅速かつ低コストで潜在的な混乱事象から回復する能力をい
う。

33

Critical Infrastructure Resilience Final Report and Recommendations, September 8, 2009,
National Infrastructure Advicory Council,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical_infrastructure_resilience.pdf
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また、NIAC は、重要インフラ・レジリエンスが次の 3 つの能力により特徴づけられる
としている。


堅固性：危機を物ともせず、重要な運用及び機能を維持する能力をいう。



対応性：危機又は混乱の進展に対する準備、対応及び管理を巧みに行う能力をいう。



急速回復：混乱後、可及的速やかに通常運用に回復又は再構築する能力をいう。

レジリエンスとは、潜在的な混乱事象を緩和、混乱事象への適合及び混乱事象からの迅
速な回復能力のいずれか又は全てをいい、かつ、それを達成する能力が堅固性、対応性及
び急速回復であるとする考え方は、従来の防護に対する考え方とは明らかに異なる。

1.3.2

レジリエンスと事業継続の関係

従来から、何らかの形で国家インフラ防護の中に事業継続が含まれていたことは明らか
であり、レジリエンスと防護の関係から明らかなように、防護がレジリエンスに含まれる
のであれば、改めてレジリエンスと事業継続の関係を論ずる必要もなく、事業継続がレジ
リエンスに含まれるのは当然のことと考えられる。また、レジリエンスに係る様々な定義
からも明らかなように、事業継続はレジリエンスに含まれる。このことは、ISO 22301（事
業継続マネジメント・システム）の基礎となった BS25999（事業継続マネジメント）発祥
の地である英国は無論のこと、オーストラリアにおいても「事業継続はレジリエンスの一
要素である」
、と国家レベルのレジリエンス計画で明言している。
以下に、レジリエンスと事業継続に係る様々な標準や規範、国や企業の考え方、ウェブ
サイト上の論争記事などを紹介するが、それら全てが「レジリエンスに事業継続が含まれ
る、又は事業継続がレジリエンスの構成要素である」などを明らかにしている。
1.3.2.1

米国の国家インフラ防護計画

事業継続（BC）の必要性については米国の国家インフラ防護計画（NIPP）及び同計画
に基づくセクター計画において述べられているが、レジリエンスと BC の関係/位置づけを
明示した記述はない。
NIPP に基づくセクター計画の一つである「防衛企業基盤セクター計画（DIB SSP）」34
は、
「BC は、組織がインシデント及び事業への混乱対処のための計画を立案し、予め定め
た受け入れ可能なレベルで事業を継続するための戦略的及び戦術的能力である。
『国土安全
保障省は、BC について災害の前、間及び後に組織の機能を継続するための能力であると
している』と述べている」と定義している。また、国土安全保障省が実施している民間セ
クター準備態勢プログラム（PS-Prep: Volutary Private Sector Preparedness Program）

34 Defense Industrial Base Sector-Specific Plan, An Annex to the National Infrastructure Protection Plan, 2010,

DoD/DHS, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defense-industrial-base-2010.pdf
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35は、法律に基づく民間企業の災害管理、緊急事態管理及び事業継続に対する自発的な準

備態勢改善の評価承認プログラムであるが、3 件の準備態勢プログラム認定の標準の一つ
に BS 25999（事業継続管理）を含めている（詳細については「2.1.6.5 民間セクター準備
態勢プログラム（PS-Prep）
」を参照）
。
ところで、この事業継続計画（BCP）は、事前にビジネス影響分析（BIA）を行った上
で、それに基づいた計画が立案される。しかしながら、この BIA の過程で確認された脆弱
性や問題点については、必要な予算確保の困難性などから業務の継続的能力向上姿勢に留
め、具体的な処置については先送りとなるのが一般的ではなかろうか。レジリエンスの観
点からは、問題点解消のための処置又は将来計画を BCP に含めるべきであると判断され
る。このような処置が BCP においてなされない限り、混乱時における受け入れ可能なレ
ベルでの組織の必須機能の円滑な継続は困難であり、BCP にレジリエンス能力向上への寄
与を期待することはできない。このような問題解決には、組織としてのレジリエンス戦略
を固め、その具体的方針の下に BCP を位置づけることが求められる。このようなことか
ら、NIPP や DIB SSP においてレジリエンスと BC との関係が明示されていないものの、
BC がレジリエンスの構成要素とすべきであることは、効果的なインフラ防護の構築と維
持に必須のものと思われる。
1.3.2.2

不測事態対応ガイド

「NIST SP 800-34：不測事態対応計画立案ガイド」36は、リスクマネジメント、不測事
態対応計画及び事業継続計画とレジリエンス・プログラムとの関係について、それらが組
織を横断するレジリエンス・プログラムのコンポーネントとして導入されるとしている。
このような関係は、一般的な概念としては概ね正論であろう。
以下は、NIST SP 800-34 におけるこのような関係記述箇所を抜粋要約したものである。
組織は、環境の変化にあっても、あらゆる障害に耐え、組織のミッションを持続させる
能力を持たねばならない。これら環境の変化は、経済やミッションの変更などのように漸
進的なものか、又は自然災害事象などのように突発的なものである。組織は、脅威、脆弱
性及びリスクを特定し、低減するだけの活動というよりも、レジリエント・インフラの構
築を目指して活動することにより、ミッション遂行に不可欠な機能に対するあらゆる混乱
を最小化することができる。
レジリエンスとは、あらゆる既知又は未知の環境変化に迅速に順応し、そして回復する
能力をいう。レジリエンスは、プロセスではなく、むしろ組織にとってのエンド・ステー
トである。レジリエント組織の目標は、あらゆる種類の混乱の間にあっても、常に機能し
35

PS-Prep: Volutary Private Sector Preparedness Program, HSD, July 2011,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/ps-prep-shawyer-t.pdf
36 NIST SP 800-34 Rev.1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems, NIST, May
2010, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-34-rev1/sp800-34-rev1_errata-Nov11-2010.pdf
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続けることである。レジリエント組織は、組織の運用継続機能に影響を及ぼす変更やリス
クに対し、継続的に順応するよう活動する。リスクマネジメント、不測事態対応計画（IT
システムを対象）及び運用継続計画（ミッションやビジネスが対象）は、それぞれ個々の
セキュリティや緊急事態に係る管理活動であり、それらは組織を横断するレジリエンス・
プログラムのコンポーネントとして導入される。
1.3.2.3

重要インフラ防護討議論文シリーズ

「インフラ防護からインフラ・レジリエンスへの移行」37は、
「会社レベルのレジリエン
シーの必要性」の討議論文において、事業継続と災害復旧（BC/DR）が従来から情報技術
の行為能力の面で進歩かつ最も枯れたものとなっていること、及び情報技術資産がエンタ
ープライズ全般にわたって重要なビジネス・プロセスに密接に織り込まれていることから、
経営陣や取締役会における優先事項となっていることを指摘し、BC/DR は会社がレジリエ
ントであるための重要事項であるとしている。さらに、会社レベルで考えると、BC/DR の
他にも緊急事態管理や復旧などもあるが、これら全てはレジリエンスの部分集合的存在で
あるとしている。
要約すると、事業継続は組織がレジリエントであるための一要素（部分集合）というこ
とになる。
1.3.2.4

事業継続マネジメント・システムにおけるレジリエンスの取扱

英国の規格である「事業継続マネジメントのパート 2 仕様」38は、事業継続とレジリエ
ンスの関係について次のように述べ、事業継続マネジメントがレジリエンシーの構成要素
であることを明示している。
事業継続マネジメント（BCM）とは、組織への潜在的脅威や、そうした脅威が現実とな
った場合に引き起こされる可能性のある事業運営上の影響を特定する包括的なマネジメン
ト・プロセスをいう。このプロセスは、組織のレジリエンシーを構築するフレームワーク
に、組織の主要なステークフォルダの利益、組織の評判、ブランド、及び価値創造活動を
保護する効果的な対応のための能力を提供する。BCM には、事業中断が発生した場合の事
業活動の復旧又は継続の管理、教育・訓練・演習、及びレビューを通じて事業継続計画が
現行の最新のものであることを確実にするための、プログラム全体の管理が含まれる

37

批判的思考：インフラ防護からインフラ・レジリエンスへの移行（Critical Thinking: Moving from
Infrastructure Protection to Infrastructure Resilience, CIP Program Discussion Paper Series）
、2007
年 2 月、George Mason 大学、http://cip.gmu.edu/archive/archive/CIPPResilienceSeriesMonograph.pdf
38 講演資料：ICT の継続性マネジメント－BS25999 と BS25777 の概要、2010 年 3 月、BSI、
http://www.bsigroup.jp/ja-jp/assessmentandcertification/managementsystem/news/bsi_news_backnu
mber/LD-NewsBackNumber-Folder/LD-NewsBackNumber-source/200378/LD-BSI-NewsBackNumbe
r-2010/LD-NewsBackNumber-2010-Source/201003/
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1.3.2.5

IBM の考え方

IBM が出版した「Key trends driving global business resilience and risk」39は、事業
継続がレジリエンスの部分集合であることを次のように明言している。
従来からの事業継続計画は、一般的に IT に焦点を当てたものであり、今なお重要ではあ
るが、上級経営幹部がエンタープライズに及ぶリスクマネジメントへの監督を強化するに
つれ、より大きな絵の一部となりつつある。ビジネス・レジリエンスを確実なものとする
には、組織面のいたるところに影響する無数のリスクに対処すること、及びその特定から
低減に至る全てのリスクマネジメント側面を包含することの両者に向けて会社が動くこと
を必要とする。
要約すると、組織がますます複雑さを高めつつあるグローバル環境下に順応するには、
BCP から BRP(Business Resilience Planning)への移行が必要である。その BRP は、レ
ジリエンスを確実なものとするための要素である。
1.3.2.6

英国内閣府の考え方

英国の「重要インフラ・レジリエンス向上ガイド」40の 5.9 項は、レジリエンス構築の
ため、インフラの所有者と経営者は下記に示す 7 項目を包含する組織的なレジリエンス戦
略を作成することになるであろうとし、その 1 項目に「事業継続計画（BS 25999）をレジ
リエンス戦略にカプセル化する」と述べている。つまり、事業継続計画がレジリエンスの
部分集合であることを物語っていることになる。
同ガイドの 5.9 項が示すレジリエンス戦略に包含される 7 項目は、次のとおりである。
① 自然災害、その他の脅威や危機に対する重要インフラのレジリエンスを完全に統合す
ること。
② リスクに基づくものであり、レジリエンスに係る 4 つの項目を取り込むこと。


耐性



冗長性41



信頼性



対応と回復

③ サプライと配送システム・コミュニティの集団的レジリエンスを強化するため、ステ

39

Key trends driving global business resilience and risk, IBM,
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/rlw03004usen/RLW03004USEN.PDF?ca=3K1AD01W
40 Keeping the Country Running; Natural Hazards and Infrastructure, A guide to improving the
resilience of critical infrastructure and essential service, Cabinet Office, October 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/natural-hazards-infrastructure.pdf
41 ただし、単にある装置を冗長化することは、レジリエンスの範疇ではないとする論文もある。
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ークフォルダ（サプライチェーン・パートナー、サービス・ユーザー及び緊急対応者
を含む）と共に策定及びレビューすること。
④ 英国ビジネス継続標準（British Business Continuity Standard, BS 25999）の要求事
項を満足すること、又は要素を取り込むことのいずれかを目的とした事業継続計画を
カプセル化すること。
⑤ PAS 20042の推奨事項を考慮すること。
⑥ 事業継続プロセスの一部として、関連するカテゴリ 1 の対応者43との良好な作業関係を
構築・維持し、事業継続計画に対する助言を行うとともに、混乱の間における対応と
継続の理解を持たせること。
⑦ 取締役会レベルで策定、実施及びレビューを行うとともに、コーポレート・ガバナン
ス・プロセスに組み込むこと。
1.3.2.7

CERT-RMM の考え方

CERT レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）については「3.2 レジリ
エンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）
」で詳述するので、ここでは単に事業継続
と CERT-RMM との関係についての結論を述べるに止める。
結論として、CERT-RMM は事業継続をレジリエンス活動の一要素に位置づけている。
CERT-RMM におけるレジリエンス活動は、主要な運用リスクマネジメント活動をまと
めたものである。レジリエンス活動における目標と目的には、実践的な見地から特に次が
含まれる。


セキュリティ



事業継続



情報（又は他の資産）の保護



その他組織のレジリエンス態勢やプログラムを支援する適切な行動及び活動に関連
するもの

また、
「レジリエンス要求事項は、実践的な適用において、一般的に下位レベル及び分野
特有の活動に分解される。それらは、セキュリティ、事業継続、IT 運用などである」とも
述べている。

42
43

PAS 200: British Standards Institute Publicly Available Specification in Crisis Management
Category 1 responder：緊急サービス、環境庁、健康保護庁など
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1.3.2.8

ISO 22301

ISO 22301 の「事業継続マネジメント」の定義は、次のようになっている44。
「1.1.4 国
際標準におけるレジリエンスの定義－（2）ISO 22301 の制定と ISO 22323 プロジェクト
の削除」で述べたように、
「組織のレジリエンス」の明確な定義がなされていないまま、事
業継続マネジメントの定義がされている。この組織のレジリエンスの解釈によっては、事
業継続マネジメントとレジリエンス・マネジメントの違いの有無や差異が不明確となるこ
とは想像に難くない。
とはいえ、この ISO 22301 の基が BS25999 であり、BS25999 制定の英国が BS25999
をレジリエンスの部分集合として利用していることから、ISO 22301 がレジリエンスの部
分集合であると断定できなくもない。
事業継続マネジメント：全体論的マネジメント・プロセスであり、組織に対する潜在脅威、
及びそれら脅威が発現した場合のビジネス運用に及ぼす影響を明らかにするとともに、組
織のレジリエンス構築のためのフレームワークに対し、組織の主要ステークフォルダの利
益、評判、ブランド及び価値創造活動を保護する効果的な対応能力を提供する。
1.3.2.9

その他ウェブサイト上の記事

事業継続マネジメントシステム（BCMS）の ISO 化について、
「第 3 回：守るべきモノ：
命と事業を守るバランスの難しさ」45の中で、BCMS が対象とするリスクについて論じ、
会社リスク（戦略リスク、市場リスク、災害リスク及び操業リスク）のうち、災害を除く
3 分野のリスクについての記述が ISO 22301 は不十分であるとしており、とりわけサプラ
イチェーンの中断、IT 障害及び市場・戦略リスク関係を含む対策関係（ERM に近い）の
三点を挙げている。また、日本企業は一般的に火災、地震、津波、台風、新型インフルエ
ンザなどの災害リスクを対象としており、その背景にはそれらリスクの発生する可能性と
影響度の高さがあるとしている。
つまり、組織の運用上のリスクを対象とするレジリエンス活動にとって、BCMS の ISO
化（ISO 22301）はその一部であることを、この記事は物語っていることになる。
1.3.3

レジリエンスとセキュリティの関係

従来からのインフラ防護にセキュリティが含まれていることは明らかであり、防護がレ
ジリエンスに包含されるとする「1.3.1 レジリエンスと防護の関係」における結論から、
44

ISO 22301 Business Continuity Standard On Track Despite ISO 22323 Compatibility Issues
Raised At Beijing Meeting, 11/14/2011, TAMP Systems,
http://www.continuityinsights.com/news/2011/11/iso-22301-business-continuity-standard-track-despi
te-iso-22323-compatibility-issues-raised-beijing-meeting
45第 3 回：守るべきモノ：命と事業を守るバランスの難しさ、2012 年 5 月、VALUE EYES、
http://www.lrqa.co.jp/valueeyes/column/page-4363/
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セキュリティがレジリエンスに包含されるとする考えは当然のことであり、何ら疑問の余
地はない。
また、
「1.3.2.7 CERT-RMM の考え方」にも述べたとおり、事業継続、セキュリティ及
び IT 運用は、レジリエンスの部分集合である。
1.3.4

レジリエンスとコーポレート・ガバナンスの関係

コーポレート・ガバナンスの本来的な意味は「経営者が株主のために企業経営を行って
いるかを監視する仕組み」とされている。つまり、経営者は株主の利益の最大化を主たる
目的に企業経営にあたる責務があり、経営者がこのようなの責務を果たしているかどうか
を判断するため、経営者に目標（戦略目的の達成）を与え、業績評価を行い、経営者が株
主の利益を生み出すようにモニタリングすることがコーポレート・ガバナンスなのである。
このコーポレート・ガバナンスの中にセキュリティや IT 運用に係るガバナンスが含まれ
ることは良く知られている。これらセキュリティや IT 運用に対するガバナンスは、セキ
ュリティ維持活動や IT 運用を経営層や従業員層による企業内統治だけでなく、株主層に
よる経営層統治を含めたものとなっている。したがって、セキュリティ・ガバナンスや IT
ガバナンスがコーポレート・ガバナンスの部分集合であることも良く知られている。
さて、前述の「1.3.2.7 CERT-RMM の考え方」において明らかにしたように、「レジリ
エンス要求事項は、その実践的な適用において、一般的に下位レベル及び分野特有の活動
に分解される。そして、それらはセキュリティ、事業継続、IT 運用などであることから、
セキュリティ・ガバナンスや IT ガバナンスをレジリエンスに係るガバナンスの部分集合
に位置づけることは極自然のことと思われる。また、レジリエンスは、組織が取り組む様々
なリスクのうちの運用リスクを対象とするものであり（詳細は「3.2.3.1 運用レジリエン
スとは」
）
、コーポレート・ガバナンスが組織の全リスクを対象とすることから、運用リス
クだけを対象とするレジリエンスに係るガバナンスや活動は、コーポレート・ガバナンス
の部分集合であと判断される。このような関係を図 1.3-1 に示す。
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ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

○○○ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

○○ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

ｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

ITｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

図 1.3-1：組織におけるガバナンス階層
なお、このような考え方が筆者独自のものではないことは、
「1.3.2.6 英国内閣府の考え
方」におけるレジリエンス戦略 7 項目の最後に「レジリエンス戦略については、取締役会
レベルで策定、実施及びレビューを行うとともに、コーポレート・ガバナンス・プロセス
に組み込むこと」と明記されていることからも明らかである。
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2 重要インフラ防護に対するレジリエンス要求事項
本章は、米国及び英国の重要インフラ防護に対するレジリエンス要求事項について解説
する（本調査研究では、英米の 2 カ国のインフラ防護を対象にしているが、オーストリア、
フランス、ニュージーランド、カナダなどの国々でも国家インフラ防護に取り組んでいる
46）
。

なお、英国やオーストラリア政府は、
「重要インフラ防護」ではなく「重要インフラ・レ
ジリエンス」としており、それまでの防護からレジリエンスへとパラダイムシフトした表
現となっている。
本章の「2.1 米国のレジリエンス要求」及び「2.2 英国のレジリエンス要求」とも、両
者が比較できるように下記に示す項目順で記述した。


レジリエンス要求関連組織：国家レベル及びセクター・レベルの関連組織を簡単に
紹介する。セクター・レベルでは、全てのインフラ・セクターと同セクターの所管
省庁を表にして示す。



レジリエンスに対する取り組みの流れ：現在に至るまでのインフラ防護（又はイン
フラ・レジリエンス）に係る委員会、指令や法律などの概略を時系列的に述べる。



国家レベルの計画：インフラ防護（又はインフラ・レジリエンス）に係る国家レベ
ル計画の概要を述べる。



セクター・レベルの計画：国家レベル計画に基づくセクター・レベル計画の概要を
述べる。



重要インフラの指定：重要インフラの指定要領を述べる。



国家の取り組み支援：民間組織によるインフラ防護（又はインフラ・レジリエンス）
取り組みを支援する国家の支援概要を述べる。

なお、レジリエンス要求事項を受けてのセクター・レベルや組織レベルにおける具体的
なレジリエンス対策については、
「2.3 レジリエンス対策」において米国及び英国における
ガイドラインや支援プログラムなどの概要を述べる。

46

Strategy for national infrastructure, March 2010, HM Treasury,
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/d
g_186451.pdf、13 頁、表 1.A：他の国々における国家インフラへのアプローチ
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2.1

米国のレジリエンス要求
レジリエンス要求関連組織

2.1.1
2.1.1.1

国家レベル

国家の重要インフラ防護は、国土安全保障省（DHS）における主要ミッションであり、
2002 年の国土安全保障国家戦略及び国土安全保障法により確立された。
DHS における担当は、国家防護及びプログラム担当副長官（Deputy Under Secretary,
National Protection and Programs Directorate）の指揮下にあるインフラ防護オフィス
（Office of Infrastracture Protection: IP）である。インフラ防護オフィスは、一元化れた
国家プログラムに基づき、テロリズム攻撃による国家の重要インフラのリスク削減、並び
に攻撃、自然災害又は緊急事象に対する国家準備態勢の強化、時宜を得た対応及び迅速な
回復を指導する。このインフラ防護オフィスは、次に示す 7 つの部から構成されている。


不測事態計画立案及びインシデント・マネジメント部（Contingency Planning and
Incident Management Division: CPIMD）
：CPIMD は、自然災害及び人為インシ
デントへの対応として、重要インフラに焦点を当てた計画立案と調整を行う。



インフラ分析及び戦略部（Infrastructure Analysis and Strategy Diviion: IASD）：
IASD は、官民パートナーとの緊密な連携の下、国家の重要インフラ関連のモデリ
ング、シミュレーション及び分析に係る国家の主要チームを指揮する。IASD は、
国土安全保障インフラ脅威及びリスク分析センター、並びに国家インフラ・シミュ
レーション及び分析センターを維持する。



インフラ情報収集部（Infrastructure Information Collection Division: IICD）：
IICD は、インフラ・データ収集に係る DHS プログラムを先導し、同データを官民
セクターの国土安全保障パートナーに提供することにより、計画立案及び緊急対応
の強化を図る。



イ ン フ ラ ・ セ キ ュ リ テ ィ ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 部 （ Infrastructure Security
Compriance Division:ISCD）
：ISCD は、対テロリズム化学施設標準の国家的導入
を指導する。



パートナーシップ及び支援部（Partnership and Outreace Division: POD）
：POD
は、戦略的パートナーシップの構築と維持を行い、国家の重要インフラの所有者及
び経営者との情報共有を行うとともに、地方自治体等のセキュリティ・パートナー
に対する支援及び訓練を行う。



防護セキュリティ調整部（Protective Security Coordination Division: PSCD）
：
PSCD は、サイト脆弱性アセスメント、防護セキュリティ・アドバイザー、地域レ
ジリエンシー・アセスメント・プログラム及び爆撃防護室を介して、国家の重要イ
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ンフラに対するリスクを削減する。
セクター所管省庁事務局：
（Sector-Specific Agency Executive Management Office:



SSAEMO）
：SSAEMO は、DHS（インフラ防護オフィス）所管の 6 つのセクター
の重要インフラ防護を監督する。
2.1.1.2

セクター・レベル

現在、18 の重要インフラ・セクターが存在しており、それらインフラ・セクターの所管
省庁は表 2.1-1 のとおりである。
表 2.1-1：セクター所管省庁と国家インフラ防護インフラ・セクター
所 管 省 庁

インフラ・セクター

農務省

農業及び食物

健康保健省

（健康保険省は肉、鶏肉及び卵製品以外の食物を担当）

国防総省

防衛企業基盤

エネルギー省

エネルギー

保健福祉省

健康管理及び公衆衛生

内務省

国家的記念建造物及び像

財務省

金融

環境保護庁

水（飲料水及び排水）
化学（製造、輸送、保管など）
商業施設（アリーナ、スタジアム、ホテルなど）

国

インフラ防護オフ

重要物製造（金属、機械、電気製品、自動車、航空機など）

ィス

ダム

土

緊急サービス

安

原子炉、核物質及び核廃棄物

全

サイバーセキュリ

情報技術（インターネット、IT 製品、IT サービスなど）

保

ティ及び通信局

通信

障

運輸安全管理局

郵便及び輸送

省

運輸安全管理局

輸送システム

沿岸警備隊

（運輸省は、DHS と共同で対処する）

入国管理局

政府施設

連邦防護サービス

（教育省は、教育施設サブセクターの所管省庁となる）

2.1.2

レジリエンスに対する取り組みの流れ

重要インフラ防護におけるレジリエンスの要求は、2006 年に出版された初版の国家イン
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フラ防護計画（NIPP）に登場したが、レジリエンスを特に強調したものではなかった。
ところが、2009 年に出版された第 2 版の NIPP では、レジリエンスの要求が強調された
ものとなっている。このことは、両版における「レジリエンス」用語の利用の数に見るこ
とができ、第 1 版が 93 及び第 2 版が 183 となっている。さらに、両版におけるレジリエ
ンスの定義の違いにも見ることができる（
「1.2.2.1 国家インフラ防護計画における定義」
を参照）
。
ここでは、2001 年のテロ攻撃から第 1 版及び第 2 版 NIPP の公表を経て今日に至るま
での、米国におけるレジリエンス要求の背景となった大統領指令、報告書、諮問委員会、
聴聞会などを時系列的に列挙し、それらの概要を述べる。図 2.1-1 は、これらレジリエン
ス要求に対する取り組みの流れを示すものである。

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

国土安全保障大統領指令：HSPD7 （NIPPの枠組み）

9.11

国家ｲﾝﾌﾗ防護画(NIPP） NIPP2006

NIPP2009
NIPP改訂

重要ｲﾝﾌﾗ・ﾀｽｸﾌｫｰｽ（ CITF）報告

国土安全保障諮問会議（HSAC）

国土安全保障に係る
下院聴聞会

国土安全保障調査分析研究
所（HSsaI’s）報告

国家ｲﾝﾌﾗ諮問会議
（NIAC）報告
国土安全保障ﾚﾋﾞｭｰ4
か年報告書（ＱＨＳＲ）

図 2.1-1：米国のレジリエンスに対する取り組みの流れ
(1) 国土安全保障法（2002 年 11 月）
2002 年 11 月に制定された「国土安全保障法」は、国土安全保障省長官に対しテロリズ
ム攻撃からアメリカ国民を防護する法的権限を付与したものである。議会は、同法に基づ
き、国土安全保障省（DHS）に対し具体的なミッションを付与した。これらのミッション
は、次項に述べる国土安全保障に係る大統領指令と組み合わされ、国家インフラ防護計画
（NIPP）における重要インフラ防護アプローチへと結びついている。
(2) HSPD-7（2003 年 12 月）
2003 年 12 月に公表された「国土安全保障大統領指令-7（HSPD-7）
」47は、連邦政府省
47国土安全保障大統領指令-7（Homeland

Security Presidential Directive/HSPD-7）、
December 17, 2003、OPS、http://www.ndu.edu/uchs/hspd-7.pdf

2-4

庁に対し合衆国の重要インフラ及び資源の特定及び優先順位づけ、並びにテロリスト攻撃
からの防護を確立させるものであったが、レジリエンスの用語は一切利用されていない。
しかしながら、連邦政府機関に対し彼らが所有及び運用する施設に対する防護計画の確立
を示している。それらに含まれるものに「必須の能力に対する回復及び再構築を含む不測
事態対応計画立案」があり、レジリエンスのすべてを包含するものではないが、レジリエ
ンスをある程度意識した要求と言える。
(3) 重要インフラ・タスクフォース報告（2006 年 1 月）
2006 年 1 月に公表された「重要インフラ･タスクフォース報告」48は、防護とレジリエ
ンスについての概念上の明確な違いを述べるとともに、防護だけで重要インフラを防護す
ることはできないと力説し、トップ・レベルの戦略目的として「重要インフラ・レジリエ
ンス」の公表を勧告した。
(4) NIPP（2006 年 6 月）
2006 年 6 月に公表された「国家インフラ防護計画（NIPP）」49は、レジリエンシー
（resiliency）50を次のように定義している。
NIPP におけるレジリエンシーとは、資産、システム又はネットワークの能力であり、テ
ロリスト攻撃若しくは他のインシデントの間にその機能を維持する能力、又はテロリスト
攻撃若しくはインシデントから回復する能力をいう。
ただし、文中においてレジリエンスの用語を 93 箇所利用しているものの、レジリエン
スに係る項目名はない。その多くは、防護計画における施設の堅牢化、冗長性の構築、事
業継続などと併記したレジリエンシー用語の利用であり、具体的にレジリエンシーが何を
意図するのかが不明確であった。
(5) HSAC（2006 年 6 月）
国土安全保障省の「国土安全保障諮問会議（Homeland Security Advisory Council:
HSAC）
」は、2006 年 6 月に開催された会議において、重要インフラ防護におけるレジリ
エンスの重要性を確認した51。席上配布の「HASC 重要インフラ・タスクフォース報告」
に示された勧告の第一番が、重要インフラ防護のレジリエンシーに係るものであった。同

48

Report of the Critical Infrastructure Task Force, Homeland Security Advisiory Council, January
2006, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/HSAC_CITF_Report_v2.pdf
49 国家インフラ防護計画（National Infrastructure Protection Program: NIPP）
、
50 文中では、レジリエンシー（resiliency）
、レジリエント（resilient）及び（resilience）の 3 種の用語
を利用しているが、名詞的又は形容詞的用法の違いであり、内容的には同じである。
51 出典：http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hsac_minutes_06262006.pdf
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報告において、レジリエンシーは次のように定義されている。
レジリエンシーとは、システムが内部及び外部の変更を物ともせずにその機能と構造を
維持すること、及びそうせねばならない場合でもグレースフル・デグラデーション行うシ
ステムの能力をいう。
同会議の議事録には、レジリエンシー概念が米国だけでなく世界中に普及しつつあるこ
と、英国が国の計画にレジリエンシーを取り入れていること、我々も英国と同様の用語で
レジリエンシーについての検討を開始したこと、そしてレジリエンシーが戦略的計画にお
ける主要目標の一つであることが、国土安全保障省の副長官の発言内容として示されてい
る。
(6) HSPD-20 国家継続ポリシー（2007 年 5 月）
2007 年 5 月に制定された「国土安全保障大統領指令 20（HSPD-20）」は、政府機能の
継続に係る国家継続ポリシーに係るものである。このポリシーは、国家の必須機能の確立、
全行政執行省庁に対する継続要求事項の規定、及び地方自治体等に対するガイダンスの提
供を命じている。この指令の目的は、米国の安全保障態勢の信頼性を強化すること、及び
国家の緊急事態に対するより迅速かつ効果的な対応と回復のための包括的かつ統合された
国家継続プログラムを確実に実施することである。
なお、国土安全保障大統領指令は、本項及び前記（2）項を含め HSPD-1～HSPD-24 と
計 24 件に及ぶものであり、うち 3 件は化学物質に係るものなどの秘密区分指定文書であ
る。
(7) 国土安全保障に係る下院委員会聴聞会（2008 年 5 月）
国土安全保障に係る下院委員会は 2008 年 5 月、レジリエンスに焦点を当てた一連の聴
聞会を開催した。政府及び民間セクターの代表は、同聴聞会においてレジリエンス概念の
重要性について合意するものの、
「レジリエンスに係る様々な定義及び解釈を示した」とさ
れている52。
(8) NIPP 2007/2008 更新（2008 年 8 月）
国土安全保障省は 2008 年 8 月、
「国家インフラ防護計画 2006 更新版（NIPP 2007/2008
Update）
」53を公表した。その目的は、2006 年に公表された NIPP に対する見直し結果な
52

GAO-10-296, Critical Infrastructure Protection: Update to National Infrastructure Protection
Plan Includes Increased Emphasis on Risk Management and Resilience, Appendix Ⅰ: The Concept
of Resiliency, March 2010
53 国家インフラ防護計画 2006 更新（National Infrastructure Protection Plan, 2007/2008 Update）
、
September 12, 2008、 DHS、http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp_update_2007_2008.pdf

2-6

どを踏まえ、重要事項の追加や主な変更事項など計 20 項目についての認識を新たにさせ
るものであり、その中の 1 項目が「防護とレジリエンス（Protection and Resilience）
」に
係るものであった。
これは、民間セクターからの 2006 年版 NIPP に対する質問のほとんどが、レジリエン
スではなく防護に焦点を当てたものであったことに対応したものである。2007/2008 年版
NIPP は、防護の定義を再確認させるとともに、防護におけるレジリエンス概念の必要性
を力説したものであった。
(9) NIAC 重要インフラ・パートナーシップ戦略評価（2008 年 10 月）
国家インフラ諮問会議（National Infrastructure Advisory Council: NIAC）は、民間人
で構成されており、国土安全保障省長官を介し重要インフラ・セクターに係る助言を大統
領に行うとともに、重要インフラ・セクター所管省庁に対しても助言を行うものである。
NIAC は、2008 年 10 月の「重要インフラ防護戦略パートナーシップ評価最終報告」54の
中で、防護主体の取り組みから脱却し、防護とレジリエンスとを相補的に取り組むべきと
して次を明確にしている。また、同報告の随所において「・・インフラ防護とレジリエン
ス・・」と明記し、防護とレジリエンスを同格に扱っている。
防護とレジリエンスは、統合リスクマネジメント戦略における相補的要素である：民間
セクターは、強固で信頼性があり迅速に回復するインフラの確実化を図るリスクマネジメ
ントにおいて、レジリエンスの重要性を強調している。主要施設の防護と堅牢化は 9.11 攻
撃の直後、企業や政府における優先事項として適切なものであった。企業は昨今、あらゆ
る潜在危機環境下における様々な運用リスクが考慮された統合リスクマネジメント戦略を
取り入れつつあり、レジリエンスはそれ自体、重要インフラ防護に対する価値命題の重要
な要素となっている。その理由は、レジリエンスがセキュリティの必要性と事業運営の現
実性の両者を認識しているからである
上記の内容は、後述「3.2 レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）
」にお
けるレジリエンス・マネジメント活動に完全に一致している。また、同最終報告書におい
て、
「インフラ・レジリエンス」を次のように定義している。
インフラ・レジリエンスはこれまで様々な方法で定義されている。我々は本調査研究に
おいて Stephen Flynn による定義を採用した。
54

重要インフラ防護パートナーシップ戦略評価－最終報告及び勧告（Critical Infrastructure
Partnership Strategic Assessment, Final Report and Recommendations）
、2008 年 10 月 14 日、National
Infrastructure Advisory Council (NIAC)、
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical_infrastructure_protection_assessment_final_re
port.pdf
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レジリエンスは次の 4 つの要素から構成される。
1.

堅牢性：災害を物ともせずに運用を継続する又は耐える能力

2.

対処性：災害が展開された場合、災害を巧みに管理する能力

3.

迅速回復性：災害後可及的速やかに物事を通常に戻す能力

4.

学習：大災害から得られた新たな教訓を吸収する能力

なお、NIAC は、この報告書に前後して次に示す 2 つの報告を行っている。2008 年の報
告書ではレジリエンスの促進を、2010 年の報告文書では電力及び原子炉関連のレジリエン
ス対策事項の詳細を述べている。このレジリエンス対策事項の概要については「2.3 レジ
リエンス対策」で述べる。


重要インフラ・パートナーシップ戦略アセスメント・最終報告及び勧告（Critica
Infrastructure

Partnership

Strategic

Assessment,

Final

Report

and

Recommendations, October 14, 2008）


重要インフラ・レジリエンス目標達成のための枠組み・諮問委員会最終報告及び勧
告（A Framework for Establishing Critical Infrastructure Resilience Goals –
Final Report and Recommendations by the Coucil, October 19, 2010）

(10) レジリエンスに対する運用フレームワーク（2009 年 8 月）
国土安全保障調査分析研究所55は 2009 年 8 月、
「概念開発：レジリエンスに対する運用
フレームワーク」報告書56を国土安全保障省科学技術局に提出した。この調査報告書は、
国土安全保障省及び官民両者の全レベルに及ぶステークフォルダが利用する運用フレーム
ワークに係るものであり、国家をより安全なものとするため、米国のインフラと社会にレ
ジリエンスを取り込む基礎となるものであった。このフレームワークのレジリエンスに対
するアプローチは、3 つの相互に補強する目的を持つ用語、すなわち耐性（Resistance）
、
吸収性（Absorption）及び回復性（Restoration）から構成されており、それらは 8 つの
原則により推進されるとし、次のように述べている。
なお、8 つの原則は、レジリエンス機能理解のための概念的レンズ、及びレジリエンス
目的実現の基準としても利用できる（これらの原則の詳細は、本章最終節「2.3 レジリエ
ンス対策」を参照）
。

55国土安全保障調査分析研究所(Homeland

Security Studies and Analysis Institute: HSsaI’s)：連邦政府
の資金提供による開発研究センターである。
56概念開発：レジリエンスに対する運用フレームワーク（Concept Development: An Operational
Framework for Resilience）
、2009 年 8 月 27 日、Homeland Security Studies and Analysis Institute、
http://ciasce.asce.org/sites/default/files/cathy/dhs_resilience_primer_09-01.pdf
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3 つの相互補強目的
1.

耐性（Resistance）
：耐性は、脅威又は潜在危機による損害の可能性が阻止、回避、
無効化努力などにより制限された場合に達成される。物理的又は社会的を問わず、
標的とされた重要システム及びその主要機能が被った実際の損害の量は、実行可
能な範囲で抑制される。

2.

吸収性（Absorption）
：吸収性は、損害による影響事象の帰結が低減される場合に
達成される。品質、エクイティ（純資産（equity）
）及び機能に及ぼす影響は、迅
速に抑制され、実行可能な範囲で削減される。システムは損害を被るが、その構
造と主要機能を維持する。システムはしなうが壊れない。

3.

回復性（Restoration）
：回復性は、システムが迅速に事象前の状態に再構築されリ
セットされた場合に達成される。重要システムの最も重大なノードと伝達経路に
対する損害は修復される。主要な機能は復旧される。これは、おそらく代替サイ
ト又は代替プロセス、及び機能の強化レベルによるものと思われる。

8 つの原則
1.

堅牢性

2.

脅威と潜在危機の制限

3.

帰結低減

4.

適応性

5.

十分なリスク情報に基づく計画立案と準備態勢

6.

十分なリスク情報に基づく投資

7.

目的の調和

8.

範囲の包括性

最後に、同調査報告書は耐性、吸収性及び回復性に対する資金提供プロフィルを含めて
いるが、
これは当該施設又は実体が前もって損害を回避することに力点を置いているか
（保
護）又は損害から迅速に回復することに力点を置いているかどうかに従うものであるとし
ている。
(11) 国家インフラ防護計画（2009 年）
前項までのレジリエンス活動に係る様々な報告、推奨事項などを受け、2009 年版の国家
インフラ防護計画（NIPP）が出版された。注目すべきは、2006 年版 NIPP と比較すると、
副題に「防護とレジリエンシー強化のためのパートナーリング」とあること、及びレジリ
エンスに係る項目「3.5 防護プログラムとレジリエンシー戦略」が追加されたことである。
2009 年版 NIPP の内容については、
「2.1.3 国家計画（国家インフラ防護計画）
」におい
て述べる。
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(12) 国土安全保障レビュー（４か年）レビュー報告書
国土安全保障省（DHS）は2010年2月、「国土安全保障レビュー（４か年）報告書」57を
出版した。同報告書は、レジリエンスについて言及し、レジリエンスが包括的な国土安全
保障アプローチに不可欠かつ基礎となるとしている。また、同報告書は5つの国土安全保障
に係るミッションを明らかにしており、その第５番目のミッションとして「災害に対する
レジリエンスの確実化」を示している。そして、各ミッションは目標と目的によって達成
されるとして、災害に対するレジリエンスの確実化について次のように明言している。
ミッション第５：災害に対するレジリエンスの確実化
この国及びその市民の保護を目的とした目下進行中の警戒と努力にもかかわらず、計画
的な攻撃は無論のこと、重大事故や災害が発生している。挑戦すべきは、混乱、災害、そ
の他の危機を物ともしないレジリエントなアメリカ社会の適応能力を構築することであ
る。我々のビジョンは、我々が直面する潜在危機及びリスクを理解し、災害に対する準備
を行い、災害がもたらす混乱に耐えることができ、不利な状況下においても社会的信頼、
経済、その他の機能を維持することができ、危機の間において効果的に自身を治めること
ができ、迅速かつ効果的に復旧することができ、そして事象の結果に伴う状況の変化に適
応できることである。
ミッション達成のための目標と目的


目標5.1－潜在危機の低減：脅威と潜在危機に耐えるため、全ての社会レベルの能力を
強化する。
目的：


個人及び家族の脆弱性を削減する（個人及び家族の能力を改善し、脆弱性を
削減するとともに、災害への耐性を高める）。



コミュニティに対するリスクを低減する（コミュニティの能力を改善し、既
知及び予測される潜在危機による災害への耐性を高める）。



目標5.2－準備態勢の強化：準備態勢の改善のため、社会のすべてのレベル及びセグメ
ントを参加させる。
目的：


個人、家族及びコミュニティの準備態勢を改善する（個人、家族及びコミュ
ニティの災害に対する計画、準備態勢及び能力構築を確実にする）。



能力の強化（国全体に及ぶ災害準備態勢の強化及び持続を行う。これには、
人命の安全、法の執行、情報共有、大規模避難と避難所、公衆衛生、集団保

57

Quadrennial Homeland Security Review (QHSR) Report, February 2010, DHS,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/qhsr_report.pdf
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護、公共事業が含まれる）。


目標5.3－効果的緊急対応の確実化：国中の対応能力を強化する。
目的：


国民に対し適時に正確な情報を提供する（明解で信頼性のある最新緊急情報
の伝達経路の確立と強化を行う。これには新たなメディアの効果的利用が含
まれる）。



効果的な災害対応活動を実施する（効果的かつ統一された方法で災害に対応
する）。



適時に適切な災害支援を行う（政府、非政府及び民間セクターの災害支援を
改善する）。



目標5.4－迅速な回復：国家の適応能力及び迅速な回復を改善する。
目的：


回復能力の強化：国中の大規模災害からの回復能力を確立し、持続する。



必要不可欠なサービスと機能の継続を確実にする（家族、コミュニティ、民
間セクター組織、及び政府の全てのレベルにおける必要不可欠なサービスと
機能の持続能力を改善する）。

同レビュー報告書における「レジリエンス」用語の利用は 57 箇所に及ぶが、ミッショ
ン第 5 だけに限定されていない。ミッション第 1～第 4 で見られる用語の大部分は「セキ
ュリティ及びレジリエンス」
とした利用であり、これまでのセキュリティ至上主義を超え、
レジリエンスの必要性をセキュリティと同様に強調したものとなっている。

2.1.3

国家計画（国家インフラ防護計画）

ここでは、国家の重要インフラ防護に係る米国の国家計画「国家インフラ防護計画
（National Infrastructure Protection Plan: NIPP）
」58の内容を解説する。
なお、米国における国家インフラ防護には、従来からの防護に新たなリスク特性として
のレジリエンスが加わったものとなっている。英国の場合は、国家インフラ・レジリエン
スとして、レジリエンスに従来の防護を加えたものとなっている。とはいえ、組織のレジ
リエンス改善に係る本質的な差異は英米間にない。
2.1.3.1

概要

NIPP は、前述の国土安全保障大統領指令-7（HSPD-7）で定められた重要インフラの特
定、優先順位づけ及び防護の要求事項に合致するものであり、国家の多くの重要インフラ
防護イニシアチブを統一し、単一の国家活動としての包括的なアプローチを示すものであ
58

National Infrastructure Protection Plan, DHS, 2009,
http://www.dhs.gov/national-infrastructure-protection-plan
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る。NIPP は、包括的なリスクマネジメントの枠組みを定めるとともに、国土安全保障省、
連邦政府の各セクター所管省庁、その他連邦政府機関や地方自治体、並びに NIPP を導入
する民間セクター・パートナーの役割と責任事項を明示している。また、官民セクターは、
この NIPP を導入することにより、重要インフラ防護に係る集約された専門知識と経験を
利用することができ、事業継続及びレジリエンス計画立案を含む既存の重要インフラ防護
計画立案活動を確実なものとすることができるとしている。
レジリエンスに係る事項は 2006 年版 NIPP から示されているが、それまでのインフラ
防護と新たな特性としてのインフラ・レジリエンスの関係についての明解な記述はない。
ただし、NIPP の副題「防護とレジリエンシー強化のためのパートナーリング」にあるよ
うに、レジリエンス活動の重要性を随所に掲げるとともに、各インフラにおける取り組み
方としては両者を分けて取り組むという姿勢が文中に見られる。しかしながら、NIPP に
おいてレジリエンスの用語を明示した項目名は、
「3.5 防護プログラム及びレジリエンス戦
略の実施」だけとなっており、他の項目においてもレジリエンスに係る記述が散見される
ものの防護とレジリエンスの関係については曖昧なものとなっている。さらに、この 3.5
項におけるレジリエンス戦略の内容も具体性を欠いたものとなっている。
なお、NIPP による防護及びレジリエンシーの定義は次のとおりであり、レジリエンシ
ーが防護の中に含まれていること、及びレジリエンシーが従来の防護とその能力を異にす
ることが分かる。
防護（Protection）の定義
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
めの行動又は手段をいう。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ている。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
計への耐災害性、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。
レジリエンス（Resilience）の定義
レジリエンスとは、被害（adversity。逆境、難儀）又は状況（condition）の変化に対し、
阻止（resist。防止)、緩和(absorb。吸収)、回復(recover)、又は首尾よく適応(adapt。順応)
する能力をいう。
NIPP の目次構成は、次のとおりである。CIKR の用語は、重要インフラと資源（Critical
Infrastructure and Key Resources）を意味するが、単に重要インフラと解釈しても特に
問題はない。
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はしがき
管理者向け要約
1.

序論
1.1 目的
1.2 対象範囲
1.3 適用範囲
1.4 国家 CIKR に対する脅威
1.5 特別考慮事項
1.6 NIPP 目標の達成

2. 権限、役割及び責任
2.1 権限
2.2 役割と責任
3. 戦略：リスクの運用管理
3.1 目標と目的の設定
3.2 資産、システム及びネットワークの特定
3.3 リスクのアセスメント
3.4 優先順位づけ
3.5 防護プログラム及びレジリエンス戦略の実施
3.5.1 リスクマネジメント活動
3.5.2 効果的な防護プログラムとレジリエンス戦略の特性
3.5.3 リスクマネジメント活動、イニシアチブ及び報告
3.6 有効性の測定
3.7 継続的改善のための測定基準と実績測定の利用
4. CIKR 防護に係る組織及び協同先
4.1 リーダーシップと調整メカニズム
4.2 情報共有：ネットワーク・アプローチ
4.3 保護を要する CIKR 情報の保護
4.4 プライバシーと憲法上の自由
5. 国土安全保障任務の一部としての CIKR 防護
5.1 国土安全保障任務に対する一元化された国家アプローチ
5.2 国土安全保障任務における CIKR 防護要素
5.3 他の CIKR 計画とプログラムに対する NIPP とセクター計画の関係
5.4 CIKR 防護とインシデント管理
6. 長期に及ぶ効果的、効率的プログラムの確実化
6.1 国家的意識向上の構築
6.2 研究開発と技術利用の管理
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6.3 データベース、シミュレーション、その他のツールの構築、管理及び維持
6.4 NIPP 及びセクター計画の継続的改善
7. CIKR 防護プログラムへの資源提供
7.1 十分なリスク情報に基づく資源配分プロセス
7.2 DHS、セクター所管省庁、その他の連邦政府省庁に対する連邦政府資源の優先
順位づけ
7.3 地方自治体の準備態勢に対する連邦政府資源
7.4 CIKR 防護のためのその他の連邦政府承認プログラム
7.5 CIKR 防護パートナーとの共同作業による行動計画の設定
略号表
主要用語の解
付録
I. 特別な考慮事項
ⅠA セクター横断サイバーセキュリティ
ⅠA1 序論
ⅠA2 サイバーセキュリティの責任
ⅠA3 セクター横断のサイバーセキュリティ・プログラム
ⅠA4 長期に及ぶサイバーセキュリティの確実化
ⅠB 国際的 CIKR 防護
ⅠB1 序論及び本付録の目的
ⅠB2 CIKR 防護国際協力に対する責任
ⅠB3 国際的 CIKR リスクの運用管理
ⅠB4 国際的 CIKR 防護協力の組織化
ⅠB5 長期に及ぶ国際協力の確実化
II. 関連する法規、戦略及び指令の要約


国土安全保障法 2002



重要インフラ情報法 2002



9/11 委員会勧告実施法 2007



ロバート・T・スタッフォード災害救助及び緊急事態支援法



災害低減法



会社及び刑事上の不正説明責任法 2002（SOX 法）



国土安全保障大統領指令（HSPD）1～24



その他

III.防護プログラム
ⅢA リスクアセスメントに対する NIPP 中核基準
ⅢB 既存 CIKR 防護プログラムとイニシアチブ
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ⅢC インフラ・データ・ウェアハウス（IDW）
IV. 既存の連携メカニズム
V. 国土安全保障任務の一部としての CIKR 防護の統合
ⅤA 地方自治体政府等の考慮事項
ⅤB 民間セクター利用の際の国土安全保障省推奨慣行
VI. DHS 科学技術局の計画、プログラム及び研究開発
ⅥA 科学技術組織と投資プロセス
ⅥB 要求事項
ⅥC 研究開発プログラムの執行
ⅥD 5 か年戦略/技術ロードマップ
2.1.3.2

レジリエンス関連の記述

前項「2.1.3.1 概要」で述べたとおり、レジリエンスについて、とりわけその内容や特
性などの具体像を示す明解な記述が NIPP にはない。おそらく、具体的な内容については、
それぞれのセクターの特性に応じたセクター計画に委ねられていると思われる。
ここでは、NIPP に記載されているレジリエンス関連の文章を要約して示すこととする。
項

目

レジリエンスに対す

内


る全般的事項

容

CIKR 防護ミッション分野内における国家の優先事項には、複
数の脅威シナリオにわたり、人命の破滅的損失の防止、並びに
合衆国及びグローバル経済にカスケーディングな混乱を起こ
させる（破壊的な、崩壊的な）影響のマネジメントが含まれね
ばならない。この目標を達成するには、レジリエンシーと適切
にバランスのとれた戦略が必要である。このレジリエンシー
は、不利な時における（逆境における）これまでの米国の強さ
であり、Michael Chertoff の防止、防護及び準備態勢に焦点を
当てた、十分な情報が知らされた活動を介して、我々が直面す
る最も重大なリスクを運用管理及び削減することができる。



NIPP の実施への参画は、政府及び民間セクターに対し、CIKR
防護問題と実践的な解決策をより明確化するための集約され
た専門知識と経験の利用機会を提供するものであり、事業継続
とレジリエンシー計画立案を含む既存の CIKR 防護計画立案活
動を確実なものとする。

レジリエンスの特性
に係る事項



より安全で、セキュアで、かつ、レジリエントなアメリカの構
築は、次による
1.

テロリストによる我が国家の CIKR エレメントに対する破
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項

目

内

容

壊、無力化又はエクスプロイトによる意図的な活動の防
止、抑止、無効化又は低減
2.

攻撃、自然災害、その他の緊急事態に対する国家準備態勢
の強化、適時な対応及び CIKR の迅速な復旧

リスクマネジメント



防護に含まれるもの：防護のためのリスクマネジメントへの対

活動における位置づ

応活動

け

1.

セキュリティ・プロトコルの改善

2.

施設の堅牢化

3.

レジリエンシーと冗長性の構築

4.

耐危険性考慮設計

5.

受動/能動的対策

6.

セキュリティ・システムのインストール

7.

自己回復技術

8.

従業員の安全確保プログラム

9.

サイバーセキュリティ対策

10. 訓練と演習
11. 事業継続


リスクマネジメント・フレームワークは、次の活動計画とプロ
グラムの策定に際し有効である。



1.

レジリエンシーの強化

2.

脆弱性の削減

3.

脅威の抑止

4.

潜在的帰結の低減

全災害（all-hazards）を対象としたリスクアセスメントに基づ
き、CIKR 防護とレジリエンシー強化のための適切なリスクマ
ネジメント活動の実施

リスクマネジメント



NIPP リスクマネジメント・フレームワークは、図 2.1-1 に示

枠組みにおける位置

す 6 ステップから構成される。

づけ

1.

目標と目的の設定

（注意：リスクに基

2.

資産、システム及びネットワークの特定

づく優先順位の確立

3.

リスクの評価（帰結、脆弱性及び脅威）

後のイニシアチブの

4.

優先順位づけ：次を実施するためのリスクアセスメント結

決定において、レジ
リエンス対策の要否
が決まる）

果の集合と比較


資産、システム及びネットワークの全て又は複数に対す
るリスク及び関連するミッション継続に係る適切なビュ
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項

目

内

容

ーの策定


リスクに基づく優先順位の確立



リスクを低減するに当たって、最大の ROI を提供する
防護、レジリエンシー又は事業継続イニシアチブの決定

5.

防護プログラムとレジリエンシー戦略の実施：特定された
リスクを削減又は運用管理するための適切な活動又はプ
ログラムの選定、及び優先順位に対処するための資源の特
定と提供

6.


有効性の測定

NIPP リスクマネジメント・フレームワークは、図 2.1-1 に示
すように、継続的なフィードバックループを形成することによ
り、連邦政府機関及びその CIKR パートナーが進捗状況を追跡
すること、並びに国家 CIKR 防護とレジリエンシーを改善する
ための活動を実施することを可能にする。

リスクマネジメント



機能に焦点を当てた優先順位は、CIKR レジリエンシーが

における優先順位づ

CIKR の堅牢化よりもより重要であるセクターにおいて、テロ

け

リスト攻撃や自然災害時の運用の効果的な継続を確実なもの
とする。CIKR リスクを削減するプログラムは、物理的資産の
保護又は実質的なシステムのレジリエンスの確実化のための
投資優先順位を与える。これは、どの選択肢が最も費用対効果
があるかによる。


パートナーは、CIKR のリスク分析に対する首尾一貫したアプ
ローチを確実なものとするため、リスク分析を用いて優先順位
を確立する。このリスク分析は、共通のシナリオと仮定を利用
し、付録ⅢA に規定されたリスクアセスメント手法のパラメー
タに従う。



リスクアセスメントと優先順位づけプロセスは、短期及び長期
の防護プログラムとレジリエンシー戦略に対する要求事項を
明らかにする。

防護とレジリエンス



の関係

CIKR の持続性の最大化を図るには、防護プログラム及びレジ
リエンシー戦略が全災害を対象にしたときである。



セクター所管省庁の役割
1.

NIPP セクター・パートナーシップ・モデルとリスクマネ
ジメント・フレームワークの実施

2.

防護プログラム、レジリエンシー戦略、及び関連要求事項
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項

目

内

容

の策定
3.

セクター・レベル CIKR 防護ガイダンスの提供。HSPD-7
に基づき DHS が制定した全般ガイダンスとの整合を図っ
たもの

4.

HSPD-7 に基づく DHS 長官に対する年次報告の提出：当
該セクターにおける CIKR 防護の特定、優先順位づけ及び
調整活動、並びにレジリエンシー活動

5.

セクター内の CIKR 防護とレジリエンシー支援のため、連
邦政府活動の特定、優先順位づけ及び調整。特に焦点を当
てるのは、エクスプロイトされることによって破壊的な健
康上の影響がもたらされるか、又は大量破壊兵器によって
もたらされるのと同等の大量死傷者をもたらす CIKR であ
る。

6.

ハイリスク CIKR に対する包括的なリスクアセスメント/
マネジメントの調整、促進及び支援、保護及びレジリエン
シーの優先順位の特定、並びに CIKR 防護活動の当該セク
ター内の国内インシデント・マネジメントに対する全災害
アプローチの主要な活動への参入

民間セクターとのパ



ートナーシップ

民間インフラの所有者及び経営者は、NIPP パートナーシップ
に参加し、以下の既存計画の強化開始を行うことが推奨され
る。

CIKR 所有者及び経
営者の実施事項



1.

リスクマネジメント

2.

レジリエンシー

3.

事業継続

4.

インシデント・マネジメント

5.

緊急対応

所有者と経営者は、彼らの管理下にある CIKR に対する保護プ
ログラム及びレジリエンシー戦略の策定と実施を行う。今日の
リスク環境下にあっては、次が一般的に含まれる。
1.

事業継続と緊急マネジメント計画の再評価と調整

2.

ビジネス・プロセスとシステムに対するさらなるレジリエ
ンシーと冗長性の構築

3.

物理的攻撃とサイバー攻撃に対する施設の保護

4.

自然災害に対する脆弱性の削減

5.

インサイダー脅威からの警護
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項

目

内
6.

容

周囲コミュニティや企業パートナーに係る影響の回避又
は最小限化のため、外部組織とのますますの調整

7.

重要な機能に関連する運用システム又は機能のレジリエ
ント化、堅固化又は冗長性化のいずれか又は組み合わせの
実施

目標と目的
の設定

資産、ｼｽﾃ
ﾑ及びﾈｯﾄ
ﾜｰｸの特定

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
（帰結、脆弱
性及び脅威）

優先順位
づけ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の実施

有効性
の測定

C I K R 防 護 強 化 の た め の 継 続 的 改 善

図 2.1-1：リスクマネジメント枠組み
2.1.3.3

防護プログラム及びレジリエンス戦略

NIPP の「3.5 防護プログラム及びレジリエンス戦略」は、上記「2.1.3.2 レジリエンス
関連の記述」に加え、レジリエンスに係る次のような有用な情報を提供している。


リスクマネジメント（優先順位づけ）
：セクター及び管轄レベルにおけるリスクアセス
メントと優先順位づけプロセスは、短期及び長期の防護プログラムとレジリエンシー
戦略に対する要求事項を明らかにする。明らかにされた不足や改善機会の中には、所
有者/経営者によって自発的又は様々なインセンティブに基づき満たされるものもあ
る。他の不足は、各セクターの計画（SSP）の下に策定した保護プログラム、州 CIKR
防護計画、又は DHS 所管のセクター横断や国家イニシアチブによって実施される。



リスクマネジメント（ROI）
：NIPP リスクマネジメント・フレームワークは、単に脆
弱性削減が達成されるだけでなく、最大の ROI をもたらす活動に焦点を当てている。
防護プログラム及びレジリエンシー戦略は、セクター間、及び抑止・効果低減・検知
又は防護のための広範な活動によっても様々である。



レジリエンシーの構築時期：一般的に、資産、システム及びネットワークに対し、セ
キュリティとレジリエンシーを初期の開発段階で構築する方が、開発後及び運用段階
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で改造するよりも費用対効果があると考えられている。CIKR パートナーは、リスク
マネジメント、強固さ、レジリエンシー及び適切な物理的セキュリティとサイバーセ
キュリティ強化に対する、新たな CIKR の設計や構築への取り組み方法を考慮すべき
である。


効果的な CIKR 防護プログラムとレジリエンシー戦略の特徴：この特徴には次が含ま
れるが、これだけに限定するものではない。


包括的：効果的なプログラムは、CIKR の物理的、サイバー及び人的エレメント
を対象にするとともに、長期及び短期の、かつ、持続可能な活動を考慮しなけれ
ばならない。セクター計画は、セクター内の CIKR 保護のための多くのプログラ
ムとイニシアチブを規定する（例：運用の変化、物理的防護、装置の堅牢化、サ
イバー防護、システム・レジリエンシー、バックアップ通信、訓練、対応計画、
セキュリティ・システム向上）
。



一元化：CIKR 所有者と経営者（官民両セクター）は、財産、情報及び人の防護
を行うに当たっては、よりレジリエントな運用及びより効果的な損害防止の確実
化を支援するリスクマネジメントの手段を講じなければならない。



DHS の役割：DHS は、国家的に重要と思われる資産に対して、セクター所管省
庁及び他の官民セクター・パートナーと共同し、リスクマネジメント・アプロー
チとツール及び防護プログラムとレジリエンシー戦略（サイバーセキュリティ活
動を含む）の策定、実施及び調整のための中心となるものとする。



費用対効果：効果的な CIKR 防護プログラムとレジリエンシー戦略は、どのよう
な費用においても最大の低減効果を提供する活動に焦点を当てることによって、
資源の効果的な利用を追求する。



十分なリスク情報に基づく意思決定：防護プログラムとレジリエンシー戦略は、
リスクの低減に焦点を当てる。関連する活動は、リスク低減に基づく測定、評価
及びフィードバックが行えるものとする。このことが、所有者、経営者及びセク
ター所管省庁に対し、
プログラムが実施された後のリスクの再評価を可能とする。
これらのプログラムと戦略は、各リスクのエレメントを対象とする異なるメカニ
ズムを利用するとともに、
それらの活動を全体のリスク低減の達成に結びつける。
これらのメカニズムには、以下のものが含まれる。


帰結：防護プログラムとレジリエンシー戦略は、テロリスト攻撃又はそ
の他の災害からの損害可能性を、冗長システム設計、バックアップ・シ
ステム及び原材料や未加工情報の代替資源の利用による削減により、制
限又は管理することができる。



脆弱性：防護プログラムは、資産、システム及びネットワークにおける
欠陥の是正又は弱点を強化することにより、破壊、無力化又はエクスプ
ロイテーションに対する感受性を削減し、脆弱性を削減することができ
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る。


脅威：防護プログラムとレジリエンシー戦略は、資産、システム及びネ
ットワークの脆弱性や帰結を減らすことにより、間接的に脅威を削減す
る。



定量的情報のフィードバックによる改善：NIPP は、基準とは考えられていないが、
定量的フィードバックに係るメカニズムを提供している。これは、官民両セクターの
CIKR 防護とレジリエンシー・プログラムの効果性と効率性を強化及び改善するもの
である。DHS は、CIKR パートナーと共に、リスクマネジメント・プロセスに係る全
ての側面に対する教訓とベストプラクティスの特定と共有を行っている。また、DHS
は、セクター所管省庁と一緒に、セクター・パートナーやその他の情報源からの関連
インプットを共有している。これは、CIKR 防護とレジリエンシーを継続的に改善す
るための国家活動の一部として利用できるものである。

2.1.4

セクター計画（防衛企業基盤セクター計画）

米国における重要インフラ・セクターは現在、18 のセクターから構成されており、前項
の NIPP に基づき、当該セクターの所管省庁と民間の所有者/経営者とが共同でセクター計
画（SSP）を作成する。これら 18 の重要インフラ・セクターの SSP は、それぞれほぼ同
じ目次構成となっており、他セクターとの比較などが容易になっている。これらの SSP は、
DHS の URL（http://www.dhs.gov/sector-specific-plans）から入手できる。
ここでは、先ず、防衛企業基盤（DIB）セクターの概観について述べ、次いで「防衛企
業基盤セクター計画（DIB SSP）
」59におけるレジリエンス要求事項について述べる。
2.1.4.1

防衛企業基盤セクターの概観

国土安全保障省の「重要インフラ・セクター」ホームページ60には、各セクターの概要
が掲載されており、その中の DIB セクターについての抜粋要約を以下に示す。
防衛力生産法(The Defense Production Act of 1950)、大統領令（EO 12919）及び国防
総省訓令（DoDD 5000.60）は、主に国家安全保障を支援する適切な企業生産力の確実化
に焦点を当てている。1998 年の大統領指令（PDD 63）は、重要インフラ防護の文脈の中
で国防を特別の機能として明示した。2002 年 6 月の国土安全保障国家戦略、2003 年 2 月
の重要インフラと主要資産に対する物理的防護国家戦略及び大統領指令（HSPD-7）は、
防衛企業基盤（DIB）セクターを重要インフラ・セクターとして特定するとともに、国防

59

Defense Idndustrial Base Sector-Specific Plan, An Annex to National Infrastructure Protection
Plan 2010, HSD/DoD,

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defense-industrial-base-2010.pdf
60

Defense Industrial Base Sector: Critical Infrastructure, Sector Overview,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nppd/nppd-ip-defense-industrial-base-snapshot-2011.pdf
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総省（DoD）をセクター所管省庁（SSA）に指定した。
この DIB セクターには、DoD、政府、並びに軍事要求を満たす兵器システム、サブシス
テム、コンポーネント又は部品の研究開発、設計、製造、配送及び整備能力を持つ世界中
の企業による民間セクターが含まれる。DIB に含まれる会社は数万に及ぶが、これには
DoD との契約の下での下請負契約者及び政府所有/契約者運用の施設と政府所有/政府運用
の施設は無論こと、DoD に付帯的な資材を提供する会社も含まれる。DIB 会社には、多く
の国々に製造資産を持つ国内及び国外の組織が含まれる。DIB セクターは、エネルギー、
通信、運輸システムなどいくつかの他のセクターに依存している。
DIB セクターは、軍事作戦のための動員、展開及び維持に不可欠な製品やサービスを提
供する。DIB セクターには、電力、通信、運輸などの商用インフラのサービス・プロバイ
ダー、すなわち軍事作戦要求事項を満たすための公共事業体の利用は含まれない。サイバ
ーを含むこれらの要求事項は、DoD のより広範な防衛重要インフラ・プログラム（DCIP）
において実施される。DCIP には全ての DIB セクター活動が統合されている。
DIB の所有者と経営者は、敵性脅威及び危険から DIB セクター資産を防護する責任が
ある。しかしながら、DoD の権限は限られており、多くの場合、法の執行機関の役割を果
たすことや積極的に DIB を防護する権限を持っていない。DIB 内の重要資産はエクスプ
ロイテーションに対して潜在的に脆弱であり、そのことが DoD のミッションを低下させ
るか又は失敗へと結びつかせることとなる。DIB セクターがオープンでグローバルな環境
にあるという事実は、重要な DIB セクター資産の脆弱性を悪化させるものでもある。さら
に、DIB セクターの構成変更（例：戦時における優先事項は無論のこと、企業間の合併や
取得の結果として構成が変更する）
、及び DoD と DIB との関係を統制する規則やポリシー
の進化は、DIB の能力と信頼性を確実なものとするため、広範なベースで継続した長期の
対話を DIB セキュリティ・パートナー間において必要としている。この長期間の継続する
対話は不可欠なものである。なぜなら、重要 DIB 資産の大部分は民間セクターに存在して
いるからである。
2.1.4.2

防衛企業基盤セクター計画の概要

レジリエンス要求事項に関しては、レジリエンス用語の利用件数が 108 に及ぶものの、
前述の NIPP と同様、明確な記述はない。このようなことは、DIB セクター計画に限った
ものでなく、他の重要インフラ・セクター計画についても同様である。
以下に、防衛企業基盤セクター計画（DIB SSP）の目次構成を示す。
同意書
序文
管理者向け要約
序論
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1 セクターのプロファイル及び目標
1.1 セクター・プロファイル
1.2 CIKR パートナー
1.3 セクターの目標、目的及びリスクマネジメント活動
1.4 価値命題
2 資産、システム及びネットワークの明確化
2.1 資産の明確化
2.2 DIB CIKR の依存性/相互依存性
2.3 資産の明確化における 2010-2011 イニシアチブ
2.4 インフラ情報の収集
2.5 インフラ情報の確証
2.6 サイバー・インフラ
3 リスクアセスメント
3.1 セクターにおけるリスクアセスメントの利用
3.2 インフラのスクリーニング
3.3 帰結のアセスメント
3.4 脆弱性のアセスメント
3.5 脅威のアセスメント
3.6 リスクのアセスメント
4 インフラの優先順位づけ
4.1 資産の優先順位づけモデル
4.2 資産の優先順位づけ要素
4.3 資産の優先順位づけのレビューと更新プロセス
5 防護プログラムとレジリエンス戦略の策定と実施
5.1 セクター防護プログラムとレジリエンス戦略の概要
5.2 サイバーセキュリティ/情報保証
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
5.4 防護プログラム/レジリエンス戦略の実施
5.5 モニタリング・プログラムの実施
6 有効性の測定
6.1 有効性測定のプロセス
6.2 継続的改善のための測定基準の利用
7 CIKR 防護研究開発
7.1 セクター研究開発の概要
7.2 セクター研究開発要求事項
7.3 セクター研究開発計画
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7.4 研究開発管理プロセス
8 責任事項
8.1 DIB セクター所管省庁の責任事項
8.2 DIB の監督と調整
8.3 プロセスと責任事項
8.4 セクター・パートナーシップ・モデルの実施
8.5 情報共有と報告
付録 1：用語の解
付録 2：略号表
付録 3：参考文献
付録 4：サイバーセキュリティ/情報保証（CS/IA）
付録 5：その他の連邦政府機関及び DIB CIKR パートナー
2.1.4.3

レジリエンス関連の記述

前項「2.1.4.2 防衛企業基盤セクター計画の概要」で述べたとおり、レジリエンスにつ
いて、とりわけその内容や特性などの具体像を示す明解な記述は、防衛企業基盤セクター
計画（DIB SSP）に記述されていない。おそらく、官民間の会議などにおいて議論された
具体的な内容については、英国と同様に保護を要する情報であることから公開されず、パ
ートナー間内だけでの情報共有が行われていると思われる。
ここでは、DIB SSP に記載されているレジリエンス関連の文章を要約して示すこととす
る。
項

目

DIB における防護の

内


定義

容

防護とは、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ている。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
設設計への耐災害性、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。

DoD と DIB メンバー



DoD は、合衆国政府の DIB 防護とレジリエンス・プログラム
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項

目

内

の関係

容

に責任を持つ単一のセクター所管省庁（SSA）である。DIB メ
ンバーは、規則や契約が DoD とメンバー間に存在しない限り、
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。

リスクアセスメント

（NIPP に同じである）

と優先順位づけ
セクター調整会議



（SCC）の実施事項

DIB SCC メンバーは、関連情報を自由に交換し、防衛企業と
政府にとって相互に関心のある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、4
つの常設委員会を設け、DIB にとっての重要な問題に取り組ん
でいる。
1.

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 所有者と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。

2.

リスクマネジメント：DIB 民間セクターを横断する効果的
なリスクマネジメントを促進すること。

3.

人的セキュリティと物理的セキュリティ：DIB CIKR 所有
者と経営者、その他のセクター・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 へのリスク削減を介してセクタ
ー・レジリエンスを改善すること。

4.

情報/サイバーセキュリティ：サイバー関連攻撃に係る情報
共有の信頼関係を促進すること。

セクター目標



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 全体の冗長性
が含まれる。

サイバー・レジリエ
ンス



DoD と DoD DIB サイバーセキュリティ/情報保証（CS/IA）プ
ログラムは協同で、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、国防総省セキュリティ情報交換
（DSIE）は近い将来、サイバー攻撃を低減するため、DIB パ
ートナー間とサイバー情報を共有する。
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項

目

内


容

DoD DIB CS/IA プログラム・オフィスと防衛契約管理庁
（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。これには連邦政府省庁のセキ
ュリティ管理策（NIST SP 800-53）が関連している。



CS/IA は、国家に直面する最も重要かつ喫緊のインフラ防護問
題であり、DIB セクターの優先事項である。重大な混乱を伴う、
そしてますます洗練化されるサイバー脅威が高まっている。し
たがって、連邦政府及び DIB 所有者と経営者間の共同は優先
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
策の強化が優先事項である。これらは、攻撃に耐えてリスクを
低減する強固な対策、並びに重要な運用、対応、及び RTO 内
の復旧を維持するための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ている。DIB セクターは、相当な進捗
を示しており、2011 年においても積極的な継続をなすであろ
う。
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

防護アプローチ

リゼーションのますますの高まり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、資産所有者の CIKR 関連の防護責任
を果たす活動を増大させるとともに、強制する。



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求める。



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

2-26

項

目

内

容

援助協定（State Mutual Assistance Copacts）の下に連邦政府
の援助を求めるか、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。

レジリエンス・ガイ



ド

（現在）セクター所管省庁は、「防衛重要インフラ・プログラ
ム（DCIP）レジリエンス・ガイド」の維持と伝達を行う。重
要インフラの所有者と経営者は、「ベストプラクティス」一式
の策定、共有及び利用を行う。



（将来）セクター所管省庁が DIB セクター要求事項を包含す
る防衛重要インフラ・レジリエンス・ガイドを策定、出版及び
維持する。

2.1.4.4

参考（通信セクターにおけるレジリエンスの記述）

「通信セクター計画」では、通信レジリエンスの達成について、次のように述べている。




レジリエンス要素の原則は次のとおりである。
1.

冗長性（多数性、予備）

2.

多様性（複数のルート、複数のサプライヤー）

3.

アジリティ（迅速にシフト及び移動する能力）

4.

順応性（迅速に再調整する能力）

5.

優先順位づけ（専用又は共有資源の利用）

6.

地勢（多様性、近接）

7.

堅ろう化（対戦力、自然災害、電磁パルス）

8.

セキュリティ（サイバーセキュリティ、物理的セキュリティ）

9.

新たな技術又は機能が開発されるに従い、システムが進化する能力

重要インフラ・セクターは NIPP の下、リスクの費用対効果アセスメントに基づく多
様性、冗長性及び回復性の適切な組み合わせにより、通信レジリエンスを達成する責
任がある。レジリエンス・アセスメントを実施する際は、次の要素を考慮することが
重要である。
1.

必須のビジネス機能
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2.

各必須機能のタイム・センシティビティ

3.

機能及び同機能に依存するサービスの継続性に対する脅威

4.

脅威低減の選択肢

5.

費用対効果分析

6.

低減戦略

7.

実装

8.

テストの実施

9.

情報共有
重要インフラ・セクター及び重要インフラの指定

2.1.5

以下に、国家の重要インフラの指定（セクターの指定）
、及びセクターにおける重要イン
フラの指定要領について述べる。
2.1.5.1

重要インフラ・セクターの指定

大統領指令（HSPD-7）の目的は、合衆国の CIKR を連邦政府省庁が特定及び優先順位
づけを行い、
それらをテロリスト攻撃から防護するための国家方針を確立するものである。
この HSPD-７では、17 の重要インフラ・セクター及び各セクターの所管連邦政府省庁が
明示された。HSPD-７以降の重要インフラ・セクターの追加については、国土安全保障省
がセクター間のギャップを明らかにし、新たなセクターを追加することとさされている。
直近では 2008 年、重要製造セクター（Critical Manufacturing Sector）が第 18 番目とし
て追加されている。
2.1.5.2

重要インフラの指定

連邦政府省庁は、防護対象となる重要インフラ（CIKR）の特定、優先順位づけ及び調
整を行い、CIKR 対する破壊、無力化又はエクスプロイト行為を行う意図的活動の影響を
防止、抑止及び低減を図ることとされている。下記に紹介するのは、防衛企業基盤（DIB）
セクターにおける重要インフラの指定についての概要である。
国防総省（DoD）の防衛契約管理庁（Defense Contract Management Agency: DCMA）
は、戦闘指揮（Combatannt Command: COCOM）ミッション分析を行う際、追加のプロ
セスとして DIB 重要資産指定要請に基づく補足分析を実施する。この追加プロセスは、可
能性のある DIB CIKR の包括的審査を確実なものとするものである。DCMA は、国家防
衛ミッションに焦点を当てた次のスクリーニング基準を利用して、重要資産の指定候補を
明らかにする。


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
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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

重要性スクリーニング・プロセスは、各企業施設に焦点を当てる。しかしながら、施設
におけるサイバー・インフラは考慮されない。2007 年に公表した DIB セクター計画以来、
次に示す主要ステップが DIB CIKR の特定とインベントリの更新に利用されている。


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

さらに、DoD は、国土安全保障省や他のセクター所管省庁と DIB 資産に関する重複及
び欠落について調整する。

2.1.6

国土安全保障省の民間組織に対する支援

国土安全保障省（DHS）
・国家防護及びプログラム局のインフラ防護オフィス（Office of
Infrastructure Protection: IP）は、防護ミッションを下記に示す 5 つの部と１つのセンタ
ーで実施している。これらは、いずれも民間セクターと何らかの係わりを持ち、テロリズ
ム攻撃による国家重要インフラ・リスクの削減、及び攻撃、自然災害やその他の緊急事態
事象からの迅速な回復のため、一元化された国家プログラムの指導的役割を果たしている。


インフラ分析及び戦略部



インフラ情報収集部



インフラ・セキュリティ・コンプライアンス部



国家インフラ調整センター



防護セキュリティ調整部



セクター・アウトリーチ及びプログラム部
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以下に、
インフラ防護オフィスの民間セクターを対象とした主要な取り組みを紹介する。
2.1.6.1

セクター・パートナーシップ調整

NIPP は、パートナーシップ枠組みを確立し、官民のセクター・パートナーが協力し合
って国家インフラ防護に対処している。このための官民間の調整会議/協議会の関係を図
2.1-2 に示す。


国家レベルの調整：インフラ防護オフィス（IPO）は、NIPP とセクター計画の策
定に係る全般を促進させるとともに、ガイダンスの提供、及び図 2.1-2 に示す調整
活動全般のモニタを行う。



セクター・パートナーシップ・レベルの調整：CIKR セクター横断調整協議会
（CCSC）、政府セクター横断調整協議会（GCSC）及び個々のセクター調整会議
（SCC）と政府調整会議（GCC）は、連邦政府、地方自治体及び民間セクターの代
表者からなる調整機構により、CIKR 防護に係る合意形成されたアプローチを協同
で策定する。



地区レベルの調整：地区共同体調整協議会（RCCC）は、地区のパートナーシップ、
グループ及び政府組織の代表者が集い、地区及びセクター内/横断の CIKR パートナ
ー間における CIKR 防護の調整を行う。
（GCC：政府調整会議）

（SCC：ｾｸﾀｰ調整会議）

GCC

SCC

GCC

SCC

GCC

SCC

GCSC：政府ｾｸ
GCSC
ﾀｰ横断協議会
政府ｾｸﾀｰ横断協議会

CCSC
CIKRｾｸﾀｰ横断協議会
RCCC
地区共同体調整協議会

図 2.1-2：NIPP の調整メカニズム
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2.1.6.2

インフラ・データ・ウェアハウス（IDW）

インフラ・データ・ウェアハウス（IDW: Infrastructure Data Warehouse：IDW）は、
インフラ・データ情報源に係る唯一の実質的な全体像を示す。DHS は、このデータを利用
して、関連する全ての官民セクターの CIKR パートナーに対し、連邦政府、地方自治体な
どの関連規定の下に許可された最新かつ完全な国家インフラ情報のアクセスを提供してい
る。この IDW の目標は、自然災害、企業事故、その他のインシデントに係る情報へのア
クセスを提供することである。この IDW が、合衆国が依存している外国の CIKR を含め、
様々な資産、システム及びネットワーク間における関係、依存性及び相互依存性について
の基本的な情報の維持を行うのは無論のことである。このインベントリは最終的に、サイ
バー・データを含め、各セクター特有かつ重要なサイバー資産、システム又はネットワー
クを含むことになる。
この情報は、単に CIKR 防護とレジリエンシーに対するアプローチの助けとなるだけで
なく、様々なインシデントや緊急事態への対応支援のための情報としても必要である。
2.1.6.3

NIPP 情報共有ネットワーク

NIPP の効果的な実施は、有意義でかつ多角的な情報共有を行う政府と民間セクターの
積極的な参加にかかっている。所有者と経営者が CIKR に対する包括的な脅威や危機の状
況を提供され、かつ、現在進行中の多角的な情報の流れに参加していれば、彼らのリスク
アセスメント、慎重なセキュリティ投資及び適切なレジリエンシー戦略の策定は、大いに
強化されることになる。
図 2.1-3 は、情報共有環境下における NIPP 多方向性ネットワーク情報共有アプローチ
の大まかな概念を示すものである。このネットワークは、国家通信ネットワークである「国
土安全保障情報ネットワーク（Homeland Security Information Network: HSIN）
」に接
続されたコンポーネントから構成される。この HSIN は、あらゆる災害を対象にした通信
システムであり、全 50 州、5 つの準州、ワシントン DC 及び 50 の主要都市圏を結ぶ国と
地方の当局に展開されている。HSIN の目的は、DHS における主要技術ツールの一つとし
て、通信、調整及び情報共有を介した国家重要インフラに対する防護の強化及び信頼性の
ある成果の確実化に利用することである。HSIN は、インターネット・ベースのプラット
フォームであり、秘密が保たれ暗号化された非秘密区分指定の公務利用限定（FOUO）通
信として、DHS と CIKR セクター内の秘密区分指定情報取扱適格証を有するメンバーと
の間の通信を行う。これによりパートナーは、情報の入手、分析及び共有を行うことがで
きる。
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連邦政府ｲﾝﾃﾘ
ｼﾞｪﾝｽ・ｺﾐｭﾆﾃｨ

連邦政府ｲﾝﾌﾗ・
ｺﾐｭﾆﾃｨ

）
索

と検

確かな脅威
脅威警告

CIKR状況
CIKRﾘｽｸ環境
処置とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

稿

（投

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ情報
不審な活動
対象事項専門知識

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応情報
不審活動

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ共同）
地方自治体等ﾉｰﾄﾞ

民間ｾｸﾀｰ･ﾉｰﾄﾞ

図 2.1-3：NIPP 情報共有ネットワーク・アプローチ
2.1.6.4

地域レジリエンシー・アセスメント・プログラム（RRAP）

DHS の 地 域 レ ジ リ エ ン シ ー ・ ア セ ス メ ン ト ・ プ ロ グ ラ ム （ Regional Resiliency
Assessment Program: RRAP）は、機関間による特定の重要インフラ（CIKR）を対象と
したアセスメントであり、主要なインフラ間の相互依存性を含めた当該地域のインフラ分
析を組み合わせたものである。この RRAP への参加は自発的なものであり、収集された情
報は重要インフラ情報保護プログラム（Protected Critical Infrastructure Information
Program: PCIIP）の下に保護される。
(1) RRAP に用いられるアセスメント手法
RRAP は、CIKR の依存性、相互依存性、カスケーディング効果、レジリエンシーの特
徴、地域における特性及びセキュリティ・ギャップを明らかにする。分析は、インシデン
ト又は攻撃によるリスクと帰結、並びに影響を受ける CIKR 所有者と経営者、地域の法の
執行機関、及び緊急対応組織による統合された準備態勢と防護能力の詳細に及ぶものであ
る。分析結果は、施設、周囲コミュニティ、並びに装置、計画立案、訓練、プロセス、手
順及び資源についてリスクに基づいた投資を行っている地域全般に及ぶセキュリティ態勢
の強化に利用することができる。
この RRAP 分析は、次を含む脆弱性と能力分析、及びインフラ防護計画立案を組み込む。
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サイト支援訪問：
「囲いの内側（inside the fence）
」のアセスメントを行う。



バッファー・ゾーン計画：当該施設に係る外部能力のアセスメントと改善を行う。



システム回復分析：シミュレートされた大規模システム中断の文脈の中で、CIKR
所有者と経営者間における能力とギャップのアセスメントを行う。



緊急サービス能力アセスメント：所定の自然又は人為的インシデントの文脈の中で、
地域の抑止、防護及び対応能力を調べる。



多重管轄区セキュリティ計画：ハイリスクの多重管轄区における即席爆発装置
（Improvised Explosive Device: IED）に対する詳細なセキュリティ計画の策定を
支援する。



国家能力分析データベース：地域の爆弾処理機動隊、爆発物探知犬チーム、潜水チ
ーム及び SWAT チーム能力の分析を行う。

(2) RRAP に係る GAO の報告
GAO は、この RRAP に関して次のように報告61している。
DHS は 2009 年、RRAP を展開し、レジリエンシーに係る脆弱性とリスクを評価するこ
ととした。この RRAP は、主要な都市圏におけるインフラ、地域及びシステムに係るグル
ープを分析するものである。RRAP は、地域レベルでの CIKR を評価し、脆弱性、脅威、
及び全ての災害から可能性のある帰結を考察の上、依存性、相互依存性、カスケーディン
グ影響、レジリエンシー特性及びギャップを明らかにする。
DHS はこの RRAP の実施に際して、地域の CIKR の防護と抑止能力を分析するととも
に、次に焦点を当てている。


脆弱性と能力のアセスメント及びインフラ防護計画立案活動を統合すること。



セキュリティ・ギャップを明らかにするとともに、抑止、防護及びレジリエンシー
改善の考慮事項に係る対応選択肢を明らかにする。



システム回復能力を分析すること、及び長期の回復間におけるセキュアな運用性に
対するオプションを提供すること。



州及び地域のレジリエンシー、相互援助、調整及び相互運用性通信能力をアセスす
ること。

この RRAP 用に DHS が開発したアセスメント・ツールの一つに「レジリエンシー・ア
セスメント・ビルダー（resilience assessment builder）
」がある。これは担当者が RRAP
に含まれている施設に係るレジリエンシー問題を明らかにすることを支援するものである。
このレジリエンシー・アセスメント・ビルダーは、特に次の点に焦点を当てている。
61

GAO-10-772, Critical Infrastructure Protection, DHS Efforts to Assess and Promote Resiliency
Are Evolving but Program Management Could Be Sterengthend, September 2010, GAO,
http://www.gao.gov/products/GAO-10-772
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施設に関連する損失の影響：これには全ての国防、社会、政治及び経済への影響を
含む。



相互依存性：レビュー対象の施設と他のインフラ、例えば電力、天然ガス・サプラ
イヤー、水道、サプライチェーン・システムなどの間の相互依存性について実施。
仮にこれらインフラが混乱状態に陥った場合、施設の運用の悪化又は中断に至る影
響をもたらし得ることとなる。



重要な資産の損害に伴う影響：重要な資産とは電力供給のための変電所、輸送サプ
ライのための引込み線などであり、施設の運用に重要なもの、及び損害が発生した
際の運用維持のため利用できるものである。



固有の脆弱性、異常な状況、脅威又は事象：これらはハリケーン、輸送渋滞地点な
どである。

2.1.6.5

民間セクター準備態勢プログラム（PS-Prep）

9/11 委員会勧告履行法（Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act
of 2007）
」は国土安全保障省に対し、民間セクターの災害マネジメント、緊急事態マネジ
メント及び事業継続に係る備えのための共通基準（標準）の確立、並びに民間セクターの
自発的な備えに対する評価・承認プログラムの確立・実施を求めた。国土安全保障省長官
は 、 緊 急 事 態 管 理 庁 （ FEMA ） に 対 し 、 同 省 の イ ン フ ラ 防 護 オ フ ィ ス （ Office of
Infrastructure Protection）
、民間セクター・オフィス（Private Sector Office）及び科学
技術部（Science and Technology Directorate）と調整の上、民間セクター準備態勢プログ
ラム（Private Sector Preparedness Program: PS-Prep）の策定を命じた。
国土安全保障省は 2010 年 6 月、組織のレジリエンス、準備態勢及び事業継続を包括的
に管理するアプローチを提供し、かつ、民間組織や非営利組織に広く適用できるものとし
て、下記に示す 3 件を民間セクターの準備態勢を評価・認証する標準として承認した。


災害/緊急事態マネジメント及び事業継続プログラムに係る標準（NFPA 1600,
Standards on Disaster/Emergency Management and Business Continuity
Programs, 2010 Edition）



事業継続マネジメント（BS25999, Business Continuity Management）



組織のレジリエンス：セキュリティ、準備態勢及び継続マネジメント・システム―
―利用ガイダンスを含む要求事項（ASIS SPC. 1-2009, Organizational Resilience:
Security, Preparedness, and Continuity Management System – Requirements
with Guidance for Use）

この PS-Prep の認定機関として、ANSI-ASQ National Accreditation Board （ANAB）
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が指名され、認証機関が組織を審査登録することについて、その能力、公平性、組織の安
定性等の規格要求事項に適合しているかを審査し、認定登録し、公表することとなった。
現在の ANAB 認定の認証機関は、次の 5 組織である。


National Quality Assurance, USA



Orion Registrar, Inc.



British Standards Institute



Intertek Testing Service NA, Inc.



SRI Quality System Registrar

2.1.6.6

サイト支援訪問（SAVs）

サイト支援訪問(Site Assistance Visits: SAVs)は、DHS が連邦政府機関や地方自治体の
ステークフォルダ及び CIKR 所有者/経営者と共同で実施する施設脆弱性アセスメントで
ある。SAVs は、動的及び静的脆弱性のハイブリッド手法を利用する。これには、資産ベ
ースのアプローチ（重要なサイト資産と現 CIKR 防護態勢の明確化と検討）及び現在の脅
威が含まれていることを確証するためのシナリオ・ベースのアプローチ（強襲計画立案と
信憑性のある攻撃シナリオ）が含まれる。DHS は、この SAVs を通じて CIKR の所有者/
経営者に対して脆弱性についての助言を行い、テロ攻撃の抑止と防止能力を高める防護策
を推奨し、そして脆弱性の軽減とレジリエンスの強化に係る勧告を行う。SAVs は、
「素早
く見る(quick look)」訪問から、包括的に物理的、サイバー、及びシステム依存性をレビュ
ーする 3 日から 5 日間の完全セキュリティ脆弱性アセスメントに及ぶ。
2.1.6.7

国防総省の訓練、教育及びアウトリーチ・プログラム

国防総省（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
アウトリーチが求められていることを理解している。現在の訓練、教育及びアウトリーチ・
プログラムには、次が含まれている。


DCIP 意識向上訪問



DIB ミッション保証アセスメント訓練



DIB 重要インフラ防護（CIP）年次訓練会議



レベル 1 対テロリズム意識向上



コンピュータ・セキュリティ意識向上



サイバー捜査訓練

2.1.6.8

重要インフラ・パートナーシップ諮問委員会（CIPAC）

重要インフラ・パートナーシップ諮問委員会（CIPAC）は、企業と政府のパートナーに
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対し、DIB 関連の重要インフラ防護問題について討論する機会を提供する。通常、政府調
整委員会（GCC）とセクター調整委員会（SCC）の統合会議形式で実施される。
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、実施及び運用上の問題



セキュリティ・プログラムの実施



CIKR とレジリエンス関連の運用活動（インシデント対応、回復及び再構築を含む）



NIPP とセクター計画を含む国家計画の策定と支援
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2.2

英国のレジリエンス要求

英国のレジリエンス要求に係る出版物としては、内閣府が公表したガイダンス、及び各
セクター所管省庁が管轄する企業に対してのセクター計画がある。
以下に、これらを含め、前節「2.1 米国のレジリエンス要求」の記述と同じ要領で英国
におけるレジリエンス要求に係る組織、取り組みの流れ、国家計画、セクター計画、重要
資産の特定と優先順位づけ、及び民間組織に対する支援を要約して述べる。

2.2.1

レジリエンス要求関連組織

英国のレジリエンス要求関連組織には、国家レベルの重要インフラ・レジリエンス・プ
ログラムを運用管理する内閣府内の民間不測事態対応事務局、及び 9 つのセクターを所管
する省等（1 セクター1 省ではない。複数の省等によるセクター、一つの省等による複数
のセクターなど。これは、英国が 4 つの非独立国（イングランド、スコットランド、ウェ
ールズ及び北アイルランド）から構成されることによる（細部は「2.2.1.2 セクター・レ
ベル」で述べる）
。
2.2.1.1

国家レベル

内閣府の国家安全保障担当補佐官（National Security Advisor）の副補佐官インテリジ
ェ ンス・ セキ ュリテ ィ及 びレジ リエ ンス担 当（ Deputy National Security Advisor,
Intelligence Security and Resilience）の下に、民間不測事態対応事務局（Director, Civil
Contingencies Secretariat）がある。同事務局は 2009 年 5 月、事務局内に自然災害チー
ム（Natural Hazard Team）を編成し、重要インフラ・レジリエンス・プログラム（Critical
Infrastructure Resilience Programme: CIRP）の運用管理を行わせている。
2.2.1.2

セクター・レベル

各セクターの所管省等は、表 2.2-1 のとおりである。同表から明らかなように、9 つの
セクターは 29 のサブセクターに細分化されている。
なお、同表の「所管省等」は、4 つの行政区のうちの「イングランド」についてのもの
である。
表 2.2-1：国家インフラ・セクター、サブセクター及び所管省等
国家インフラ・セクター

サブセクター
電気通信

通信

緊急サービス

所管省等（イングランド）
ビジネス・技術革新・スキル省

郵便サービス
放送

文化・メディア・スポーツ省

救急車

保健省

消防及び救難

コミュニティ・地方自治省
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国家インフラ・セクター

サブセクター

所管省等（イングランド）

船舶

運輸省

警察

内務省

電気
エネルギー

ガス

エネルギー・気候変動省

燃料
支払・手形交換/決算システム
金融

為替市場

財務省

国家財政
生産
加工
食物

環境・食料・農家省及び食料基準

輸入

庁

輸送
小売

政府

健康

中央政府

内閣府

地方政府

―

地方自治体政府

コミュニティ・地方自治省

議会

Palaces of Westminster Authority

健康・社会的保護

保健省

航空
輸送

海上

運輸省

陸上
移動給水
給水

排水サービス

環境・食料・農家省

ダム

2.2.2

レジリエンスに対する取り組みの流れ

英国は 2007 年夏、大洪水による大損害を被った。2008 年 6 月に公表された「ピッツ報
告」62は、このような自然災害への防護の取り組みについて、その後の政府のあり方をま
とめたものであった。このピッツ報告に示された勧告に従い 2009 年 5 月、内閣府の民間
不測事態対応事務局に自然災害チームが編成され、重要インフラ・レジリエンス・プログ
ラム（CIRP）が確立された。この CIRP の目的は、重要インフラのレジリエンス、及び
62

The Pitt Review, Learning lessons from the 2007 floods-Full Report, June 25, 2008,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100807034701/http://archive.cabinetoffice.gov.uk/pittre
view/thepittreview/final_report.html
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自然災害による混乱に対処する必要不可欠なサービスを改善することである。また、サイ
バーセキュリティに関しては、内閣府の国家インフラ防護センター（Center for Protection
of National Infrastructure: CPNI）が各インフラ・セクター所管省庁を支援することとさ
れている。さらに、EU コミュニティの一員としての英国は 2011 年から、レジリエンスに
係るヨーロッパ電気通信枠組み指令（European Electronic Communications Framework
Directive: EECFD）に従っている。
図 2.2-1 は、英国におけるレジリエンスの取り組みの流れを示すものであり、細部につ
いては以下の項で述べる。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
（ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ戦略）
（対ﾃﾛﾘｽﾞﾑ戦略）
（重要ｲﾝﾌﾗ・ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

（ｾｸﾀｰ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ計画）

CIRP

（大洪水）

（Pitt報告）

（国家ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ計画）

（ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ･ｶﾞｲﾄﾞ）

EECFD

（緊急事態対応法）

（ﾖｰﾛｯﾊﾟ電気通信枠組み指令）

図 2.2-1：英国におけるレジリエンスに対する取り組みの流れ
2.2.2.1

Pitt 報告

(1) 2007 夏洪水の要約
2007 年の 6 月と 7 月の間に英国全土を襲った洪水は、極めて厳しいものであり、イン
グランドとウェールズ州居住の数十万もの人々に影響を及ぼした。それは、1947 年以来の
最も重大な内陸部の洪水であった。死亡者が 13 人、約 48,000 棟の住居と約 7,300 の事業
所が洪水の被害を受け、その損失額は莫大なものとなった。ヨークシャーとハンバーサイ
ド州における救急活動は、平時の英国における最大出動数を記録した。グロスター州全土
にわたり、350,000 人もの住民の飲料水が枯渇したが、これは第 2 次世界大戦後における
最も重大な必須サービスの不能状態であった。その他の重要インフラも損害を被り、電力
供給、輸送網及び電気通信サービスが混乱状態となった。
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(2) Pitt 報告の概要
Pitt 報告は、国務大臣の命を受け、2007 夏の大洪水からの教訓に対する包括的なレビュ
ーを行ったものであり、10 か月以上のレビューを経て合計 92 の勧告を行った。表 2.2-2
は、約 500 頁に及ぶ同報告書の第 3 章から第 30 章に述べらた勧告事項及び同勧告事項を
細分化した勧告番号である。
表 2.2-2：Pitt 報告における勧告事項と勧告番号
章

勧

告

事

項

勧告番号

3

現在及び将来における洪水によるリスクの管理方法

1～2

4

気象予報、洪水モデリングとマッピングに係る科学技術

3～6

5

洪水リスク分野における新たな開発、資産レベルのレジリエンス及び耐性

7～13

6

地域レベルにおける洪水リスクの管理

14～22

7

洪水リスクに対する防御対策

23～27

8

洪水リスクに係る現法律の不適切さと改定

27～28

9

保険会社の役割

29～32

10

緊急対応者に提供される情報

33～37

11

広域緊急事態対応準備

38～40

12

地域レベルの緊急対応

41～47

13

中央及び自治体レベルの緊急対応

48～49

14

重要インフラの防護とレジリエンス改善

50

15

重要インフラのリスクアセスメント手法と政府のリスク削減標準

51～52

16

重要インフラのレジリエンス強化

53

17

組織における緊急事態の影響の緩和方法（事業継続など）

54

18

情報共有による優れた緊急事態対応計画の立案

55～56

19

ダムと貯水池の効果的な管理

57

20

緊急事態対応のための意識向上の促進

58～63

21

気象及び洪水警報

64～65

22

緊急事態時における助言の提供

66～67

23

報道機関の役割

68

24

個人及びコミュニティのレジリエンス強化

69～70

25

個人の健康と安寧に影響を及ぼす洪水の影響

71～74

26

復旧作戦における関係組織の役割

75～78

27

記録と報告

79～81

28

復旧費用と予算手当て

82～84

29

正常化と再建

85
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章

勧

30

告

事

項

中央政府のリーダーシップ、国家レベルの監督及び地域レベルの精査

勧告番号
86～91

このうち、
政府はセクター横断のキャンペーンに対する指針として、
次の 5 項目（表 2.2-2
の勧告番号第 50～第 54）の勧告を全面的に受け入れた。


勧告第 50：政府は、自然災害による必要不可欠なサービスの混乱を削減するため、
プロセス、タイムスケール（時間尺度）及び期待を設定した国家としての枠組みを
公表することにより、体系的なプログラムを開始すべきである。



勧告第 51：関連する省及び環境庁は、インフラ経営者との共同により、洪水に対す
る資産の脆弱性及びリスクの特定を行うとともに、同分析結果をセクター・レジリ
エンス計画に公表すること。



勧告第 52：政府とインフラ経営者は、最悪の洪水の間でもサービス提供の継続を確
実なものとする重要インフラ資産のレジリエンス・レベルを共同で確立すること。



勧告 53：重要インフラにおけるレジリエンスを構築するため、経済監督機関に具体
的な義務を課すこと。



勧告第 54：政府は、運用カテゴリ 2（
「2.2.5.1 インフラの分類」参照）対応者に属
するインフラに対し、BS 25999 と同等の標準による事業継続計画立案義務を拡大
すべきである。

2.2.2.2

EECFD

ヨーロッパ電気通信枠組み指令（European Electronic Communications Framework
Directive: EECFD)は、プロバイダーに対し、ネットワークとサービスに対するセキュリ
ティとレジリエンスを確実なものとすることを要求するものであり、2011 年 5 月から施行
された。
なお、英国においてこの EEFCD の対象となるセクターは、通信セクター及び電気通信
サブセクターである。
2.2.2.3

サイバーセキュリティ関連事項

「2.2.3 国家計画（戦略的枠組み及び方針声明）」で述べる重要インフラに対する国家計
画は、自然災害を主たる対象としている。重要インフラのサイバーセキュリティに関して
は、下記の戦略に基づき各セクター計画に既に織り込み済みである。
2011 年１月に公表された「英国サイバーセキュリティ戦略」63は、英国の重要国家イン

63

The UK Cyber Security Strategy: Protecting and Promoting the UK in a digital world, November
2011, Office of Cyber Security and Information Assurance in the Cabinet Office,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/uk-cyber-security-strategy-final.pdf
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フラの所有者及び経営者と一緒になって、主要なデータとシステムが確実に安全かつレジ
リエントとすることを戦略活動の一部に含めている。また、2011 年 6 月に公表された「英
国の対テロリズム戦略（Counter-terrorism strategy: CONTEST）
」64の一環として、テロ
リズムからの国家重要インフラの防護が行われている。これらは、重要インフラ・レジリ
エンス・プログラムとの整合を図って実施されるものであり、内閣府の国家インフラ防護
センター（CPNI）がサイバーセキュリティに関して各インフラ・セクター所管省庁を支
援することとされている。各インフラ・セクター所管省庁は、セクター内のセキュリティ
に関する指導責任を有する。
2.2.2.4

民間不測事態対応法

「民間不測事態対応法」65は、21 世紀の挑戦事項に適合可能な英国における民間防護に
係る単一の枠組みを示すものである。この法律は、緊急時の対応についてパート 1 及びパ
ート 2 に大別している。パート 1 は、地方レベルにおける緊急事態準備と対応に係る対応
者の明確な役割と責任事項を制定しており、対応者を 2 つのカテゴリ（カテゴリ 1 及びカ
テゴリ 2）に分割し、異なる義務を負わせている。カテゴリ 1 は警察・救急などに係る対
応者を、カテゴリ 2 は電気・ガス・水道・電話、輸送、保険衛生などが対象となる。パー
ト 2 は緊急時の予備電力に係るものである。同法は、カテゴリ 1 とカテゴリ 2 の対応者間
の情報共有をを義務付けている。これにより、カテゴリ 1 対応者のコミュニティ・リスク
アセスメントの実施、及び地域の不測事態対応計画策定を可能としている。

2.2.3

国家計画（戦略的枠組み及び方針声明）

ここでは、英国の重要インフラ・レジリエンスに係る国家計画の概要を示す。同計画は
26 ページの簡単なものであり、細部については後述のレジリエンス・ガイドに委ねられて
いる。
内閣府は 2010 年 3 月、Pitt 報告の勧告事項を全面的に採用した「自然災害からの混乱
に対する重要インフラのレジリエンス改善に係る戦略的枠組み及び方針声明」66を公表し
た。この方針声明は、重要インフラ・レジリエンス改善のための国家レベルの計画であり、
前述の Pitt 報告の勧告に基づく政府としてのセクターを横断する体系的なプログラムで
ある。その目的は、自然災害による大混乱下に遭っても、重要インフラと不可欠なサービ
スのレジリエンス能力を改善することである。
64

CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Coutering Terrorism, July 2011, HM Government,
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/contest-sum
mary?view=Binary
65 Civil Contingencies Act, 2004, http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/civil-contingencies-act
66 Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical Infrastructure
to Disruption from Natural Hazards, Cabinet Office, March 2010,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/strategic-framework.pdf
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次に示すのは、この方針声明の目次及びその主要記載事項である。
1 序論


目的



背景

2 重要インフラ・レジリエンス・プログラム（CIRP）


定義（レジリエンス、リスク、重要インフラ、重要国家インフラ）



目的



原則



適用範囲（全 9 セクターを対象）



ワークストリーム（セクター・レジリエンス計画、自然災害、規則、レジリエン
ス標準、レジリエンスに係る社会的要求事項、依存性と情報共有、事業継続、イ
ンパクトアセスメント）



工程表（国家リスク・レジスタとの整合、レジリエンス改善のための測定）

3 ポリシー及び標準


自然災害の影響



洪水レジリエンス標準（洪水発生確率、資産の優先順位づけなど）

4 役割と責任事項


内閣府



政府省（セクター所管省庁の役割）



行政区画（スコットランド、ウェールズ及び北アイルランド）



監督機関



インフラ所有者と経営者（民間不測事態対応法）



国家インフラ防護センター（CPNI）（セクターに対するセキュリティ助言）



環境庁（洪水などのリスク管理）

付録 A：インフラの分類及び重要性尺度

2.2.4
2.2.4.1

セクター計画（要約版：重要インフラ・セクター・レジリエンス計画）
概要

内閣府は 2011 年 5 月、「要約：重要インフラに対するセクター・レジリエンス計画
2010/2011」67を公表した。
「要約」とあるのは、各セクター計画の情報が保護を要する特

67

A Summary of the: Sector Resilience Plans for Critical Infrastructure 2010/2011, May 2011,
Cabinet Office,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/sector-resilience-plan-2011.pdf
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性を持つことから、9 つのセクター計画の非秘密区分指定の箇所を要約したものとなって
いるからである。したがって、同要約版セクター計画は、2011 第一四半期末における自然
災害からの混乱に対する重要インフラのレジリエンスについて、その断片を示したものと
なっている。この要約版の主たる目的は、ベストプラクティスの共有及びセクターを横断
するレジリエンス構築の促進である。
保護を要する情報を含む全てが網羅されたセクター計画の配布先は、セクター所管省庁、
内閣府（民間不測事態対応事務局長）及び国家インフラ防護センター（CPNI）に制限さ
れている。
この要約版セクター計画の目次構成は次のとおりである。


序論



エネルギー


要約



セクター・アプローチ



既存脆弱性のアセスメント



レジリエンスの構築



背景



通信（サブ項目は、エネルギーに同じ）



給水（サブ項目は、エネルギーに同じ）



輸送（サブ項目は、エネルギーに同じ）



緊急サービス（サブ項目は、エネルギーに同じ）



健康（サブ項目は、エネルギーに同じ）



食物（サブ項目は、エネルギーに同じ）



金融（サブ項目は、エネルギーに同じ）



政府（サブ項目は、エネルギーに同じ）

2.2.4.2

記載内容の要約

序論では、セクター計画の基礎となる重要インフラ・レジリエンス・プログラム（CIRP）
の役割を明示するとともに、レジリエンス定義の再確認、
（注目すべき内容として）レジリ
エンスと防護、緊急対応、事業継続及び回復との関係、本要約版セクター計画出版の目的、
セクター間の依存関係などについて簡潔に示している。
以下に、主要内容を抜粋して示す。


CIRP：国家セキュリティ戦略（National Security Strategy: NSS）及び戦略的防
衛及びセキュリティ・レビュー（Strategic Defense and Security Review: SDSR）
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は、自然災害がもたらすリスクを英国が直面するトップ・レベルのリスクであると
し、このような状況下においても必須サービスの継続的提供を行うことを政府レジ
リエンス優先事項の一つとした。これら NSS 及び SDSR を支援するのが CIRP で
ある。内閣府の主導により実施される CIRP は、自然災害が英国の重要インフラに
もたらす混乱を削減するための体系的、有機的及びセクター横断の運動を展開して
いる。


セクター計画：CIRP の主要なアウトプットはセクター計画であり、同計画は 9 つ
の国家インフラ・セクターを所管する政府省等によって策定され、自然災害に対す
る現在の重要インフラのレジリエンス・レベルを提示している。各セクター計画は
毎年作成され（初版は、2009/2010 に作成された）
、当該セクターの監督の役割を担
う大臣を支援するための情報を提起する。同計画は、認識されたいかなる脆弱性に
ついても大臣に対して警告するとともに、必要な場合は、レジリエンス改善のため
の方策プログラムを提示する。



国家インフラと重要国家インフラ：国家インフラは「国家が機能するため及び必要
なサービスを提供するために必要なものであり、英国の日々の生活が依存している
施設、システム、サイト及びネットワーク」であると政府によって定義されている。
この国家インフラの中には、ある重要なエレメントがあり、その損失や危殆化が必
要なサービスの可用性又は完全性に対し大きな影響を及ぼし、重大な経済的又は社
会的帰結、又は英国における人命の損失を招くものがある。これらの重要なエレメ
ントが重要国家インフラ（Critical National Infrastructure: CNI）を形成する。



レジリエンスとレジリエントな組織：CIRP におけるレジリエンスは、
「システム又
は組織が災難に耐え、災難から回復することである」と定義されている。レジリエ
ントな組織とは、災難に直面した場合においても（災難を物ともせず）
、対策の組み
合わせにより当該組織の中核的目的を果たすことができる組織をいう。物理的な防
護は、レジリエンスの重要な一部を形成するが、それが唯一の要素ではない。レジ
リエンスは、優れた設計のインフラ・ネットワーク、効果的な緊急対応、事業継続
計画立案、及び回復の手はずによっても支持される。



依存関係：要約版のいたるところで、当該セクターと他のセクターとの依存関係に
言及している。例えば、金融セクターに対する通信の重要性である。これらセクタ
ー間における依存関係の帰結として、そこにはあるセクターの小規模な混乱が他の
セクターへの大規模な混乱となるリスクが存在することとなる（米国や我が国のイ
ンフラ防護においてもこの点が重要視されている）
。セクター・レジリエンス計画が
年々展開されるにつれ、これらの依存関係が理解され始めてきた。とはいえ、英国
を横断するインフラ・ネットワークとシステムの規模や複雑さは、全てのシステム
にとって依存関係と相互依存関係を完全に理解することが非現実的であることを示
唆している。しかしながら、組織が参集することにより、ある地域におけるコミュ
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ニティへの必要なサービス提供を行う大規模な施設及びインフラ・ネットワークに
ついて議論することは可能であり、そこに何らかの解決策を見出すことができると
している。このプロセスを支援するため、緊急対応者やインフラ経営者が共同し、
セクターを横断するインフラ・ネットワークと依存関係の十分な理解を展開させる
ための実践的なガイダンスが策定された。


CIRP：セクター・レジリエンス計画は、CIRP に必須の部分である。同計画は、各
セクター内の現レジリエンス・レベルを報告するとともに、脆弱性に取り組むため
の対策を述べている。CIRP は、レジリエンス改善のため、各セクターにおけるレ
ジリエンス活動報告を監督する。



レジリエンス・ガイド：レジリエンス・ガイドとしての「Keeping the Country
Running: Natural Hazards and Infrastructure」は、インフラにレジリエンスを構
築するに当たっての監督機関、インフラ所有者/経営者及び緊急対応者が適用するガ
イダンスを提供している。

2.2.4.3

通信（電気通信サブセクター）

要約版セクター計画における各セクター計画の一例として、通信（電気通信サブセクタ
ー）の記載内容を以下に示す。
要約
当セクターは、電気通信ネットワークが重複しており、かつ、従来からインフラへの投
資が行われてきたが、ビジネス・革新・スキル省（BIS）及び UK 電気通信企業とが協力
し、自然災害に対するセクターのサービス・レジリエンスを強化している。
セクター・アプローチ
BIS は 2010/2011 セクター・レジリエンス計画に対し、企業と協力してセクターの一般
的な不測事態対応態勢、セクターの洪水と降雪に伴う極度の寒さに対するレジリエンス、
及び他の国家インフラ・セクターへの依存関係についてレビューを行ってきた。
既存脆弱性のアセスメント
電気通信レジリエンス及び対応グループ（Electronic Communications-Resilience and
Response Group: EC-RRG）は、関連する政府機関は無論こと、全ての大規模電気通信プ
ロバイダーの代表から構成されている。この EC-RRG は、電気通信緊急計画（Telecoms
Emergency Plan: TEP）を運用管理している。TEP は、緊急事態、優先顧客及び優先サ
ービスの取扱に係る運用管理プロセスを（整然と）提示している。
各電気通信経営者は、顧客へのサービス復旧計画は無論のこと、システムに影響を及ぼ
す緊急事態への運用管理方法に係る自身の計画を持っている。
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企業は、当該セクターの競合的特性、インフラへの歴史的投資及び代替システムの範囲
（例：固定電話回線、モバイル、インターネット）に起因し、本質的にレジリエンスであ
る。さらに、企業は、いかなる大きな単一障害点をも回避するため、インフラに投資して
きた。例えば、全ての大規模な電気通信プロバイダーは、バックアップの運用センター、
及びたとえ一つのスイッチが故障しても電気通信トラフィックが別ルートで伝送できるよ
うなデュアル・ルーティング又は代替を持っている。
また、会社は、仮に重大なネットワーク問題が英国内で生起した場合でも、利用可能な
選択肢を持っている。
とりわけ、
英国外に別ルートで伝送する付加的な能力をもっている。
2009/2010 セクター・レジリエンス計画は、洪水に焦点を当てている。洪水からのリス
クを被る全ての資産は、試験済みの不測事態対応計画とバックアップの施設を持っていた。
上記に述べた理由から、当該セクターは洪水からの混乱に対して効果的な方法で運用管理
することができる。
にもかかわらず、EC-RRG は、継続してこの分野における準備態勢に焦点を当てている。
それに含まれるものには、洪水準備態勢に係る優れた慣行の共有、及び環境庁から提供さ
れたデータの利用がある。
洪水以外の他の自然災害とてては、当該セクターにほんのわずかながら混乱をもたらし
た 2009 年のインフルエンザ・パンデミック、及び 2010 年の火山灰による被害がある。よ
り一般的には、電気通信企業は重大な気象（降雪に伴う極低温、洪水、風）状況の問題に
定期的に対処しなければならない。


電気通信プロバイダーにとっての重大な極寒、豪雪又は洪水に起因する最も重大な
問題は、影響を受けたサイトへのアクセス障害である。必要な場合、経営者は展開
可能なモバイル装置を持ち、当該サイトが修復されるまで一時的にバックアップす
る。



また、国際的な設計標準も低減を助ける。つまり、ほとんどのケーブルは極寒や酷
暑で運用できるよう設計されている（すなわち、北部フィンランドとサウジアラビ
アでおなじキットが利用される）。このような理由から、熱と干ばつは経営者にとっ
て問題とはならない。

雪、氷、強風及び落雷がもたらすインフラの被害、とりわけ高地や西部スコットランド
の島々のインフラ被害は現在進行中の問題であり、電気通信プロバイダーが取り組まねば
ならない問題である。これらの問題は「通常のビジネス」範疇に分類されているものであ
り、電気通信プロバイダーが定期的に取り扱わねばならないものである。これらについて
は現在、光ケーブルの利用増加により長期的に取り扱われている。光ケーブルは地中に埋
設されることから被害を受けにくい。
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当該セクターは、エネルギーへの依存関係が大である。これに対しては、組込み済みの
不測事態対応計画があり、それには、主電気グリッドから独立で少なくとも 3 日間持続す
るバックアップの発電機が、全ての電気通信重要国家インフラ・サイト及び欠くことがで
きない緊急事態サービス・キー・センターに設置されている。
レジリエンスの構築
BIS（ビジネス・技術革新・スキル省）は現在、ヨーロッパ電気通信枠組み指令（European
Electronic Communications Framework Directive: EECFD）の下に、具体的な要求事項
を導入中である。この EECFD は、通信ネットワークとサービスのセキュリティとレジリ
エンスを強化すること、
及びそれらの混乱を最小限化するためのものである（この指令は、
2011 年 5 月に施行される）。
企業は、インフラ改善への投資を継続しており、より光ケーブルの利用の方向へと進ん
でいる。国際的なガイドラインは、インフラの設計と保守の分野でフォローされている。
BIS は、企業との共同を継続し、EC-RRG の作業を介して自然災害に対する全ての脆弱
性削減を行い、関連リスクに対するセクターの意識を向上し、年次のセクター・レジリエ
ンス計画を作成する。
Ofcom68は毎 3 年ごと、デジタル経済法（Digital Economy Act: DEA）の要求事項の下
に、英国の通信インフラに対するレジリエンスを含む完全なアセスメント結果を国務長官
に報告することが義務付けられている。これら報告提出の最初は、2011 年夏とされている。
背景
英国の電気通信企業は、
いくつかの異なるタイプの通信に基礎を置いている。
それらは、
固定電話、携帯電話及びインターネット、並びに衛星通信である。
BIS は、災害及び国家リスクアセスメント（NRA）に述べられた脅威に対して、電気通
信セクターのレジリエンスを強化する責任がある。BIS は、この役割を果たすため、
EC-RRG に係る電気通信企業との密接なパートナーシップの下に作業している。EC-RRG
は、政府や Ofcom は無論のこと、固定及び携帯電話の経営者、その他のサービス・プロバ
イダーを含む英国の主要な電気通信会社の代表から構成されている。
EC-RGG は、電気通信セクターのレジリエンスを強化するための年次作業プログラムを
案出する。作業には、アクセス拒否問題に係る優れた慣行の策定と共有、及び電気通信に
対する国家緊急事態警告（National Emergency Alert for Telecom: NEAT）の改善が含ま
れている。NEAT は、緊急事態発生時に召集され、電気通信会社間の調整が求められる。
つまり、影響を受けた地域において可及的速やかに通常のサービスに復旧するため、全企
68

Ofcom: Office of the communication の略号であり、英国情報通信庁を意味する。この Ofcom は、英
国に置ける電気通信や放送などの監督を行う規制機関である。
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業による効果的な調整を行うために利用される（サービス・レベル及び技術レベルの両者
について）
。
既存の規制上の枠組みは、国際、EU 及び英国の規定、並びに企業の自己規則が混在し
たものである。多様な源及び場所からの千変万化の脅威に対応するには、規制の枠組み上
に柔軟性が求められる。結果として、英国の規制上の枠組みは、法律によって支持された
自己規則から構成されることになる。
電気通信セクターは、従来から規制が緩やかであった。当セクターは、大変高いレベル
のサービス可用性を維持している（しかも、混乱させられることはほとんどなかった）
。高
いレベルの可用性は主要 999 のプロバイダーに求められている（BT、C&W、Kingston
Communications）
。他のプロバイダーは、高いレベルのレジリエンスを維持していること
から可用性も高くなっている。その理由は、市場は極度に競合性があり、顧客の維持が重
要視されるからである。
このように電気通信セクターのレジリエンス状況は大変良いとはいえ、到来しつつある
ヨーロッパ電気通信枠組み指令（EECFD）は、プロバイダーに対しネットワークとサー
ビスに係るセキュリティとレジリエンスを確実なものとすることを求めている。

2.2.5

重要資産の特定と優先順位づけ

ここでは、国家インフラの中における重要国家インフラの判別方法を示す。
2.2.5.1

インフラの分類

英国の国家インフラの定義は政府によって定められており、
「英国の日々の生活が依存す
る国家の機能及び必要不可欠なサービスに必要な施設、システム、サイト及びネットワー
ク」とされている。この国家インフラは、重要国家インフラと国家インフラに大別され、
重要国家インフラは「英国が依存している不可欠なサービスの継続的な提供及び完全性に
極めて重要なインフラ資産（物理的又は電子的）であり、それらの損害又は危殆化は重大
な経済的若しくは社会的結果又は人命の喪失に導く」と定義されている。
国家インフラか重要国家インフラかの区分は、インフラの重要性尺度によって決定され
る。表 2.2-3 は、当該国家インフラの価値又は重要性及び同インフラ損失の影響に基づく
重要性尺度を示すものであり、CAT3（カテゴリ 3）～CAT5 が重要国家インフラとなる。
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表 2.2-3：国家インフラに対する重要性尺度
重要性尺度

尺 度 の 説

明

このインフラの損失は、英国にとって破局的な影響を及ぼす。それらの資
CAT 5

産は、他に類を見ないほどの国家的な重要性があり、その損失は国家に長期
間に及ぶ影響をもたらすとともに、かなりのセクター中に影響を及ぼすおそ
れがある。この CAT 5 を満足するインフラは、比較的少ない。
当該セクターに最も高い重要性をもつインフラがこの分類となる。必要不

CAT 4

可欠なサービスに対するこれら資産の損失に伴う影響は苛酷なものであり、
英国中又は数百万の市民への必要不可欠なサービス提供に影響を及ぼすお
それがある。
当該セクターに実質的な重要性があるインフラであり、必要不可欠なサー

CAT 3

ビスを提供する。このインフラの損失は、広大な地域又は何十万もの市民に
影響を及ぼすおそれがある。
このインフラの損失は、必要不可欠なサービスの提供に相当な影響を及ぼ

CAT 2

し、数十万の市民にサービスの損失又は混乱を及ぼすか、又は全国中若しく
は同等の影響を及ぼす。
このインフラの損失は、サービスの提供に対し度を越さない程度の混乱を

CAT 1

もたらす。そのほとんどは、局地的なものであり、数千の市民に影響を及ぼ
す。

CAT 0

このインフラの損失に伴う影響は、
（国家的な尺度からは）比較的少ない。

表 2.2-3 に示した重要性尺度に対しては、次に示す 3 つの影響が考慮されている。尺度
を決定するに当たっては、この 3 つの中で示された最も高い影響が当該分類（CAT 5～CAT
0）となる（例えば、人命への影響が大きければ、低い経済的影響は無視される）
。


国家の必要不可欠なサービスに及ぼす影響



経済的影響（必要不可欠なサービス損失の影響による）



人命への影響（必要不可欠なサービス損失の影響による）

2.2.5.2

レジリエンス構築資産の優先順位づけ

図 2.2-2 は、レジリエンス構築を要求すべき資産の優先順位づけを支援する簡単なモデ
ルであり、リスクに基づくアプローチを示している。優先順位 1（CAT 4 と CAT5 で、か
つ、脆弱性と脅威に基づくリスク発現の可能性が中～高）（P1）の資産は、最初のセクタ
ー・レジリエンス計画で、及び他の優先順位（P2～P4）の資産については、同計画に対す
る年次のレビューと更新により取り組まれるべきとされている。
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重要性尺度
CAT5

P3

P2

P1

P1

P1

P1：高い優先順位

CAT4

P3

P2

P1

P1

P1

P4：低い優先順位

CAT3

P3

P2

P2

P2

P2

CAT2

P4

P3

P3

P3

P3

CAT1

P4

P4

P4

P4

P4

低

中低

中

中高

高

発現可能性

図 2.2-2：リスクに基づくセクター・レジリエンス計画立案のアプローチ

2.2.6

内閣府の民間組織に対する支援

内閣府による民間組織のレジリエンス態勢確保のための支援活動として、官民組織に対
する緊急事態対応計画策定の訓練、及び同対応計画策定・維持に係るリスク情報の提供を
紹介する。
2.2.6.1

緊急事態計画立案カレッジ

緊急事態計画立案カレッジ（Emergency Planning College: EPC）69は、英国及び海外
の官民セクターの代表者に対し、内閣府承認の緊急事態計画立案及び危機管理に係る訓練
を提供する。EPC の訓練は、立案された緊急事態計画に対する完全な実時間シミュレーシ
ョン演習を提供し、大規模インシデントに対応する際の貴重な実生活上の経験を習得させ
るものである。さらに EPC は、複数の省庁の協同活動に焦点を当てた知識共有目的の中
央フォーラムを開催し、自然災害、大規模インシデント及びマリシャス攻撃に対する世界
的なレジリエンス強化のため、ベストプラクティスを国内外に普及させている。この EPC
は毎年、様々な官民組織からの緊急事態計画立案及び事業継続に責任を持つ数千に及ぶ代
表者を訓練している。
ただし、EPC の訓練は政府主催ではあるが、実質的な管理は民間のコンサルティング会
社（serco consulting 社）によるものであり、訓練は有料制となっている。
2.2.6.2

民間緊急事態国家リスク・レジスタ

「 民 間 緊 急 事 態 国 家 リ ス ク ・ レ ジ ス タ （ National Risk Register (NRR) of Civil
Emergency）
」70は、緊急事態への十分な態勢確立を望む個人や組織に対する参考文書であ

69

出典：Emergency Planning College, http://www.epcollege.com/epc/about-us/
National Risk Register of Civil Emergency, 2012 edition, Cabinet Office,
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/emergencyresponse/resilience/national-risk-register.htm
70
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り、出版時以降 5 年間に英国が直面すると思われる民間緊急事態に係る情報を提供するも
のである。現時点の同文書は第 2 版であり、初版は 2008 年に出版されている。この NRR
は非秘密区分指定文書であるが、秘密区分指定の「国家リスクアセスメント（National Risk
Assessment: NRA）
」もある。この NRA は、英国民に直面する民間緊急事態のリスクア
セスメント結果を示している。NRA 及び NRR の両者とも、重大な緊急事態の可能性（実
現確率。Likelihood）及びそれによる帰結又は影響を述べている。
この NRR において、政府が考慮している最も高い優先順位のリスクは次のとおりであ
る。


パンデミック・インフルエンザ



沿岸洪水



破局的テロリスト攻撃



海外の火山爆発及び爆発による噴出性ガス



異常気象

NRR の本文は、以下の各々についてどのようなリスクがあるか、そのリスクの背景は
何か、及びそのリスクに対する政府の計画は何かを述べるとともに、さらなる詳細な情報
入手先の URL を示している。


疾病：パンデミック・インフルエンザ



洪水：沿岸洪水、内陸部洪水



火山災害：火山灰噴出、溶岩噴出



宇宙気象：磁気嵐、太陽電波雑音



異常気象：嵐や強風、低温や豪雪



動物疾病：口蹄伝染病



大企業事故：汚染、電力、給水、ガス、通信、燃料、海上汚染



主要運輸事故：航空、海上、陸上（道路と鉄道）



企業混乱：争議



公共の混乱：人心の動揺



マリシャス攻撃：テロリズム攻撃、組織攻撃



混雑場所への攻撃：混雑場所へのテロリスト攻撃



インフラへの攻撃：サイバー攻撃



輸送システムへの攻撃：鉄道及び地下鉄



異常攻撃：小規模化学・生物・放射性物質（CBR 兵器）攻撃、破局的テロリスト攻
撃



サイバーセキュリティ：サイバー攻撃、サイバー犯罪
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2.3

レジリエンス対策

ここでは、国家の重要インフラに対するレジリエンスの強化・改善に関連し、当該組織
としてどのような考えの基にどのような対策を講ずべきかについて、参考とすべき英米の
いくつかの関連文書を列挙し、その概要を示す。
米国は、国土安全保障研究分析センター、国家インフラ諮問委員会、国防総省、米会計
検査院などが、国家、組織及びシステムなどの様々なレベルにおけるレジリエンス対策の
ガイドを出版している。国防総省のレジリエンス・ガイドについては現在、その改訂版が
策定中であるとされている。
英国は 2011 年、国家としての「重要インフラ・レジリエンス改善ガイド」をセクター
計画立案向けとして出版した。
ただし、英米とも、レジリエンスと従来からの防護の違いや関係についての明確なガイ
ドを示すまでには至っていない。レジリエンスが従来の防護を包含するとした英国の考え
方からは、さほどの混乱も生じないが、従来からの重要インフラ防護活動、事業継続、そ
して防護機能を除いた狭義のレジリエンス対策が何であるかは曖昧模糊としている。米国
の場合、従来からの防護活動に新たにレジリエンス活動を加えたものを「防護活動」とし
ているが、その違いや関係はさらに複雑なものとなっている。このことは、国防総省の現
レジリエンス・ガイドに見るレジリエンス対策からも一目瞭然であり、従来からの情報セ
キュリティ管理策と同様のものが、レジリエンス対策として掲げられている。
これらの現実は、従来のセキュリティ対策、事業継続のための対策、そしてレジリエン
ス対策の境界が極めて曖昧であることを意味している。また、敢えて明確な境界線を引く
性質のものではないことも意味している。例えば、バックアップ・サーバーの導入が、セ
キュリティ上の可用性なのか、事業継続上の手段なのか、又はレジリエントなシステムと
しての要求なのかを一意的に確定することはできない。
さらに、レジリエンス対策は単に技術的又は物理的な対策に終始するものではない。組
織として、人としての役割が重大なレジリエンス要素であることに留意されたい。この点
は、英米とも十分認識したガイドとなっている。

2.3.1

米国

米国におけるレジリエンス対策ガイドとして、レジリエンス対策に係る原則的事項、国
家レベルのレジリエンス対策、組織レベルのレジリエンス対策、及びシステム・レベルの
レジリエンス対策ガイドを示す。
2.3.1.1

レジリエンスに対する運用フレームワーク

国土安全保障省の国土安全保障調査分析研究所が 2009 年 8 月に公表した「概念開発：
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レジリエンスに対する運用フレームワーク」71は、国家を安全なものとするためのインフ
ラ及び社会に対するレジリエンスの組み込み基盤として、国土安全保障省及び官民のあら
ゆるレベルのステークフォルダに有用な運用枠組みを提供するものである。その中から、
レジリエンス対策に係る「レジリエンスの 8 原則」及び「レジリエンスの方法と手段」の
2 項目を紹介する。
(1) レジリエンスの 8 原則
レジリエンスの目的は、その目的が重要なのであって、目的自身がレジリエント・シス
テムとは何かを定義するものでもなく、システムをレジリエントにするために採用される
実践的な方法や手段を具体化するものでもない。次に示す８原則は、レジリエンスに係る
本質的な特性を捉える一連の概念レンズ（焦点）であり、またレジリエントな重要システ
ムを設計するに当たっての一連の基準でもある。
① 脅威と災害危険の制限：人的脅威や自然災害による損害の可能性を、その発生前に
減衰させる（予測、検知、識別、阻止、無効化、回避、移転）。
② 頑強性：重大な内外部からのストレスに耐え、主要機能を維持する（グレースフル・
デグラデーション、個人やコミュニティの物理的及び心理的強化）
。
③ 帰結の低減：損害事象による不利な連鎖の影響を制御・削減し、迅速に回復する（他
との相互接続や相互依存システムの資源利用計画の維持）
。
④ 順応性：損害事象を確信する際の平衡維持、又は予期せぬ被害に遭った後に平衡状
態へ復帰する（正常性を維持しつつ対応）。
⑤ 十分なリスク情報に基づく計画立案：重要なシステムや主要機能への脅威、脆弱性
及び帰結要素を考慮して立案する。
⑥ 十分なリスク情報に基づく投資：重要システムや主要機能の資産に及ぼすリスクを
十分に考慮したレジリエンス要求事項を満足させる投資を配分する。
⑦ 原則の調和：上記 6 原則の相互補強を行う。
⑧ 包括性：個人、家族、コミュニティ・セクター、地方自治体、政府機関、国家など
を含む米国の国土安全保障を考慮する。
(2) レジリエンスの方法と手段
レジリエンス目的を満足させるための最も良い方法は、実践的なステップを踏むことで
あり、レジリエンス関連の方法や手段を予防（prevent）、防護（protect）、対応（respond）
及び回復（recover）の各ミッションに実装することである。

71

Concept Development: An Operational Framework for Resilience, August 27, 2009, Homland
Security Study and Analysis Institute,
http://ciasce.asce.org/sites/default/files/cathy/dhs_resilience_primer_09-01.pdf
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主要なビジネス機能に関連するインプットや運用に優れた多様な選択肢を維持する
ことで、経済的なレジリエンス獲得を支援することができる。ビジネス活動と利益
の維持に必要とされる多量かつ優れた品質のアウトプットを産出するため、自由に
利用することができる実行可能な代替案を備えているエンタープライズは、より制
限された選択範囲を持つエンタープライズに比べると、重大なショックにはるかに
耐えることが可能な対応をとることができる。このような例としては、必要なパー
ツに対する代替パーツの開発や従業員に求められる様々なスキルに応じた訓練の実
施であり、主要機能遂行のための代替手法の開発は無論のことである。



重要なシステムによる様々な主要機能の戦略的分散は、経済的レジリエンスを支援
補強するもう一つの確実かつ根拠のある手法である。この慣行の効力は、確実な影
響を及ぼすいかなる損害メカニズムも単一の損害事象で複数の資産を攻撃できる可
能性がほとんどない、ということにある。



様々なレジリエンスの手法や手段を、サプライチェーンの完全性及び運用の継続の
分野に見出すことができる。レジリエント・サプライチェーンの主要特性のいくつ
かは、製品や機能のライフサイクルのあらゆる面（プロセス、インベントリ、保管、
サプライヤー、輸送、配達）に構築された冗長性と代替性である。



国家インフラ防護計画（NIPP）は、防護の強化に関連する手段に含まれるものと
して「レジリエンシーと冗長性を構築するとともに、施設の設計に潜在危機耐性を
組み込むこと」と述べている。NIPP に特に言及されたレジリエンシー方向付けに
係るその他の方法と手段には、自己回復（self-healing）技術の活用、従業員に対す
る安全確保プログラムの促進、サイバーセキュリティ対策の実施、訓練と演習、事
業継続計画、及び修復と回復処置が含まれている。

2.3.1.2

国家レベルのレジリエンス対策（NIAC）

国家インフラ諮問委員会（National Infrastructure Advisory Council: NIAC）は、国土
安全保障長官を介し、大統領に 18 の重要インフラ・セクターとそれらの情報システムの
セキュリティに係る助言を行っている。この NIAC は 2009 年の「重要インフラ・レジリ
エンス最終報告と勧告」72において、次に示す 6 項目の勧告を政府に行った。


政策フレームワークの強化：政府権限に基づく国家レベルのレジリエンスの定義づ
け、レジリエンス活動の展開と予算に対する上位レベルかつトップダウン戦略の周
知徹底



政府調整能力の改善：全レベル政府機関と CIKR 所有者/経営者間の調整能力の増大
により、規制機関間、政府機関と地方自治体及び規則と標準間の競合や矛盾を解決

72

Critical Infrastructure Resilience Final Report and Recommendations, September 8, 2009,
National Infrastructure Advisory Council (NIAC),
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical_infrastructure_resilience.pdf
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重要インフラ・パートナーの役割と責任の明確化：現インシデント管理文書を見直
し、CIKR 所有者/経営者に対する訓練・支援活動機会の明確化及び実施により、レ
ジリエンス活動の理解及び情報共有を促進



官民間パートナーシップの強化：現官民間パートナーシップの見直しにより、政府
と CIKR 所有者/経営者間の直接的協同によるレジリエンス強化の達成



情報共有によるレジリエンスの強化



インシデント管理と対応の強化：現重要インフラ情報の保護（PCII）などの見直し
により、リスクやリスク低減に係る情報の共有を強化



緊急事態時における CIKR セクターの対応能力を制限する現規制の見直し（政府機
関間や自治体レベルでの違いを解消）

2.3.1.3

組織レベルのレジリエンス（GAO）

米会計検査院（GAO）は、報告書「国税庁の慣行」73において、組織のレジリエンス・
フレームワークを紹介していが、その中で組織のレジリエンスをより実践的なものとする
5 つの区分からなる 20 のレジリエンスに係る属性を紹介している。
以下に示すのは、その 5 つの区分を示す概要図及び各区分の内容と属性の概要を表にし
たものである。

組織の
柔軟性

緊急事態
対応計画

ﾈｯﾄﾜｰｸ
組織

組織の
ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
従業員の
ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ

図 2.3-1：組織のレジリエンス・フレームワーク
表 2.3-1：組織のレジリエンスに係る属性
区

分

属 性 の 概

73

要

GAO-09-418, IRS MANAGEMENT, IRS Practices Contribute to Its Resilience, but It Would
Benifite from Additional Emergency Planning Efforts, April 2009,
http://www.gao.gov/assets/290/288253.pdf
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区

分

属 性 の 概

要

緊急事態対 応

(1) 混乱対応のためのテスト・演習要求

計画立案

(2) テスト・演習・経験からの教訓に基づく計画や手順の改定
(3) リスクアセスメントに基づく意思決定
(4) 組織の全レベル・部門・地域からの従業員参加による計画の立案

組織の柔軟性

(1) 様々な方法で回復活動に貢献する十分な専門知識を持つ従業員
(2) 達成のための冗長又は代替パス
(3) 不測事態対応のための適切な財政、施設、IT 及び人的資源の余裕
(4) 従業員の創造性・改革性/変更の受容を奨励する文化

リーダーシ ッ

(1) 従業員に対する尊敬と必要性の認識

プ

(2) 従業員のリーダーシップ訓練の実施
(3) スキルと実績に基づく従業員へ権限の委譲
(4) 実績と専門知識付与支援による権限委譲可能な従業員の養成
(5) リーダーに対する結果責任の付与

従業員のコ ミ

(1) 従業員の組織ミッションに対する理解と確約

ットメント

(2) 従業員の組織ミッション達成及び問題対処のためのスキルの保持
(3) 従業員の作業への係り及び可能性のある中断に対する十分な理解

ネットワー ク

(1) 対象者との連絡のための計画と手段

組織

(2) 公式/非公式の組織内ネットワーク
(3) 重要なサプライヤーの識別、信頼性評価及び緊急時の代替可能性の考
慮
(4) 専門家会議などのコミュニティと同等組織との信頼関係の維持

2.3.1.4

国防総省のレジリエンス・ガイド

「国防総省インフラ・レジリエンス・ガイド」74は、国防総省（DoD）が過去数年間に
わたって脆弱性とリスクのアセスメントの実施により明らかにしてきたインフラの脆弱性
に基づく、レジリエンス強化のためのガイドブックである。出版されたのが 2007 年であ
るが、システムに対する具体的なレジリエンス・ガイドが他に現存しないことから、現在
防衛企業基盤セクターで利用されている本ガイドを敢えて紹介することとする。とはいえ、
DoD は、このガイドに続く新たなレジリエンス・ガイドを策定中であるとしている。
このガイドは、化学、通信、電力、海上輸送、道路輸送、上水道、天然ガス、暖房・換
気・空調機、航空輸送、鉄道輸送、道路輸送、SCADA システム及び廃棄物破棄の 13 の分
野ごとにレジリエンス対策事項を記載している。
以下に、ガイドの一部である通信分野についてその概要を表 2.3-2 示す。
74

Infrastructure Resilience Guide, Reduce Your Vulnerabilities and Make Your Infrastructure
Storonger, May 2007, DoD, https://www.fbiic.gov/public/2008/oct/IRG_Electronic%20Guide_CD.pdf
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表 2.3-2：国防総省レジリエンス・ガイド（通信分野の概要）
ガイドの項目
通信システム混乱がミ
ッションに及ぼす影響
の理解

概

要

通信要求事項の定期的監査、バックアップ･ソフトの保管管理、
SPF（単一故障点）の特定と是正、重要インフラ施設の冗長化、
バックアップ・システムの確保、主/代替伝送手段の地理的分離、
コンポーネントの多様化、ホットスペアの維持

サイバー脆弱性の特定
制御システム等の脆弱
性認識

サイバー脆弱性アセスメントの確実な実施、特定脆弱性に対する
是正対策処置及び不測事態対応計画の策定のいずれか又は両者
モニタ及び制御システム（SCADA）によるネットワーク管理及
び制御の脆弱性把握と対策（脅威特定、アクセス制御、操作員教
育、バックアップ電源、迅速な修理）

重要通信システムのバ バックアップ発電機の確保、電源中断余裕がないシステムへの
ックアップ電源利用確

UPS の割り当て、バックアップ･システムの確実な通信ニーズ支

保

援能力の確保

主要通信システムの適
切な保守の確保
適切な安全性とセキュ
リティの確実化

脆弱性の定期的レビュー/是正･低減処置、ソフトのパッチングと
アップグレード、重要コンポーネントの定期的検査/試験/予防保
守、補給品のインベントリ、定期的保守
安全性要求事項の順守、セキュリティ･モニタリング、階層化防
衛、改ざんの試みの検知、ウィルス対策ソフトのインストール/
パッチング、不審な侵入の報告

通信不測事態対応計画

中断/障害に対する最新対応計画の確実な導入、要員に対する訓

の策定･確保

練、少なくとも年 1 回の演習、計画に対する高い優先順位の付与

2.3.2

英国

英国は 2011 年 10 月、重要インフラ・レジリエンス改善ガイドとして「国家の稼動を維
持：自然災害とインフラ、重要インフラと不可欠なサービスのレジリエンス改善ガイド」75
を公表した。このガイドは、重要インフラと不可欠なサービスのレジリエンス改善を目的
とし、インフラの所有者と経営者、緊急対応者、企業グループ、監督機関、及び行政府の
部門がレジリエンス構築を行う場合、その支援を行う手引きとなるものである。
なお、このガイドは 2011 年 3 月、官民及び学界からなる 52 の組織に対するレジリエン
スに係る 16 の基本的質問事項への回答76を反映したものとされている。
75

Keeping the Country Running: Natural Hazards and Infrastructure, A Guide to improving the
Resilience of Critical Infrastructure and essential service, Cabinet Office, October 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/natural-hazards-infrastructure.pdf
76 回答の要約版が公開されている。Keeping the Country Running: Natural Hazards and
Infrastructure, Summary of Consultation Responses, Cabinet Office, October 2011,
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本ガイドは、約 100 頁に及ぶものであり、次に示す 4 つのセクション及びサブセクショ
ンからなる目次構成となっている。








セクション A：序論及びインフラ・レジリエンスの定義と原則


序論



インフラ・レジリエンスの定義と原則

セクション B：レジリエンスの構築


リスクの特定：自然災害



リスクアセスメント：標準



レジリエンスの構築：ガバナンス



レジリエンスの評価：セクター・レジリエンス計画



情報共有と依存性の査定



規制対象セクターに対するガイダンス

セクション C：実践的ガイダンス


ガイド 1：自然災害に対するガイダンス



ガイド 2：インフラ所有者と経営者に対するチェックリスト



ガイド 3：情報共有に対するガイダンス



ガイド 4：依存性査定に対するガイダンス

セクション D：付録


インフラ関連の勧告：マイケル・ピッツ卿による独立レビュー「2007 洪
水の教訓」



関連法規



公益事業体グループに対する委託事項の例

以下に、このガイドの中から重要と思われるガバナンス活動と規制対象セクターに対す
るガイダンスの内容について、その概要を紹介する。
2.3.2.1

ガバナンス活動

この項は、前述の目次構成の「セクション B：レジリエンスの構築－規制対象セクター
に対するガバナンス」の記載内容を要約して述べる。企業にとってのレジリエンスの構築
は、セキュリティ、事業継続、IT 運用などの構築を包含するものであり、本調査研究報告
書の「1.3 レジリエンスと防護/事業継続/セキュリティ/ガバナンスとの関係」で述べたよ
うに、セキュリティ・ガバナンスや IT ガバナンスの上位にレジリエンスに係るガバナン
スが位置付けられ、企業にとってのガバナンス活動が重要視されるべきであることは明ら
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/summary-consultation-responses.pdf
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かである。
レジリエンス・ガイドは、企業のレジリエンス戦略についてのガバナンス活動 8 項目を
次のように述べている。


レジリエンス改善達成に係る組織の願望の要点を述べること。



レジリエンスの観点から、組織にとっての成功が何かを決定すること。



短期、中期及び長期にわたってレジリエンス優先順位を具体的に示すこと。



組織のリスク選好との整合を図ること。



サプライチェーン・パートナー及び緊急対応者との検討結果を反映すること。



所望のレジリエンス改善を達成するための活動計画を作成すること。



取締役会レベルでの定期的なレビューを行うこと。



組織のコーポレート・ガバナンス・プロセスの中核に位置づけること。

2.3.2.2

規制対象セクターに対するガイダンス

この項では、前述の目次構成の「セクション B：レジリエンスの構築－規制対象セクタ
ーに対するガイダンス」の記載内容を要約して述べる。我が国においても、鉄道営業法や
電気通信事業などの業法があり、それぞれ監督機関が定められている。また、
「4.1.2.3 重
要インフラの安全基準等策定にあたっての指針」においても業法と安全基準等との係りを
述べていることから、本項における内容は注目すべきものと思われる。
下記は、記載内容の要約である。


業法：現規則枠組みを利用し、その拡充（レジリエンスを含める）を図る（新たな
環境との整合を図る）
。



脅威：脅威の想定に自然災害を含める（これまでは、その発生確率の低さから対象
外としており、その結果が 2007 洪水に伴う大きな損害を国民に与えた）
。



政府と主要国家組織間のコミュニケーションと共同活動を確立する。



コミュニティ：規制対象企業、緩やかな規制対象企業及び規制対象外企業間のコミ
ュニティ・フォーラムの確立促進を図り、レジリエンスについての情報を共有する。
政府との覚書により、規制対象外や緩やかな規制対象の企業に対してのレジリエン
ス構築を推奨する。

英国では、表 2.2-1 に示した 9 つのセクターのうち、エネルギー（電気、ガス）、通信（電
気通信、放送、郵便）
、運輸（鉄道、航空）及び給水が規制対象セクターとなっている。こ
れらセクターに対する監督機関はレジリエンスの課題について重要な役割を担っており、
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Pitt 報告では「監督機関に対するレジリエンス構築義務を課す」ことを勧告している。こ
のような環境において、現規制の枠組み変更の要否を求めた討議がなされ、暫定的なもの
であるが 8 つのベストプラクティスが明らかとなったので、次に紹介する。
規制対象セクターに対する 8 つの考慮事項
1.

レジリエンスに係る報告：社会がますますリスクを嫌い、サプライチェーン・セキュ
リティやレジリエンスを優先することから、インフラ所有者の年次報告にレジリエン
ス項目を含めることが考慮されるべきである。

2.

脆弱なサイトのモニタリング・スキーム：各セクターにおいて、最も脆弱な重要イン
フラに対するモニタリング及び報告スキームの確立が考慮されるべきである。

3.

事業継続管理（BS 25999）
：BS 25999 又は同等標準の採用及び外部監査又はレビュー
の利点を促進する最善策が考慮されるべきである。

4.

一貫していない標準：インフラ・レジリエンスに係る現標準の評価及びモニタリング
を行うこと、並びにセクター内及びセクター間におけるそのような情報の共有方法に
ついて考慮されるべきである。

5.

革新的な予算措置イニシアチブの公式化：セクター横断のレジリエンス関連研究イニ
シアチブに対し、調整の考慮がなされるべきである。

6.

レジリエンス・ビジネスケースの改善：インフラの費用対効果及び投資決定内におい
て、レジリエンス構築に係るコーポレートの評判、社会的及び環境的利益の評価及び
重み付けが考慮されるべきである。

7.

サービス標準における免責条項：レジリエンス構築のインセンティブの一つとして、
サービス及び成果標準における法的責任の免責条項又は制限の適切性と役割について
の考慮がなされるべきである。

8.

冗長性の資金調達に及ぼすデータ・インパクト：次についての考慮がなされるべきで
ある。
(a) 発現可能性が低いハイ・インパクト事象、及びそのような事象に対するレジリエ
ンス構築の必要性の評価にあたり、高い確率のロー・インパクト事象データの利
用方法
(b) 単一の災害に対するサイトの防護に比べ、ネットワーク内の冗長性構築の高価値
性
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3 レジリエンス・マネジメント
本章は、昨今、欧米諸国やオーストリアなど様々な国々において、その重要性が国家レ
ベルで推奨されている官民組織のミッション達成のためのレジリエンス活動に係るマネジ
メントについて述べる。
国家としてのレジリエント活動の必要性及び取り組み方については、第 1 章及び第 2 章
で述べたとおりである。とはいえ、レジリエンス活動に実際に取り組む際の組織としての
マネジメントのあり方については、従来からのリスクマネジメントの概念に止まっており、
国家としてのレジリエンス要求事項はあるものの、レジリエンス・マネジメントに係る明
確なガイダンスを各国とも示していない。
アメリカの規格協会が 2009 年に制定した標準「ASIS SPC.1-2009：組織のレジリエン
ス」は、緊急事態、危機又は災害となる混乱インシデントに対するセキュリティ、準備態
勢、対応、低減、事業/運用継続及び回復に係る包括的マネジメント・システム・アプロー
チを示すものであるが、マネジメントに係る基本的要求事項に止まっており、組織が実際
にレジリエンス・マネジメント活動を行う際の実践的なガイドであるとは言い難い。
ISO では、
このような世界各国におけるレジリエンス・マネジメントの必要性を考慮し、
前述の ASIS SPC.1-2009 をベースにしたレジリエンス・マネジメントの ISO 標準（ISO
22323）の制定に取り組んだが、既存の ISO 31000（リスクマネジメント－原則及び指針）
や昨年新たに制定された事業継続に係る国際標準としての ISO 22301（事業継続マネジメ
ント）などとの関係から 2012 年、ISO 22323 制定プロジェクトは削除された（この細部
の経緯については「1.1.4 国際標準におけるレジリエンスの定義」を参照）
。
しかしながら、組織のレジリエンス活動に直接の責任を持つ者にとってのこのような状
況は、組織の内外部からのレジリエンス要求に適切に対応するための効果的かつ効率的な
手段や方法を欠くこととなる。そこには、組織としてのエンタープライズ・リスクマネジ
メント（ERM）の一環としての運用リスクに対するレジリエンス（運用レジリエンス）マ
ネジメントへの適切な資源の配分だけでなく、レジリエンス活動そのものの有効性にも影
響を及ぼすことが考えられる。
このような背景から、本章では先ず、現状のレジリエンス・マネジメント・システムに
ついて、ASIS SPC.1-2009 の概要紹介を含め、その概要を述べる。次いで、CERT が開発
し今なお進化しつつあるレジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）を紹介す
る。そして最後に、我が国における CERT-RMM の導入について考察する。
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3.1

概要

ここでは、レジリエンス活動を有効なものとするためのレジリエンス・マネジメント・
システムについて、先ずその現状と将来の概要を、次いでアメリカ規格協会が 2009 年に
制定した標準「ASIS SPC.1-2009：組織のレジリエンス」の概要を述べる。
3.1.1

レジリエンス・マネジメント・システムの現状と将来

組織やシステムに対するレジリエンスの要求は、2000 年代中ごろから欧米諸国やオース
トラリア各国において、それらの国々おける国家の重要インフラ防護（又は重要インフラ・
レジリエンス）活動に求められている。また、国家の重要インフラ防護施策とは直接の係
りがないものの、企業レベルにおいてもレジリエンス能力向上の要求が高まっている。こ
れは、グローバル経済社会やオンライン・ビジネスなどが、情報通信技術（ICT）をビジ
ネス・プロセスに必須の手段としているからであり、単にセキュリティだけでなく、事業
継続や IT 運用などを考慮したレジリエンスの強化が求められているからである。
そして、
レジリエンス能力を高めることが企業の競争力を高めるものとなっている。
このような背景から、アメリカにおいては 2009 年に「ASIS SPC.1-2009：組織のレジ
リエンス」標準が制定された。しかしながら、同標準は、レジリエンス・マネジメントの
基本的事項に終始しており、実践的な内容とはなっていない。
ISO においても、この標準を基に「ISO22323：社会セキュリティ――組織のレジリエ
ンスのマネジメント・システム――要求事項及び手引き(Society security-Management
system for resilience in organizational Requirement and guidance for use)」の原案策定
に着手した。しかしながら、冒頭にも述べたように、他規格との整合性の問題もあり、同
策定プロジェクトは削除された。
米国では、ASIS SPC.1-2009 制定以前の 2003 年頃ろから、CERT においてレジリエン
ス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）の策定が開始され、2010 年 5 月に CERT-RMM
第 1.0 版を及び同年 12 月に第 1.1 版が出版され、今日に至っている。この CERT-RMM が
対象とするレジリエンス活動は、企業における様々なリスクのうちの運用リスクに焦点を
当てたものであり、情報セキュリティ、事業継続及び IT 運用を収斂させたレジリエンス・
マネジメント・モデルである。このモデルは今なお進化し続けており、組織のレジリエン
ス活動の有効性評価に係るガイドライン（測定基準）などの策定が行われている。本章で
は「3.2 レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）」において、このモデルを
詳説する。
英国では 2011 年 10 月「2.3.2 英国」で紹介した重要インフラ・レジリエンス改善ガイ
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ド「国家の稼動を維持：自然災害とインフラ、重要インフラと不可欠なサービスのレジリ
エンス改善ガイド」があるが、実践的な観点からは ASIS SPC.1-2009 と同様である。
このようなことから、レジリエンス活動を実践する者にとってのガイダンスは次に示す
二者択一になると思われるが、①の採用は実践者にとって大きな困難をもたらすことが明
らかと思われる。
① 既存のレジリエンス・マネジメントに係る標準やガイダンスを基本とし、セキュリ
ティ、事業継続やリスクマネジメントに係る標準やガイダンスを駆使した独自のレ
ジリエンス・マネジメント・システムによる。
② CERT-RMM の利用による。
3.1.2

組織のレジリエンス標準（ASIS SPC.1-2009）の概要

「ASIS SPC.1-2009：組織のレジリエンス標準」の正式名称は「組織のレジリエンス：
セキュリティ、準備態勢及び継続マネジメント・システム―要求事項と利用ガイダンス
（Organizational Resilience: Security, Preparedness, And Continuity Management
System – Requirements with Guidance for Use）
」77であり、緊急事態、危機又は災害と
なる混乱インシデントに対するセキュリティ、準備態勢、対応、低減、事業/運用継続及び
回復に係る包括的マネジメント・システム・アプローチを示すものである。
ASIS SPC.1-2009 において組織のレジリエンス・マネジメント・システム要求事項が規
定されいるは、全頁数 66 の約四分の一（17 頁）だけである。また、付録として「標準の
利用ガイダンス」が添付されているが、量的には 22 頁であり、本文と同様、基本的要求
事項が述べられているだけである。したがって、組織で実際にこの標準に基づいてレジリ
エンス・マネジメントを実践する者にとっては、セキュリティ、事業継続、災害復旧、IT
運用に係るマネジメントに十分な知識と理解力を持ち合わせない限り、困難を強いられる
ことが予想される。
以下の項に、ASIS SPC.1-2009 の全般概要、プロセス・アプローチ、運用レジリエンス
の対象と脅威、法規類とその他の要求事項、リスクアセスメントとインパクトアセスメン
ト、及び既存マネジメント・システムとの互換性について述べる。
3.1.2.1

プロセス・アプローチ

ASIS SPC.1-2009 が利用するプロセス・アプローチは、セキュリティ・マネジメント・
77

ASIS SPC.1-2009, Organizational Resilience: Security, Preparedness, And Continuity
Management System – Requirements with Guidance for Use, March 12, 2009, American National
Standards Institute, Inc., http://www.asisonline.org/guidelines/ASIS_SPC.1-2009_Item_No._1842.pdf
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システム ISO/IEC 27001（情報セキュリティ・マネジメント・システム）などで利用され
ているプロセス・アプローチに同じであり、次の PDCA アプローチで構成されている。


Plan：マネジメント・システムの確立（リスクマネジメントとセキュリティ改善、
インシデント準備態勢、対応、継続及び回復に係るマネジメント・システムのポリ
シー、目的、プロセス及び手順を確立し、その結果を組織全体に及ぶポリシーと目
的に従って伝達する）



Do：マネジメント・システムの導入及び運用（マネジメント・システム・ポリシー、
管理策、プロセス及び手順を導入し運用する）



Check：マネジメント・システムのモニタ及びレビュー（マネジメント・システム・
ポリシー、目的及び実践経験に対するプロセス実施の評価・判断を行い、その結果
をマネジメント・レビューの資とするため報告する）



Act：マネジメント・システムの維持を改善（マネジメント・システム内部監査及
びマネジメント・レビューの結果に基づく是正処置及び予防処置を行うことにより、
マネジメント・システムの継続的改善を行う）

3.1.2.2

運用レジリエンスの対象と脅威

ASIS SPC.1-2009 が対象としている運用レジリエンスは、組織の重要な活動、機能、サ
ービス、製品、パートナーシップ、サプライチェーン、ステークフォルダなどである。
脅威としては、意図的、非意図的及び自然災害による脅威であり、組織の運用、機能及
び人、無形及び物理的資産、環境、並びに組織のステークフォルダに直接又は間接に影響
を及ぼす可能性があるものである。
3.1.2.3

法規類とその他の要求事項

ASIS SPC.1-2009 が対象としている要求事項は、法規類の要求事項とその他の要求事項
であり、組織の施設、活動、機能、製品、サービス、サプライチェーン、環境及びステー
クフォルダに関連する潜在危機、脅威及びリスクについて組織が同意したものである。
下記に示す例は、ASIS SPC.1-2009 の付録に示されている例である。
(1) 法規類の要求事項


国家及び国際の法的要求事項



州/地方/省の法的要求事項



地方自治体の法的要求事項

(2) その他の要求事項


公共団体との合意事項

3-4



顧客との合意事項



規制外のガイドライン



随意的な原則又は実践規範



随意的なラベル付け又は製品管理責任の確約



業者団体の要求事項



コミュニティ・グループ又は非政府組織との合意事項



組織又は親組織の公約



法人/会社の要求事項

3.1.2.4

リスクアセスメントとインパクトアセスメント

ASIS SPC.1-2009 の付録は、リスクアセスメントとインパクト分析における実施すべき
事項として次を示している。
(1) リスクアセスメント及びインパクト分析に当たっての考慮事項


組織の活動、機能、製品及びサービス、並びにそれらが組織の運用、人、財産、資
産、賠償、イメージと評判、利益、信用、環境などに直接的又は間接的にインパク
トを及ぼす潜在性について、その重大性とリスクを考慮すること。



特定された潜在的なリスクの公算又は確率、及びそれらが顕在化した場合のインパ
クトの重大性を見積もるため、文書化された定量的又は定性的手法を利用すること。



組織の運用に対する潜在的リスクの全てについて、それらは正当な考慮を払った妥
当な基準に基づくものであること。



当該組織の他組織への依存及び他組織からの当該組織への依存を考慮すること。こ
れには、重要インフラ及びサプライチェーンの依存性と義務が含まれる。



データ及び電気通信の完全性及びサイバーセキュリティを考慮すること。



組織の活動を統制する法的、その他の義務の社会的重要性を見極めること。



ステークフォルダ、契約相手、サプライヤー、その他の関連組織に係るリスクを考
慮すること。



リスクに係る情報を分析し、重大な帰結をもたらすおそれのあるリスク、及び重大
性に関して帰結を決定することが困難なリスクのいずれか又は両者のリスクを選
定すること。



各潜在危機又は脅威、及び各重要資産に対するレジリエンスのレベルを分析・評価
すること。



組織が制御及び影響を及ぼすことができるリスクとインパクトを評価すること。

(2) インパクトアセスメントに当たっての考慮事項


人的コスト：従業員、顧客、サプライヤー及びステークフォルダに対する物理的及
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び心理的危害


財務コスト：装置と資産の換装、中断時間、超過勤務手当、在庫品価格の低下、販
売/ビジネス機会の喪失、民事訴訟、法的罰金/刑罰など



会社イメージ・コスト：評判、コミュニティにおける名声、否定的報道、顧客喪失
など



組織が運用しているコミュニティに対しての経済的損失：地域経済に対するインシ
デント・インパクト、地域ネット経済の削減、管轄地域における税基盤の喪失など



環境へのインパクト：環境品質の低下又は絶滅危惧種の低下

(3) 最大許容停止時間及び目標復旧時間に対する考慮事項


インパクトが受け入れられなくなるまでのプロセスの機能停止可能時間



プロセスが速やかに復旧するまでの時間（最短の停止許容時間）



時節（例：年末、納税申告など）に従った異なる目標復旧時間



戦略提携、相互援助、手動回避策、通知/警告などに対する代替手順の明確化及び文
書化



代替手順コスト対システム復旧待機コストの評価

3.1.2.5

既存マネジメント・システムとの互換性について

ASIS SPC.1-2009 は、次のマネジメント・システムに係る ISO 標準との整合性を図っ
たものであり、導入に当たっての首尾一貫性及び統合性が確保されている。


ISO 9001:2000：品質マネジメント・システム



ISO 14001:2004：環境マネジメント・システム



ISO/IEC 27001:2005：情報セキュリティ・マネジメント・システム



ISO 28000:2007：サプライチェーン・セキュリティ・マネジメント・システム
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3.2

レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）

米国のカーネギーメロン大学ソフトウェア・エンジニアリング研究所（CMU/SEI）が
開発した CERT レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）は、セキュリティ、
事業継続及び IT 運用に係るマネジメント活動の収斂を促進させた成熟度モデルであり、
組織が運用レジリエンスとリスクを積極的に指示、統制及び管理するのを支援する。組織
は、脆弱性分析、インシデント管理、サービス継続などの運用レジリエンス・プロセスを
改善することにより、CERT-RMM をミッション・クリティカルな資産やサービスのレジ
リエンスの改善・持続に利用することができる。その理由は、組織があらゆる混乱事象に
対する計画を立案できない状況下にあって、CERT-RMM の成熟度モデル機能が、ストレ
ス下にある実施成果の首尾一貫性と予測可能性の測定と改善に利用できるからである。ま
た、プロセス改善モデルとしての CERT-RMM は、ミッション・クリティカルな資産とサ
ービスをよりレジリエントにすることに焦点を当てた改善目標の設定、現能力の測定、及
び改善計画の策定を行うことにより、組織が構造化改善パスをチャート化する際に利用す
ることができる。さらに、CERT-RMM は、新たな慣行を利用するのではなく、組織が既
に利用している領域固有の慣行（例：情報セキュリティ・マネジメント・システムや事業
継続マネジメント・システムなど）のより効率的かつ効果的な利用ができるようになって
いる。
以下に、この CERT-RMM の開発背景、概要、運用レジリエンス活動、プロセス及び能
力度レベルの測定について述べる。
なお、
本節で参考とした主要な文献は次のとおりである。
この他の参考文献については、
文中の脚注に示した。


「CERT-RMM ユーザー・グループ・ワークショップ・シリーズ報告」：
CMU/SEI-2012-TN-008, Report from the CERT-RMM Users Group Workshop
Series, April 2012, CMU/SEI, http://www.sei.cmu.edu/reports/12tn008.pdf



「CERT-RMM レジリエンス・マネジメント・モデル V1.1：NIST SP クロスウォ
ーク V1.1」
：CMU/SEI-2011-TN-028, CERT Resilience Management Model
(CERT-RMM) V1.1: NIST Special Publication Crosswalk Version 1, November
2011, CMU/SEI, http://www.sei.cmu.edu/reports/11tn028.pdf



「CERT-RMM レジリエンス・マネジメント・モデル V1.1：行動規範クロスウォー
ク商用版 1.1」
：CMU/SEI-2011-TN-012, CERT Resilience Management Model
(CERT-RMM) V1.1: Code of Practice Crosswalk Commercial Version 1.1,
October 2011, CMU/SEI, http://www.sei.cmu.edu/reports/11tn012.pdf



「運用レジリエンシーの持続：セキュリティ・マネジメントに対するプロセス改善
アプローチ」
：CMU/SEI-2006-TN-009, Sustaning Operational Resiliency: Process
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Improvement Approach to Security Management, April 2006, Networked
Systems Survivability Program, CMU/SEI,
http://www.cert.org/resilience/pubs.html


「CERT レジリエンシー・エンジニアリング・フレームワークの紹介：セキュリテ
ィと持続性の改善プロセス」
：CMU/SEI-2007-TR-009, Introducing the CERT
Resiliency Engineering Framework: Improving the Security and Sustainability
Process, May 2007, CERT Program, CMU/SEI,
http://www.cert.org/resilience/pubs.html



「CERT-RMM レジリエンス・マネジメント・モデル V1.0」
：CMU/SEI-2010-TR-012,
CERT® Resilience Management Model, Version 1.0, May 2010, CMU/SEI,
http://www.cert.org/resilience/download/d.html

3.2.1

CERT-RMM 開発の背景

9.11 の教訓は、金融機関に対するレジリエンス強化を求めた。このような状況と、ほぼ
同時期における CERT のセキュリティ・プロセス改善とが相まって、両者の協力の下に約
7 年 の 年 月 を 費 や し て CERT-RMM が 開 発 さ れ た 。 以 下 に 、 CMU/SEI に お け る
CERT-RMM の誕生までの活動概要を時系列的に述べ、開発の背景を明らかにする。


9.11 の教訓及び重要インフラ防護：2001 年に発生した 9.11 のテロ攻撃は、それま
での想定脅威を超えた帰結を金融サービス機関にもたらした。とりわけ、高度に相
互接続され、かつ、相互依存性のある「ビジネス・エコシステム78」に対する広範
なインフラの被害は、その対策を焦眉の急とした。インフラに重大な被害を及ぼす
脅威はこればかりではない。脅威は、9.11 以降に発生した米国の大規模停電、ハリ
ケーンや洪水などの自然災害、そして主要なネットワークやコンピュータ・システ
ムに対するサイバー攻撃へと続いている。このような脅威下にあって、銀行などの
金融機関は、常にセキュリティと事業継続との戦いの最前線に置かれていたわけで
ある。そして、金融機関に対するかつてないプレッシャーが、効果的なリスクマネ
ジメントの実施及びビジネス混乱への的確な対応を求めた。これらのプレッシャー
は、政府規制機関、顧客、経営陣、とりわけステークフォルダ及び株式市場からの
ものであり、運用レジリエンスの確保が焦眉の急となっていた。



2003 年 4 月：主要な政府規制機関が共同でまとめた「合衆国金融システムのレジ

78

エコシステム：経営・IT 分野の新語。複数の企業が商品開発や事業活動などでパートナーシップを組
み、互いの技術や資本を生かしながら、開発業者・代理店・販売店・宣伝媒体、さらには消費者や社会を
巻き込み、業界の枠や国境を超えて広く共存共栄していく仕組み。本来は、生物とその環境の構成要素を
1 つのシステムとしてとらえる「生態系」を意味する科学用語（出典：
http://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%
A0）
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リエンス強化のための確固たる慣行についての機関間文書」79は、金融機関が合衆
国への冷めやらぬ重大なリスクに対処するには、回復能力の改善を行うことが重要
であるとして、レジリエントな合衆国金融システムを構築するには強固な慣行の開
発が必要であると結論付けた。


2004 年 12 月：CMU/SEI のネットワーク・システム生存性プログラム（Network
System Survivability (NSS) Program）は、エンタープライズ・セキュリティに対
するプロセス改善を目的とした「エンタープライズ・セキュリティのマネジメント」
80を出版した。その中で、セキュリティに対する新たな目標として、組織のレジリ

エンシーを掲げた。この出版に対して、セキュリティ改善を求める多くの企業から
問い合わせがあった。そこで CERT は、企業及び政府との共同によるプロセス改善
に焦点を当てた解決策の策定に着手した。


2005 年 3 月：CERT のソフトウェア・エンジニアリング研究所（SEI）は、金融サ
ービス技術財団（Financial Service Technology Consortium: FSTC）81の代表との
会議を開催した。同会議の席上、FSTC の事業継続常任委員会は、事業継続に係る
運用レジリエンシーの測定とマネジメントに係る参照モデル開発の必要性について
述べた。同様に SEI も、セキュリティ活動による運用レジリエンシー支援に当たっ
て、エンタープライズ・セキュリティ・マネジメントが何をなすべきかを検討すべ
きとした。つまり、FSTC と SEI の対象は異なるが（事業継続とセキュリティ）
、
両者とも運用レジリエンスという同一問題に焦点を当てていたわけである。
そこで、SEI と FSTC は、運用レジリエンシー・フレームワーク開発に共同で取
り組むこととした。その焦点は、セキュリティ、事業継続及び IT 運用マネジメン
ト活動であった。これらの活動は従来から、運用リスクマネジメントを支援するも
のであり、また、これらを一点に集中させることにより、組織のレジリエンシー改
善に貢献するものでもある。



2006 年 4 月：CERT の NSS プログラムは、FSTC との共同による「運用レジリエ
ンスの持続：セキュリティ・マネジメントに対するプロセス改善アプローチ」82を
出版した。その結論としては、企業を取り巻く運用リスクに対処し、コスト節減、
生産性向上及び競争力獲得を図るには、組織が持てるコンピテンシーを活用し、一
丸となって取り組むことが必要であり、とりわけセキュリティ、事業継続、IT 運用
マネジメントなどの活動が重要であるとした。しかしながら、これらの活動が分離

79

Interagency Paper on Sound Practices to Strengthen the Resilience of the U.S. Financial System,
U.S. Securities and Exchange Comission, April 7, 2003,
http://www.sec.gov/news/studies/34-47638.htm
80 CMU/SEI-2004-TN-046, Managing for Enterprise Security, Networked Systems Survivability
Program, December 2004, http://www.cert.org/resilience/pubs.html
81 FSTC は、金融機関に影響を及ぼすビジネスと技術の問題に係る共同研究を行う。
82 CMU/SEI-2006-TN-009, Sustaining Operational Resiliency: A Process Improvement Approach to
Security Management, April 2006, Network Systems Survivability Program,
http://www.cert.org/resilience/pubs.html

3-9

された状態で行われている実態は、単に企業の限られた資源の足手まといとなるだ
けでなく、運用レジリエンスの支援と持続に対する所望の効果が得られないとして
いる。したがって、これらの活動を一つにまとめた（収斂した）取組が必要である、
と締めくくっている。
なお、この出版物は現 CERT-RMM の原型をなすものであるが、この時点で
「CERT-RMM」の用語は利用されていなかった。


2007 年 5 月：CERT は、上記の取り組みをさらに発展させた「CERT レジリエン
シー・エンジニアリング・フレームワークの紹介：セキュリティと持続性の改善プ
ロセス」83を出版した。この出版物には、CMMI（能力成熟度モデル統合）のプロ
セス成熟度の概念が導入された。この導入は、プロセス改善にプロセス成熟度の概
念を取り入れることが不可欠と判断されたことによる。とはいえ、この時点におい
ても「CERT-RMM」の用語は利用されず、
「CERT レジリエンシー・エンジニアリ
ング・フレームワーク」の用語が利用されたいた。このフレームワークは、4 つの
コンピテンシー（エンタープライズ・マネジメント、エンジニアリング、運用、及
びプロセス・マネジメント）に区分されており、現 CERT-RMM の 26 のプロセス
を 区 分す る 4 つ のカ テゴ リ の名 称 と同 じと なっ て いる （ この 細部 は「 3.2.4
CERT-RMM のプロセス」で紹介する）
。



2010 年 5 月：CERT は、
「CERT レジリエンス・マネジメント・モデル第 1 版 プ
ロセス領域、共通目標と慣行及び用語の解」84を出版した。



2010 年 12 月：CERT は、同上の CERT-RMM の紹介と内容を網羅した本「CERT
レジリエンス・マネジメント・モデル（CERT®-RMM）第 1.1 版」を Addison-Wesley
Professional から出版した。

3.2.2

CERT-RMM の概要

レジリエンス・マネジメント・システムは、ASIS SPC.1-2009 が述べているように
（「3.1.2.5 既存マネジメント・システムとの互換性について」を参照）、既存の様々なマ
ネジメント・システムとの親和性が大である。したがって、組織がこれら複数のマネジメ
ント・システムに取り組み、レジリエンス活動を行うに当たっては、少なからず何らかの
統合が必要となるし、そのようにしなければ限られた資源の中で所望のレジリエンス強化
を期待することは困難になると判断される。このような必要性に注目しているのが
CERT-RMM であると思われる。
以下に、CERT-RMM の概要を特徴づける主要事項を紹介する。

83

CMU/SEI-2007-TR-009, Introducing the CERT Resiliency Engineering Framework: Improving
the Security and Sustainability Processes, CMU/SEI, http://www.cert.org/resilience/pubs.html
84 CERT® Resilience Management Model, Version 1.0 Process Areas, Generic Goals and Practices,
and Glossary, May 2010, CMU/SEI, http://www.cert.org/resilience/download/d.html
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焦点は運用レジリエンス：CERT-RMM は、セキュリティ・マネジメント、事業継
続マネジメント及び情報技術（IT）マネジメント領域を横断する運用レジリエン
ス・マネジメントに対して、
企業や政府のベストプラクティスを反映するとともに、
マネジメント・プロセスの改善に焦点を当てた成熟度モデルである。CERT-RMM
は、この運用レジリエンスを次のように定義している。
運用レジリエンスは、組織における新興の特性であり、組織の限界を超えない運
用ストレス及び混乱下にあって、組織のミッション遂行継続を可能とする。



サイロ型マネジメントからの脱却：企業や政府からの運用レジリエンス・マネジメ
ントに係るベストプラクティスは、CERT-RMM を介して単一のモデルに統合され
た。これにより組織は、これまでの運用リスクマネジメントに対するサイロ・ドリ
ブン・アプローチ85から脱却し、レジリエンス・マネジメント目標の達成及び組織
の戦略方針支援に焦点を当てた移行経路が提供されることとなった。



CMMI とも統合：CERT-RMM は、SEI によるソフトウェアとシステム・エンジニ
アリング、サービス・エンジニアリング及び取得に係るプロセス改善経験から、実
証済みの概念やアプローチを採用している。また、CERT-RMM は、能力成熟度モ
デル統合（CMMI®）を統合し、運用レジリエンス・マネジメントをプロセス・ア
プローチに格上げすることにより、能力改善のための進化経路を提供している。し
たがって、CERT-RMM における慣行は、組織が主要な運用レジリエンス・プロセ
スのマネジメントを行う際の改善に焦点を当てることとなる。



レジリエンスの対象は組織の資産：CERT-RMM は、組織の重要な資産である人、
情報、技術及び施設の機密性、完全性又は可用性のいずれか又は組み合わせを確実
にするものである。これにより、組織のビジネス活動やサービスは効果的な支援を
資産から受け、結果として組織のミッション達成を果たすことができる。さらに、
CERT-RMM は、組織が現在のコンピテンシーの測定を可能とすること、改善目標
を設定すること、及び明らかにされたギャップを埋めるための計画と処置を確立す
ることにも利用できる。



CERT-RMM の主要目的： CERT-RMM の主要目的は、上記を総合すると次の 2
点に集約される。
1.

運用リスクとレジリエンスのマネジメントに係る諸活動（セキュリティ、事業
継続、IT 運用管理など）を収斂させ、単一モデルを確立すること。

2.

プロセス改善レベルの向上を示す能力度レベル尺度の定義と利用により、運用
レジリエンス・マネジメントに対するプロセス改善アプローチに適用すること。


85

CERT-RMM の実践面での特徴と利点：実践面での特徴と利点は、次のとおりであ

silo-driven：ストーブパイプ方式に同じ。相互に密接な連携を欠いた自立型、独立型の方式をいう。
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る（細部は、
「3.2.3 運用レジリエンス活動」で述べる）
。
1.

エンタープライズ・マネジメント、エンジニアリング、運用及びプロセス・マ
ネジメントの 4 つのカテゴリを横断する 26 のプロセス領域
（Process Area: PA）
で表現されるプロセス定義を示すこと。

2.

組織にとって不可欠な 4 つの運用資産（人、情報、技術及び施設）のレジリエ
ンスに焦点を当てること。

3.

各 PA に対し、4 つの能力度レベルの尺度（不十分（incomplete）
、実施された
（performed）
、管理された（managed）及び定義された（defined））を定義す
るプロセスと慣行を含むこと。

4.

NIST SP の 800 シリーズ、
ISO/IEC の 27000 シリーズ、
COBIT、
BSI の BS2599、
ISO24762 などの共通の実践規範との関係を含むメタモデル86となること。

5.

定量的プロセス測定方法を含むこと。これは、運用レジリエンス・プロセスが
意図どおり実施されていることを確証するために利用される。

6.

構造化された反復可能な評価技法を介して、能力度レベルに対する客観的測定
を容易にすること。

3.2.3

運用レジリエンス活動

ここでは、運用レジリエンス活動に係る基礎的事項を解説する。
先ず、運用レジリエンス全体像を知るため、運用、運用リスク及び運用レジリエンスの
定義を示した上で、これらとセキュリティや事業継続との関係について述べる。次に、運
用レジリエンスの対象となる資産についてその理由を明らかにした後、この資産のレジリ
エンスに係る防護と持続の関係について述べる。そして最後に、CERT-RMM の真髄とも
言うべきセキュリティ、事業継続及び IT 運用の各マネジメントを収斂（統合）すること
が、限られた資源の下で最大のレジリエンス効果を発揮することを述べる。
3.2.3.1

運用レジリエンスとは

CERT-RMM における運用レジリエンスの定義は、前述のとおり「組織における新興の
特性であり、組織の限界を超えない運用ストレス及び混乱下にあって、組織のミッション
遂行継続を可能とする」ことであるが、以下にこの定義をより掘り下げて述べる。
(1) 運用
運用を「重要なビジネス・プロセスについて、たとえ縮小された形態であっても、それ
らのミッションを確実に果たすことをいう」と定義する。これらの運用は、組織が実施す

86

メタモデル：メタモデル（Metamodel）とは、所定の問題領域でのモデリングに適用可能で有益なフ
レーム/規則/制限/モデル/理論を意味する。メタモデリング（Metamodeling）とは、メタモデルの分析/
構築/開発を意味する。この用語はメタとモデルという用語の組み合わせである。
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る多くの部分を占めるものであり、組織の中核ミッションを直接又は間接に支援する循環
活動である。また、運用は、製品組立や会計から市場取引や人的資源管理にも及ぶ広範囲
なものである。
(2) 運用リスク
端的に言うならば「運用リスクとは、組織の日々の運用から生じる潜在的損失をいう」
とすることができる。バーゼル委員会（Basel Committee）87は、この運用リスクを次に
よる結果としての損失リスクであると定義している。


不適切又は不首尾な内部プロセス



人による偶発的又は故意の活動



システム又は技術の問題



外部事象

運用リスクは運用レジリエンスに影響を及ぼす要素であり、運用レジリエンスは効果的
な運用リスクマネジメントから明らかにされるものである。
(3) 運用レジリエンス
運用レジリエンスは、変化するリスク環境の中で組織がサービス、ビジネス・プロセス
及び資産の実行可能性と生産性を保つための活動から現れた特性であり、日々の運用から
発現するリスクに順応し管理する組織の能力を示すものである。したがって、レジリエン
トな運用を行っている組織は、混乱事象に体系的かつ透過的に（分かりやすく）対処する
ことができ、組織のミッション達成に及ぼす影響は軽微なものか又は不利な影響を受ける
ことがないといえる。
セキュリティや事業継続などの従来からのマネジメント活動は、実際的には運用レジリ
エンスの持続に焦点を当てているものである。
(4) 運用リスク、運用レジリエンス、セキュリティ、事業継続などの関係
組織はこれまで、運用リスクを無視していたわけではない。組織は、運用リスクマネジ
メントに特化した機能を持たないにせよ、組織のセキュリティ、事業継続及び IT 運用マ
ネジメントに係る日常的な活動を通じて運用リスクに事実上対処している。そして組織は、
このような個別的な対処活動を通じて、たとえ偶然的にせよ「これらマネジメントの全体
論的活動により、運用リスクをうまくマネジメントすることが運用レジリエンスの向上に
つながる」と考えるようになっていることに疑う余地はない。
871974

年末に G10 諸国の中央銀行総裁により、金融機関の監督における国際協力の推進を目的に設置さ

れた委員会（詳しくは「バーゼル銀行監督委員会」
）をいう。
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つまり、運用レジリエンスは、組織の運用リスクのマネジメント如何に直接の影響を受
けることになる。さらに注意すべきは、セキュリティ、事業継続又は IT 運用マネジメン
トが、それぞれ単独で運用レジリエンスに貢献することはできないということである。セ
キュリティ・マネジメントを例に考えてみると、今日のビジネス・モデルは技術及びグロ
ーバルな共同を必須としていることから、セキュリティはビジネス継続及び IT 運用マネ
ジメントと共に、運用リスクマネジメントにおける責任を共有しなければならない環境に
ある。組織が最も効率的なコストで効果的なレベルの運用レジリエンスを達成することを
確実なものとするには、セキュリティ、事業継続及び IT 運用マネジメント活動の共同に
よる相乗効果が必要といえる。
また、このような運用リスクマネジメントに対する戦略は、組織のリスクを包括的に取
り扱う手法としてのエンタープライズ・リスク・アセスメント（ERM）戦略のインプット
となるものであることから、ERM との整合を図り文書化された上で、運用リスク活動に
何らかの責任を持つ組織内外の関連する全てのステークフォルダに伝達される必要がある。
3.2.3.2

運用レジリエンス活動の対象（資産）

運用レジリエンスの対象となるのは、組織の資産としての人、技術、情報及び施設であ
る。
組織のミッション達成に直接的な影響を及ぼすのはサービスであるが、このサービスを
達成するのがビジネス・プロセスであり、そして人、情報、技術及び施設から構成される
資産がこのビジネス・プロセスの達成を支援する。したがって、組織のミッション達成の
階層構成は図 3.2-1 のようになることから、最下層の資産レベルを確実にすることが運用
レジリエンスを維持するもの、すなわち運用レジリエンスの対象であるといえる。
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組織のﾐｯｼｮﾝ

ミッション・レベル

サービス・レベル

サービス

ビジネス・プロセス

ビジネス・プロセス・レベル

CERT-RMM
の対象

人

情報

技術

施設

資産レベル

図 3.2-1：組織のミッション達成の階層構成
以下に、運用レジリエンスが対象とする資産レベルの人、情報、技術及び施設について
の概略を述べる。


人：人は組織における人的資本である。積極的介在又はモニタリング役割にせよ、
人的介在を伴わないビジネス・プロセスはほとんどない。人は、目標を達成するた
め、他の資産（技術、情報及び施設）並びにビジネス・プロセスを利用する。人は、
運用レジリエンスの持続における重要なコンポーネントであるが、一般的に最もマ
ネジメントが複雑な要素でもある。



情報：情報は、組織の重要な資産である。情報は、個々のミッションを達成するた
めにビジネス・プロセスで利用される原材料である。また、情報は、ビジネス・プ
ロセスによって作成されるのが一般的である。



技術：技術資産は、ビジネス・プロセスのオートメーション（及び効率性）を直接
的に支援する。組織の中には、技術がミッションを達成する主だった要素であり、
戦略的エレメントであると考えているものもある。技術は、組織の全ての機能に普
及する傾向にあることから、
戦略的及び競合的成功に対する重要な貢献となり得る。



施設：人、情報及び技術は、物理的施設内で「生きる」
。人はオフィス内で働き、情
報はファイル・ルーム又はサーバーに保管され、そして技術はデータ・センターな
どの特別な施設に設置される。施設に対する物理的防護は、他の対象（人、技術、
情報及びビジネス・プロセス）の運用レジリエンスの確実化に求められる重要な防
護層を提供する。
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前述のとおり、組織のミッション達成に直接貢献するのはサービスであるが、そのサー
ビスに直結するのがビジネス・プロセスということになる。このビジネス・プロセスは、
組織の運営を持続させるための基本的なエンジンであり、会計などの支援プロセスから製
品の製造又はサービスの提供に直接係るプロセスに及ぶ。また、このビジネス・プロセス
の重要な側面は、全ての資産（人、技術、情報及び施設）が直接係っているということで
あり、ここに CERT-RMM の対象が資産であるとしている理由がある。つまり、ビジネス・
プロセスを支援する資産について下記が満たされない限り、ビジネス・プロセスそしてサ
ービスのミッションを達成することが困難となり、最終的には組織のミッション達成が困
難となる。


人がプロセスを操作し、モニタすること。



情報がプロセスによって利用され、プロセスによって作成されること。



技術がプロセスを自動化し、支援すること。



プロセスが施設内で実施されること。

図 3.2-1 は、組織のミッション達成に重要な役割を果たす資産によるこのような関係を
示すものでもあるが、例えば最下層の一資産である施設の可用性が満足されないと、結果
として組織のミッション達成ができなくなることが理解できると思われる。
これら各資産に対するレジリエンス要求事項の分野は、情報セキュリティにおける概念
と同様のものでると考えられており、それらを表 3.2-1 に示す。
表 3.2-1：各資産に対するレジリエンス要求事項の分野
資

レジリエンス
要求事項分野

3.2.3.3

人

産

情

報

の

種
技

類
術

施

設

機 密

性

－

○

－

－

完 全

性

－

○

○

○

可 用

性

○

○

○

○

資産の防護と持続

CERT-RMM は、資産レベルにおける実践的なレジリエンシー・エンジニアリング概念
の適用として、2 つの基本的な活動、すなわち資産にリスクをもたらす条件（condition）
の運用管理（managing）としての資産の防護、及びリスク発現の結果によって組織に及
ぼされる帰結（consequence）の制限又は防止のための運用管理としての資産の持続
（sustainability）があるとしている。そして、組織における基本的なリスク方程式は、こ
の条件と帰結の運用管理間（つまり、防護と持続の間）のアプローチの最適化を図り、全
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体として最も効果的な（費用対効果のある）レベルの運用レジリエンシーを資産が提供す
ることを求めている。したがって、資産の運用レジリエンシーに対するリスク方程式の適
用は、次の 2 つの基本的なレジリエンシー・エンジニアリング・タスク（活動）となる。
これらの 2 つの活動が最適化され、かつ、資産に対するレジリエンシー要求事項に適合し
た場合、資産のレジリエンス強化が構築されることとなる。この防護と持続の関係は、組
織における包括的なリスクマネジメント戦略における相補的なものであって、お互いに対
立する概念でないことは無論のことである。


資産の防護：セキュリティ（技術的、運用的及び管理的管理策によるが、全てのリ
スクが特定されかつ除去/低減されるわけではない。セキュリティ活動は、リスクの
発現に伴う組織への帰結を防止するため、脅威と脆弱性を特定すること及びそれら
脅威と脆弱性の活性化を管理策の実装により防止することで資産を防護する）



資産の継続（又は持続）
：運用継続、事業継続、災害復旧など（上記の資産の防護に
よるリスク除去/低減の漏れ、及び新たなリスクへの対応のため、資産に対する持続
活動が求められる。この活動は、組織にとって最も価値のあるサービスと資産を特
定の上、発生可能な様々な混乱事象下における継続性を確保するため、サービスと
資産の持続計画を立案すること、及びテストを行うことに焦点を当てる）

資産に対するこれら 2 つの活動の最適化（防護対持続）は、当該資産のビジネス・プロ
セスに対する直接的な支援（間接的にはサービス、そしてミッションの支援）の貢献度に
よる。また、組織におけるサービスのレジリエンシーは、同サービスを支援する複数の資
産のレジリエンシーの影響を累積したものとなることから、運用レジリエンシーについて
考慮する場合、
資産とサービスを切り離すことはできない。具体的な最適化に当たっては、
運用レジリエンシーという共通の目標に向けてのセキュリティと事業継続などの活動間の
協調が求められることとなる。この最適化の採用にあたって、組織の包括的なリスクマネ
ジメント戦略とのバランスを考慮することは言うまでもなく、組織の市場リスクやビジネ
ス・リスクなど他のリスクマネジメントとの整合が必要となる。これらの関係を図 3.2-2
に示す。
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脅威と脆弱性の特
定→管理策の導入

重要ｻｰﾋﾞｽと資産
の特定→BCPの策
定･ﾃｽﾄ・維持

資産

（全てのﾘｽｸが特定さ
れ、除去されるわけで
はない）

（ﾘｽｸの発現又は新た
なﾘｽｸ出現に対処し、
影響を制限する）

防 護

持続（継続）

ｾｷｭﾘﾃｨ領域

BC/DR領域

BC：事業継続
BCP：BC計画
DR：災害復旧

両活動のﾊﾞﾗﾝｽ
資源、関連法規類、訓練

組織ﾚﾍﾞﾙでの整合（他
のﾘｽｸ：市場ﾘｽｸ、ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ・リスクなど）

資産の価値
展開・維持ｺｽﾄ

図 3.2-2：資産の防護と持続（資産の運用レジリエンシーに対するリスク方程式）
3.2.3.4

セキュリティ、事業継続及び IT 運用の収斂

セキュリティ・マネジメント、事業継続及び IT 運用マネジメントのそれぞれが、組織
にとって不可欠な活動であることは言うまでもない。なぜなら、これらは組織の重要なビ
ジネス・プロセス目的である生産性を持続させているからである。そして、これらが同一
のリスクに焦点を当て、同一の目標を狙いとして有機的に結合された場合、運用レジリエ
ンスの強力な推進力となることは前述のとおりである。
CERT が CERT-RMM の開発に着手した理由は、情報セキュリティ・リスクマネジメン
トの改善を行うに際には、その視点を情報セキュリティの技術的専門分野だけではなく、
情報セキュリティと関係する事業継続や IT 運用マネジメントの分野も合わせて考慮しな
い限り、組織のミッション達成に対する効果的な貢献とはなり得ないと判断したからであ
る。明らかなことは、これらセキュリティ、事業継続及び IT 運用マネジメント間の相互
依存性は「たとえ、組織がこれらに対しての協同的なマネジメントを明確に意識しないに
せよ確かである」ということである。したがって、これら各々が独立でも運用レジリエン
スに貢献するとはいえ、組織の運用レジリエンスを効率的かつ効果的に高めるには、下記
に示すようにこれら活動を収斂させる必要がある（このことは、我が国における統合マネ
ジメント・システム（IMS）を連想すれば、容易に理解できることである）
。
次に示すのは、セキュリティ、事業継続、IT 運用の各マネジメントを収斂すべきとする
具体的根拠である。
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セキュリティ、事業継続及び IT 運用は、共通の慣行を共有する：このことは、各
慣行を比較検討のため並べてみれば容易に理解できる。例えば、セキュリティ慣行
は、
「事業継続管理における情報セキュリティの側面」としつつも、事業継続に関与
している。IT 運用慣行もセキュリティ慣行を参照している。これら慣行の重複は偶
然的なものではない。実際、これら慣行間の境界線は、いくら良く見ても曖昧なも
のである。つまり、これらの重複している慣行は、セキュリティ、事業継続及び IT
運用の 3 分野に分離されて存在しているとするのではなく、効果的な運用リスクマ
ネジメント及び運用レジリエンシー支援を目的とした慣行の連続体と見るべきであ
る。組織はこれまで、それぞれのマネジメントを促進させるため、これら 3 分野を
意図的に分離していた。しかし、このような分離は、事実上これら 3 分野の目標達
成の逆効果となっていることも確かなことである。



セキュリティ、事業継続及び IT 運用の 3 分野は、全て人、情報、技術、施設及び
ビジネス・プロセスという同一対象に焦点を当てている：これら対象の生産性を確
保するとした組織の願望は、3 分野の慣行に対する資金手当てを価値あるものとし
ている。3 分野の各活動は、リスクへのエクスポージャー88の制限、発現リスクに
よる影響の管理のいずれか又は両者に焦点を当てている。



セキュリティ、事業継続及び IT 運用の 3 分野は、同一の要求事項に基づいている：
これら 3 分野に対する要求事項の出所は同じであり、組織のドライバー89及び重要
成功要因である。これら同一要求事項は、組織が重要であるとする対象及びビジネ
ス・プロセスを確立するとともに、対象とすべきリスクの基礎を提供する。運用レ
ジリエンスは、セキュリティ、事業継続及び IT 運用との間で重要視する対象が異
なる場合、すなわち前提が異なるとその効果が縮小されてしまうのである。



セキュリティ、事業継続及び IT 運用の 3 分野は、同一の目標と成果を共有する：
共通の要求事項は、共通かつ共有された目標となる。これら 3 分野が個々に又は協
同で実施されたとしても、3 分野は同一の組織レベル目標を持ち、これには運用レ
ジリエンシーの持続が含まれる。

上記に述べたように、運用レジリエンシーは、セキュリティ、事業継続及び IT 運用マ
ネジメント 3 分野の協同による成果物として見ることができる。運用リスクを基礎とする
3 分野の協同は相乗的効果を生み出し、これが個々の分野を強化するとともに、最低可能
コスト及び資源の最も効果的な利用により組織としての結果を最適化する。結論として、
共通の目標に向けてのこれら 3 分野の活動は、組織の適切なレベルでの運用レジリエンシ
ーの確保と持続を確実なものとすることにつながるのである。
88
89

エクスポージャー：exposure。危険などに晒されることや秘密の露見、暴露などの意味。
ドライバー：driver。組織を動かすための要因、要素などをいう。
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3.2.4

CERT-RMM のプロセス

CERT-RMM は、プロセス・アプローチによる運用レジリエンスの運用管理を行ってい
る。ここでは、先ずプロセス・アプローチについて解説する。次いで、CERT-RMM が利
用している 26 のプロセス領域とその構成、及び各プロセス領域の固有慣行やサブ慣行と
既存の標準や規範との対応づけについて述べる。
3.2.4.1

プロセス・アプローチ

ここでは、CERT-RMM が採用しているプロセス・アプローチについて、先ずプロセス
とプロセス定義、及びプロセス・アプローチとは何かを述べ、次いでプロセス・アプロー
チの利点を述べる。
(1) プロセスとプロセス定義
プロセスとは、所望の成果を達成することを目的とし、関連する活動を集めて構造化し
たものである。組織においてプロセスが設計され文書化され、そして伝達されれば、それ
らは所望の成果の達成を確実にするために必要となる活動の作業指示書として利用するこ
とができる。このプロセスは、3 つの重要な資源（人、手順と手法、及びツールと装置）か
ら構成される。運用レジリエンシーのマネジメントには、定義された手順と手法、人の効
果的な配置、及びツールと装置の習熟、すなわちプロセスが必要とされる。実はこのプロ
セスの欠落が、これまで運用レジリエンシーのマネジメントを掴まえ所のないものとして
きたのである。
定義されたプロセス（プロセス定義）は、プロセスに人が必要であること、目標の達成
方法が示されること、目標が達成されていないことの認知方法が示されること、及び達成
できない理由の究明方法とその是正方法が明らかにされることが必須条件となる。
「実はこ
のようなプロセス定義の欠落が、大部分の組織におけるセキュリティと事業継続の現状な
のである」と、CERT-RMM の開発理由は述べている。そのような状況下では「組織はセキ
ュアですか？」、「組織はレジリエントですか？」などの質問に対して、一般的に納得のい
く回答をするのは困難である。何らのデータもなく、単に「何も起こっていませんから、
我々のやっていることは正しいはずです」と言うのがせいぜいではなかろうか。
(2) プロセス・アプローチとは
運用レジリエンスにおけるプロセス・アプローチとは、適切なレベルの運用レジリエン
シーの持続を目的として組織に採用されたものであり、利用されるプロセスの定義、伝達
及び管理のための取り組み方をいう。このプロセス・アプローチは、組織において共有す
る運用リスクマネジメントの目標を確立し、セキュリティ、事業継続及び IT 運用の各活動
における目標達成支援に必要な活動の関連付けと整合を行うとともに、これら目標達成活
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動のための体系的な協同手段を提供する。このようなプロセス・アプローチにより、これ
ら活動を横断する運用リスクマネジメントの筋道が強固なものとなる
(3) プロセス・アプローチの利点
プロセスと慣行（例：セキュリティにおけるパスワードの定期的変更など）を区別する
ことが、プロセス定義を理解すること、及びプロセス定義がプロセス改善にどのように利
用されるかを理解する上で重要となる。
慣行は、基本的な意味合い上、スキル達成を意図して習慣的に実施されるものといえる。
実践的な場における慣行は、何かを実施す際の規定（規範）的な方法であり、意図する結
果に導くためのものである。
一方のプロセスは、慣行とは著しく異なる。プロセスは、記述的な方策であって、達成
すべき何かを定義するものであり、方法を示すものではない。これに比べ慣行は、プロセ
スに整合された形で、組織が達成しようとする何かの方法を示すものとして利用される。
ところで、現状のセキュリティ、事業継続及び運用リスクとレジリエンスのマネジメン
トは、極めて慣行指向の分野となっている。したがって、慣行は、組織がこれら分野に対
するマネジメントをどのようにするか、その要領を示すものとして役立っている。しかし
ながら、これではより高い目標に焦点を当てることはできない。そのような目標とは、そ
れが達成できれば組織にとってはさらなる能力向上を示すものをいう。このような慣行指
向は、セキュリティや事業継続活動をサービスやビジネス・プロセスのミッション達成へ
の配慮からかけ離れたものとし、運用レジリエンシー・マネジメントの改善及びセキュリ
ティと事業継続の組織の戦略目的への整合を欠落させる結果となっている。
プロセス定義の本質は、慣行を割り当てることができる指示書ともいえる。プロセス定
義は、プロセス改善の枠組みを介して、適切な規範的ベスト・プラクティス（最良慣行）
の導入、統合及び管理を可能とする記述的体系を提供することができる。また、プロセス
定義が全く変化しない限り、プロセス定義は慣行の劇的な変化を容易に受け入れることが
できる。この慣行の劇的な変化は、一般的に新たな技術、ツール及び手法の進化などによ
るものである。
3.2.4.2

プロセス領域

CERT-RMM は、前項で説明したプロセス定義を 26 のプロセス領域（Process Area: PA）
として掲げている。表 3.2-2 は、この 26 の PA の概要を示すものである。26 の PA は、同
表に示すとおり、4 つのカテゴリに分類される。各 PA は、当該領域に関連する慣行のク
ラスター（群）であり、それらが正しく履行された場合、当該領域における目標セットが
満足されたことになる。
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表 3.2-2：CERT-RMM を構成する 4 つのカテゴリと 26 のプロセス領域
PA の名称

カテゴリ

概

要

ライフサイクル間における組織の資産を特定、
資産の定義と管理

文書化及び管理し、組織のサービスを支援する生
産力の持続を確実にする。
内部統制システムの確立、モニタ、分析及び管

エンジニアリ

統制事項の管理

ング
（組織の資
産、ビジネ

に対するレジ

れらを支援する資産のミッション成功を確実に
するものである。
高価値サービス及び関連する資産に対する運

レジリエンス要求策定

用レジリエンス要求の特定、文書化及び分析を行
う。

ス・プロセス
及びサービス

理を行う。このシステムは、高価値サービスとそ

高価値サービス及び関連資産のレジリエンス
レジリエンス要求管理

要求を管理し、これらの要求とそれらを満たすた
めの組織の活動との間の不一致を明らかにする。

リエンスを確
立する 6 つの

レジリエント技術解決

PA）

策エンジニアリング

ソフトウェアとシステムの開発が、それらに対
するレジリエンス要求を満足していることを確
実にする。
たとえ、インシデント、災害又はその他の混乱

サービス継続

事象の結果として混乱が発生したとしても、サー
ビス及び関連資産の極めて重要な運用が継続さ
れることを確実なものとする。

通信

レジリエンス活動とプロセスを支援するため、
内部及び外部通信の開発、展開及び管理を行う。
運用レジリエンスに係る内部及び外部の確立

エンタープラ

コンプライアンス

イズ・マネジ
エンタープライズ・フ
ォーカス

スを支援する
7 つの PA）

例及び法律セットに対するコンプライアンスの
意識向上を確実にする。

メント
（RM プロセ

されたガイドライン、標準、慣行、ポリシー、条

財務資源管理
人的資源管理
組織の訓練と意識向上

運用レジリエンス・マネジメント・プロセスに
対するスポンサーシップ、戦略計画立案及びガバ
ナンスを確立する。
レジリエンスの目的と要求を支援するための
財務資源の要求、受領、管理及び支払いを行う。
組織の管理能力に寄与すべく雇用ライフサイ
クルと業績管理を行う。
運用レジリエンスの獲得と持続の役割を担う
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PA の名称

カテゴリ

概

要

従業員を支援するため、意識向上及びスキルと知
識の向上を促進する。
サービスの運用と提供に不利益な影響をもた
リスクマネジメント

らすことができる組織の資産の特定、分析及びリ
スクの低減を行う。
組織の資産にアクセスを許可された者が、彼ら

アクセス管理

のビジネスとレジリエンス要求とにつりあうこ
とを確実にする。
適切なレベルの物理的、環境的及び地理的統制

環境統制

の確立と管理を行い、組織の施設内におけるサー
ビスのレジリエント運用を支援する。
適切なレベルの管理策の確立及び管理を行い、

外部依存

外部実体の活動に依存するサービスと資産のレ
ジリエンスを確実なものとする。
組織の資産に対して何らかのレベルの信頼さ

運用管理

アイデンティティ管理

管理する 9 つ
の PA）

設定、維持及び無効化を行うとともに、それらに
関連する属性の管理を行う。

（レジリエン
スの運用面を

れたアクセスが必要となるアイデンティティの

インシデント管理と統
制

事象の特定と分析、インシデントの検知、及び
組織の適切な対応決定のためのプロセスを確立
する。
組織の情報、極めて重大な記録及び知的財産の

知識と情報の管理

機密、完全性及び可用性を支援するため、適切な
レベルの管理策を確立し、管理する。

人の管理

組織のサービスのレジリエントな運用を支援
するため、人の貢献と可用性を確立し、管理する。
組織のサービスのレジリエントな運用を支援

技術管理

するため、技術資産の完全性と可用性に係る適切
なレベルの管理策を確立し、管理する。

脆弱性分析と解決

組織の運用環境における脆弱性の特定、分析及
び管理を行う。
運用レジリエンス・マネジメント・プロセスの

プロセス管理

測定と分析

運用管理に必要な管理情報を支援するため、測定
機能を展開し、持続する。

（ ORM プ ロ

モニタリング

組織に対する運用レジリエンス・マネジメン
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PA の名称

カテゴリ

概

要

セスの明確

ト・プロセスに係る情報の収集、記録及び配布に

化、計画立案、

ついて、時宜を失せず行う。

展開、実施、

組織のプロセスの明確

モニタリン

化

グ、統制、評

運用レジリエンスに有用な組織のプロセス資
産及び作業環境標準を確立し、維持する。
組織の運用レジリエンス・プロセスとプロセス

価、測定及び

組織のプロセス・フォ

資産に対する現状の弱点と強みに係る完全な理

改善のための

ーカス

解に基づき、組織のプロセス改善のための計画、

4 つの PA）

3.2.4.3

導入及び展開を行う。

各プロセス領域の構成

26 のプロセス領域（PA）の各々は、固有目標（Specific Goal: SG）及び固有慣行（Specific
Practice: SP）とそのサブ慣行、並びに 3 つの共通目標（General Goals: GG）及び 13 の
共通慣行（Gernral Practice: GP）とそのサブ慣行から構成されている。各 PA の記述容量
は約 20 頁～30 頁である。各 PA の記述要領は、先ず当該 PA の「目的」
、
「導入」として
の全体像の説明、
「関連する他の PA」
、及び「要約」として SG と SP の対応一覧表から構
成されており、次いで「要約」の構成順序に従い目標、慣行及びサブ慣行の細部を記述し
ている。共通慣行は、各 PA の慣行を横断し、組織の運用レジリエンスにおける当該 PA
の浸透化（制度化）及び能力成熟度の程度を評価するものであり、基本的には全 PA 共通
である。しかしながら、各 PA の記述ではこの共通記述に加え、当該 PA に関連するさら
なる詳細事項が述べられている。
これら PA のカテゴリ、PA、SG、SP、GG、GP 及びサブ慣行の関係を図 3.2-3 に、ま
たそれらの概要を表 3.2-3 に示す。
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各PAの慣行を横断し、組織の
ORMにおける当該ﾌﾟﾛｾｽの浸透化
及び能力成熟の程度を評価する。

カテゴリ：4
ﾌﾟﾛｾｽ領域（PA）：26

共通目標：3/PA
固有目標：94
共通慣行：13/PA
固有慣行：251

ｻﾌﾞ慣行：３５/PA

ｻﾌﾞ慣行：約1,000

PA: Process Area（ﾌﾟﾛｾｽ領域）
ORM: Operational Resilience Management（運用ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

図 3.2-3：プロセス領域の構成
表 3.2-3：PA、SG、SP とそのサブ慣行、GG、及び GP とそのサブ慣行の概要
項

目

概


要

CERT-RMM は、26 の PA から構成され、それら全体で運用レ
ジリエンス・マネジメント・システムを規定する。

プロセス領域（PA） 

各 PA は、コンピテンシーに係る機能領域を記述するものであ
り、複数の SG 及びそれを達成する複数の SP から構成される。

固有目標（SG）



各 PA の達成度合いは、3 つの GG を介して測定される。



各 PA は、複数の SG から構成される。



SG は、当該 PA に求められる要素であり、目標とする成果（業
績、達成度）を明らかにする。



SG は、SP に細分化される。



SP は当該 PA に期待されるエレメントであり、それが達成され
た場合、上記 SG の達成を促進する。

固有慣行（SP）



SP は、PA の基本的慣行を構成するものであり、その知識体系
を反映し、何がなされねばならないかを表現する。

SP のサブ慣行



SP は、サブ慣行に細分化される。



サブ慣行は、SP の作業成果物に関連付けられるのが一般的であ
る。



SP は何がなされねばならないかに焦点を当てるが、サブ慣行は
それがどのようになされねばならないかに焦点を当てる。
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項

目

概


要

サブ慣行は、過度の規定をするものではない。サブ慣行は、ユ
ーザーを支援し、SP を満足させ、当該 PA の SG 達成方法を決
定するものである。



サブ慣行は、組織の実施基準や標準に関連付けることができる
（サブ慣行は本質的に汎用性があるのが一般的であり、一方の
実施基準などは極めて具体的である）。

共通目標（GG）

能力度レベルの達成条件を測る物差しとなるものであり、これら

共通慣行（GP）

の細部については「3.2.5 CERT-RMM による能力度レベルの測定」

GP のサブ慣行

を参照されたい。

3.2.4.4

固有慣行と標準や規範などとの対応づけ

プロセス領域（PA）の各固有慣行及びそのサブ慣行は、実際に何らかの管理策を決定す
る際に、組織内で熟知されている既存の標準や規範など（例：JIS Q 27002、COBIT4.1）
を利用することができる。この利用のため、CERT-RMM は下記に示す民間版及び連邦政
府機関版のクロスウォーク（対照表）を発表し、それらと固有慣行との対応づけを容易な
ものとしている。この必要性は、一般的に CERT-RMM の固有慣行がプロセス領域におけ
る目標達成のための実施事項（What）を示していることから、より具体的な管理策（How）
を決定する場合、組織内で熟知されている既存の標準や慣行の利用を容易にするためであ
る。各固有慣行に属するサブ慣行は、クロスウォークを利用する際に組織内で熟知されて
いる管理策の検索を容易にする役割を担っている（例：パスワードに関して CERT-RMM
の固有慣行は単に「パスワード標準とガイドラインを設定すること」としているが、組織
の実施基準などでは「90 日以内にパスワードを変更すること」などの具体的な規定となっ
ているのが一般的である）
。
以下に、クロスウォークの対象となっている商用版及び連邦政府機関版の標準や規範を
示す。
(1) 商用版クロスウォーク
「CERT-RMM 第 1.1 版：商用版実施基準クロスウォーク第 1.1 版」90は、次に示す標準
や実施基準との項目レベルでの関連付けを行っている。


ANSI/ASIS SPC.1-2009, American National Standard on Organizational
Resilience: Security, Preparedness, and Continuity Management Systems –
Requirements with Guidance for Use：この標準は、組織が混乱事象を見越した準

90

CERT® Resilience Management Model (RMM) v1.1: Code of Practice Crosswalk Commercial
Version 1.1、October 2011、CMU/SEI、http://www.sei.cmu.edu/reports/11tn012.pdf
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備を促進する際の知略となるものであり、組織のレジリエンス・マネジメントに係
るガイドラインを示す。


BS 25999, British Standards Institution’s (BSI) code of practice and specification
for business continuity management：この標準は、組織内における事業継続の理解、
策定及び実施の基礎を示すとともに、組織の顧客や他の組織に対して信頼を提供す
るものである。



COBIT 4.1, Control Objectives for Information and Related Technology：この標
準は、マネージャ、監査人及び IT ユーザーに一般的に受け入れられる情報技術管
理目的を示し、IT 利用による利益の最大化を図るとともに、IT ガバナンス、セキ
ュリティ及び統制を確実なものとする。



CMMI, Capability Matuality Model® Integration：このモデルは、製品やサービ
スの開発・展開に係るプロセス改善成熟度モデルである。



FFIEC Business Continuity Planning Handbook, Federal Financial Institutions
Examination Council (FFIEC) Business Continuity Planning Handbook：このハ
ンドブックは、FFIEC が発行した小冊子の一つで、その目標は重要な金融サービス
機関の可用性を確実なものとするものであり、銀行の調査委員が金融機関やサービ
ス・プロバイダーによるリスクマネジメント・プロセスを評価する際に利用するも
のである。



ISO/IEC 20000-2:2005, Information Technology—Service Management— Part2:
Code of Practice：この標準は、IT サービス・マネジメント実践規範であり、IT サ
ービスに係るベストプラクティス・ガイダンスを提供している。



ISO/IEC

24762:2008,

Information

technology—Security

techniques—

Guidelines for Information and Communication Technology Disaster Recovery
Service：この標準は、ISO が出版した事業継続管理標準の一部であり、物理的施設
及びサービスに係る災害復旧について、内部及び外部のプロバイダーに適応できる
ものである。


ISO/IEC 27002:2005, Information Technology—Security Techniqus—Code of
Practice for Information Security Management：この標準は、セキュリティ・マ
ネジメントを完全に網羅するものであり、IT 管理と災害復旧の両者に触れている。



ISO/IEC

27005:2008,

Information

technology—Security

teckniques—

Information Security Risk Management：この標準は、情報セキュリティに固有の
リスクマネジメント・プロセス及び同リスクの分析について述べている。


ISO/IEC 31000:2009, Risk management—Principles and Guidelines：この標準は、
リスクマネジメント・フレームワーク策定についてのベストプラクティス及びガイ
ドラインを提供する。フレームワーク・ガイダンスの適用範囲は組織体であり、知
覚可能なリスク及び許容リスクに焦点を当てる。
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NFPA 1600, National Fire Protection Association, Standard on Disaster/
Emerergency Managemet and Business Continuity Programs：この標準は、主に
災害、
緊急事態及び事業継続プログラムの策定、
実施及び運用に焦点を当てている。



PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard：この標準は、カード
の不正利用防止と脆弱性管理に係るデータ・セキュリティ標準を示す。

(2) 連邦政府機関版クロスウォーク
「CERT-RMM 第 1.1 版：国家標準技術院出版物（NIST SP）クロスウォーク第 1 版」91
は、次に示す NIST SP との項目レベルでの関連付けを行っている。


NIST SP 800-18, Guide for Developing Security Plans for Federal Information
Systems：連邦政府情報システム用セキュリティ計画策定ガイド



NIST SP 800-30, Risk Management Guide for Information Technology
Systems：IT システム用リスクマネジメント・ガイド



NIST SP 800-34, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems：
連邦政府情報システム用不測事態計画立案ガイド



NIST SP 800-37, Guide for Applying the Risk Management Framework to
Federal Information Systems: A Security Life Cycle Approach：連邦政府情報シス
テムに対するリスクマネジメント・フレームワーク適用ガイド



NIST SP 800-39, Managing Information Security Risk: Organization, Mission,
and Information System View：情報セキュリティ・リスクのマネージング：組織、
ミッション及び情報システムの視点から



NIST SP 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information
Systems and Organizations：連邦政府情報システムと組織に対する推奨セキュリテ
ィ管理策



NIST SP 800-53A, Guide for Assessing the Security Controls in Federal
Information Systems and Organizations: Building Effective Security Assessment
Plans：連邦政府情報システムと組織のセキュリティ管理策評価ガイド：効果的なセ
キュリティ評価計画の構築



NIST SP 800-55, Performance Measurement Guide for Information Security：情
報セキュリティ成果測定ガイド



NIST SP 800-60, Guide for Mapping Types of Information and Information
Systems to Security Categories：情報及び情報システムのタイプとセキュリティ・
カテゴリのマッピング・ガイド

91

CERT Resilience Management Model (CERT-RMM) V1.1: NIST Special Publication Crosswalk
Version 1, November 2011、CMU/SEI、http://www.sei.cmu.edu/reports/11tn028.pdf
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NIST SP 800-61, Computer Security Incident Handling Guide：コンピュータ・
セキュリティ・インシデント取扱ガイド



NIST SP 800-70, National Checklist Program for IT Products— Guidelines for
Checklist Users and Developers：IT製品に対する国家チェックリスト・プログラム
－チェックリスト・ユーザーとデベロッパー用のガイドライン



NIST SP 800-137, Information Security Continuous Monitoring for Federal
Information Systems and Organizations：連邦政府情報システムと組織に対する情
報セキュリティ継続モニタリング

3.2.5

CERT－RMM による能力度レベルの測定

CERT－RMM の有用性を特徴づけるものの一つに、CMMI と同様の能力度レベルの測
定がある。能力度レベルは、プロセスの制度化（浸透化）又は体制づくりのレベルによっ
て表される。つまり、CERT－RMM の 26 のプロセスのうち、組織が利用したプロセスを
どの程度深く組織に浸透させたかについて、その能力をレベル 0（低）～レベル 3（高）
の 4 段階で示すものである。言うまでもなく、能力度レベルが高いほど組織のレジリエン
ス能力が高いことを意味する
以下に、CERT-RMM における能力度レベルの測定について解説するが、利用する用語
は現 CMMI92の用語に合わせた。
3.2.5.1

能力度レベル

能力度レベル（capability level）とは、一つのプロセス領域内（PA）におけるプロセス
能力達成の指標をいう。能力度レベルは、一つの PA に要求されたコンポーネント（固有
目標、共通目標）を目視可能かつ実証可能な方法で満たすことによって達成される93。
この能力度レベル 0～3 の定義は、表 3.2-4 のとおりである。レベルが高いほど、より安
定したプロセスが組織内に浸透化され、常に首尾一貫した結果をもたらし、かつ、ストレ
ス下にあってもサービス継続を維持することを示す。

92

開発のための CMMI®1.3 版、CMMI-DEV.V1.3、CMMI 成果物チーム、より良い製品とサービスを
開発するためのプロセス改善、2010 年 11 月、CMU/SEI、
http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/CMMI-DEV-V1.3-Japanese.pdf
93 CERT-RMM v1.0 の用語の解（Capability level）から。

3-29

表 3.2-4：能力度レベルの定義
レ ベ
レベル 0

レベル 1

ル

不十分
(Incomplete)

実施された
(Performed)

定


義

プロセス領域の一つ又はそれ以上の固有目標が達成され
ていない。



プロセスが不十分であり、組織に浸透されていない。



プロセスが実施されている。



プロセス領域の固有目標が満足されている。



期待されたプロセス作業成果物の作成に必要とされる作
業を支援し、容易にする。



改善を示すが、制度化されずに失われる。
改善は、より高い能力度レベル（すなわちレベル 2 及びレベ

ル 3）に移行することによってだけ維持及び持続される。
プロセスを支援するため、適切な基本インフラを備えたプロ
セスが実施されたことを示す。

レベル 2



プロセスは、統治されている。



プロセスは、ポリシーに従って計画され、実行されている。



プロセスは、適切な知略を備えたスキルのある人物を雇用

管理された
(Managed)

している。


プロセスは、関連するステークフォルダを参加させてい
る。



プロセスは、モニタ、管理及びレビューされている。



プロセスは、プロセス記述への順守が評価されている。
プロセス規範は、既存の慣行がストレスの間に維持されるこ

とを確実なものとする。


組織の一連の標準プロセスに適合した管理されたプロセ
スを示している。


レベル 3

定義された
(Defined)

組織のプロセス資産に対する作業成果物、測定、その他の
プロセス改善情報に貢献している。



レベル 2 の範囲と異なり、組織ユニットを横断するプロセ
ス資産への首尾一貫性を示している。

3.2.5.2



より厳格なプロセス記述となっている。



プロセス管理は積極的であり、反応的ではない。

能力度レベル達成条件

26 のプロセス領域（PA）は、各々が複数の固有目標（SG）と同目標に属する複数の固
有慣行（SP）から構成される。各 PA の全てに対して、同じ 3 つの共通目標（GG）と 13
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の共通慣行（GP）が割り当てられている。能力度レベルは、これら 13 の GP の達成状況
により、レベル 0～レベル 3 が表 3.2-5 のように与えられる（「○」は達成を意味する）。
表 3.2-5：能力度レベルの達成条件
共通目標(GG)

共通慣行(GP)

レベル
0

1

2

3

○

○

○

1 固有目標の達成

1 固有慣行の実施

2 管理されたプロ

1 プロセス・ガバナンスの確立

○

○

2 プロセスを計画

○

○

3 資源の提供

○

○

4 責任の付与

○

○

5 人の訓練

○

○

6 作業成果物コンフィギュレーションの管理

○

○

7 関連ステークフォルダの特定と参画

○

○

8 プロセスのモニタと統制

○

○

9 順守状況の客観的評価

○

○

10 上位経営陣による状況レビュー

○

○

セスの浸透

3 定義されたプロ
セスの浸透

3.2.5.3

1 定義されたプロセスの確立

○

2 改善情報の収集

○

共通目標と共通慣行の要約

共通目標（GG）と共通慣行（GP）は、組織が運用レジリエンス・マネジメント（ORM）
に対するプロセスの浸透化と能力成熟度を首尾よく改善するために利用される。これら
GG と GP は、前項で述べたように 3 つの目標と総計 13 の慣行から構成される。そして、
13 の GP は、組織の成果測定と履行確認だけでなく、組織の ORM プロセス実施状況とそ
の能力度レベルを示すものとなる。
表 3.2-6 に、これら 3 つの GG と 13 の共通慣行 GP の要約を示す94。ただし、同表は 26
の PA に普遍的な記述内容を示すものとなっている。実際に能力度レベルを測定する際に
は、当該 PA に特化した GG と GP の記述内容が各 PA の記述領域に準備されており、そ
れを利用することとなる。
なお、以下の同表における「当該 PA」の用語は、能力度レベル測定の対象となる PA を
示すものである。
表 3.2-6：3 つの共通目標（GG）及び 13 の共通慣行（GP）の要約
94

記述内容は、
「CERT® Resilience Management Mode, Version 1.0, Process Areas, Generic Goals and
Practices, and Glossary, May 2010, CERT/SEI」から関連箇所を抜粋要約したものである。
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GG1：固有目標の達成
ORM プロセスは、識別可能な入力作業成果物を変換して識別可能な出力作業成
果物を作成することにより、当該 PA の固有目標の達成を可能とする。
GG1.GP1：固有慣行の実施
当該 PA の固有目標を達成するため、当該 PA の固有慣行を実施する
ことにより作業成果物を作成し、サービスを提供すること。
GG2：管理されたプロセスの浸透
当該プロセスは、管理されたプロセスとして浸透されている。
GG2.GP1：プロセス・ガバナンスの確立
プロセスの計画立案と履行に係るガバナンスを確立し、持続するこ
と。
サブ慣行：
1.

運用レジリエンス活動に対するガバナンスを確立すること。

2.

運用レジリエンス活動に対する組織ポリシーの策定と公表を行
うこと。

GG2.GP2：プロセスを計画
プロセス実施のための計画を確立し、維持すること。
サブ慣行：
1.

プロセス実施計画を明らかにし、文書化すること。

2.

プロセス記述を明らかにし、文書化すること。

3.

関連するステークフォルダとともに計画をレビューし、合意を
得ること。

4.

必要に応じ計画を改定すること。

GG2.GP3：資源の提供
プロセスの実施、作業成果物の策定、及びプロセスからのサービス
提供に十分な資源を提供すること。
サブ慣行：
1.

プロセスにスタッフを充当すること。

2.

プロセスに資金を提供すること。

3.

プロセス実施に必要なツール、技法及び手法を提供すること。

GG2.GP4：責任の付与
プロセスの実施、作業成果物の策定、及びプロセスからのサービス
提供に係る責任と権限を付与すること。
サブ慣行：
1.

プロセス実施のための責任と権限を付与すること。

2.

プロセスに係る特定タスク実施のための責任と権限を付与する
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こと。
3.

責任と権限を与えられた者は、それを理解するとともに自発的
かつ受け入れ可能であることを確認すること。

GG2.GP5：人の訓練
必要に応じ、プロセスを実施又は支援する者を訓練すること。
サブ慣行：
1.

必要なプロセス・スキルを明らかにすること。

2.

利用可能な資源と彼らの現スキル・レベルに基づき、プロセス・
スキル・ギャップを明らかにすること。

3.

スキル・ギャップに対処するため、訓練機会を明らかにするこ
と。

4.

訓練を受けさせるとともに、必要に応じ訓練ニーズをレビュー
すること。

GG2.GP6：作業成果物コンフィギュレーションの管理
プロセスで指定された作業成果物を適切なレベルの管理下におくこ
と。
GG2.GP7：関連するステークフォルダの特定と参画
計画したとおり、プロセスに関連するステークフォルダを特定し、
参画させること。
サブ慣行：
1.

プロセスに関連するステークフォルダと彼らの適切な参画を明
らかにすること。

2.

これらのステークフォルダのリストを、計画立案者とプロセス
実施に責任を持つ者に伝達すること。

3.

計画されたとおり、関連するステークフォルダを参画させるこ
と。

GG2.GP8：プロセスのモニタと統制
プロセス実施計画に対するプロセスをモニタ及び管理するととも
に、適切な是正処置を行うこと。
サブ慣行：
1.

プロセス実施計画に対する実際の実施状況を測定すること。

2.

プロセス実施計画に対するプロセスの業績と結果をレビューす
ること。

3.

当該プロセスと問題の明確化に責任を持つマネージャが、当該
プロセスの活動、状況及び結果をレビューすること。

4.

プロセス実施行計画からの重大な隔たりの影響を明らかにし、
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評価すること。
5.

プロセス実施及び遂行する計画上の問題を明らかにすること。

6.

次の場合、是正処置を行うこと：要求事項と目的が満足されて
いない。問題が明らかになった。又は進捗がプロセス実施計画
から大幅に異なる

7.

是正処置を追跡し、終結すること。

GG2.GP9：順守状況の客観的評価
プロセスが、プロセス記述、標準及び手順を固守しているかを客観
的に評価し、非順守事項に対処すること。
GG2.GP10：上位経営陣による状況レビュー
プロセスの活動、状況及び結果について、上位レベルのマネージャ
と一緒にレビューし、問題を解決すること
GG3：定義されたプロセスの浸透
プロセスは定義されたプロセスとして浸透されている。
GG3.GP1：定義されたプロセスの確立
定義されたプロセス記述を確立・維持すること。
サブ慣行：
1.

組織の標準プロセスセットからのプロセスを対象とし、かつ、
組織の部門又は事業部門に最も良く適合するプロセスを選定す
ること。

2.

組織の適合化ガイドラインに従い、選定されたプロセスを適合
化することにより、明確なプロセスを確立すること。

3.

組織のプロセス目標が適切に取り組まれていることを確実にす
るとともに、プロセス・ガバナンスが適合化されたプロセスに
及ぶことを確実にすること。

4.

明確にされたプロセス及び適合化記録を文書化すること。

5.

明確にされたプロセスについて、必要に応じ、記述内容を改訂
すること。

GG3.GP2：改善情報の収集
プロセスに係る作業成果物、測定基準、測定結果及び改善情報を収
集すること。これらの情報は、プロセスの計画立案及び実施から導出
されたものであり、組織のプロセス及びプロセス資産に対する将来の
利用と改善を支援するものである。
サブ慣行：
1.

プロセス及び作業成果物測定結果を組織の測定結果リポジトリ
に保管すること。
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2.

組織のプロセス資産ライブラリーに含ませるため、文書を提出
すること。

3.

組織のプロセス資産ライブラリーに含ませるため、プロセスか
らの教訓を文書化すること。

4.

組織のプロセス資産に対する改善提案を行うこと。
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3.3

我が国におけるレジリエンス・マネジメントの導入について考察

ここでは、
先ず我が国においてレジリエンス・マネジメントが必要であることを述べる。
次いで、レジリエンス・マネジメントのツールとしての CERT-RMM の最適性を確認す
るため、CERT-RMM のクロスウォーク文書の利用による分析を行い、前述の必要性を十
分に満足することを述べる。その際、CERT-RMM の特長だけでなく、我が国で現在行わ
れている統合マネジメント・システムとの関係についても明らかにする。そして最後に結
論として、CERT-RMM の導入が適していることを簡明に示す。

3.3.1

レジリエンス・マネジメントの必要性

ここでは、我が国に焦点を当て、運用リスクの新たな特性であるレジリエンスに対する
マネジメント・システムの必要性を確認する。米国や英国におけるそれまでの国家重要イ
ンフラ防護に新たにレジリエンス要求が付加され、それに対するマネジメントが必要であ
ることは第 2 章で述べたとおりである。
以下は、重要インフラ防護、及び企業におけるレジリエンシー確立のため、英米と同様、
我が国にもレジリエンス・マネジメントが必要であることを示すものである。


リスクマネジメントに係る新たなリスク特性の出現とマネジメントの要求：9.11 以
降、米国の金融界は無論のこと、国家インフラ防護計画（NIPP）においてもリス
クマネジメントに係る新たな特性としてのレジリエンス対処が要求されている。こ
れは、国家の経済活動、社会活動、究極的には安全保障活動が、これまでの単なる
情報セキュリティ、事業継続や災害復旧を超え、混乱事象下での組織の最小必須ミ
ッションの継続及び混乱事象後の迅速な回復（つまり、レジリエンス）を求めてい
るからである。このようなレジリエンスの要求は、米国だけでなく、英国、オース
トラリア、ニュージーランド、カナダ、EU などでも行われている。このレジリエ
ンスの要求に的確に応えるためには、当然のことながら組織としてのレジリエン
ス・マネジメントが必要となる。



我が国におけるレジリエンス概念の普及状況：我が国においては、組織やシステム
に対する「レジリエンシー」の概念がほとんど普及されていない。とはいえ、東日
本大震災以降、事業継続、迅速な回復、強じん性、堅ろう化などの用語の利用が情
報セキュリティや防災分野の資料で多く見られるようになっている（「4 我が国の
レジリエンス要求事項及びマネジメントの現状」参照）
。これらは、運用リスクに係
る新たな特性としてのレジリエンスの必要性を無意識ながら認識しつつあることを
意味している。したがって、レジリエンス概念の普及、及びレジリエンスに的確に
対処するレジリエンス・マネジメントの必要性は時間の問題とも言える。
ついでながら、平成 22 年度内閣官房情報セキュリティセンター委託調査報告書
「サイバー攻撃動向等の環境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に
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関する調査」95では、これからの重要インフラ防護のあり方として「堅ろう化」に
着目しているが、
これはレジリエンスの必要性を認識したものである。残念ながら、
同調査報告書ではレジリエンスを「堅ろう化」と翻訳している。これは、レジリエ
ンスが本来的に意図している弾力性とはいささかかけ離れた堅固な物理的イメージ
を与えるものであり、適訳とはいえない。セキュリティを敢えて日本語（安全。保
安）に翻訳せずセキュリティと言っているように、堅ろう化や強じん性の翻訳用語
に代えて、レジリエンスの用語を利用すべきと思われる。レジリエンスの用語は、
セキュリティに次ぐ世界共通の用語であり、英国、オーストリア、カナダ、EU な
どでも利用されており、敢えて堅ろう化などの本来のレジリエンスとは若干異なる
意味合いの用語を利用すべきではないと思われる。


サイロ型マネジメント弊害対処：米国におけるレジリエンス・マネジメントの必要
性理由の一つに、組織におけるセキュリティや事業継続などのサイロ型マネジメン
トの弊害がある（具体的内容については、
「3.2.l CERT-RMM 開発の背景」を参照）。
このような弊害は、我が国においても例外ではない。昨今統合マネジメント・シス
テム（IMS）審査が脚光を浴びているが、正しくそのような弊害を打破し、経営シ
ステムの部分最適から全体最適への転換を意図したものである。組織において、限
られた資源で最大の効果をもたらすマネジメント手法があるなら、それを利用すべ
きであることに異論の余地はない。CERT-RMM はセキュリティ、事業継続及び IT
運用活動を収斂させたものであるが、このことによる利点は我が国における IMS
の利点を考えれば明らかである。



レジリエンス・マネジメント・システムの不在：残念ながら、レジリエンス・マネ
ジメント・システムに係る ISO22323（組織のレジリエンス）の制定プロジェクト
は 2012 年、様々な理由で削除された。したがって、現状では ISO 31000（リスク
マネジメント）
、ISO 27002（情報セキュリティ・マネジメント）
、ISO 22301（事
業継続マネジメント）、ISO 20000（IT サービス・マネジメント）などを駆使して
レジリエンス・マネジメントを実施しなければならないが、そう簡単にできるもの
ではない。
ASIS SPC.1-2009（組織のレジリエンス）は、ISO 22323 策定の基礎となったも
のであるが、基本的事項は網羅されているものの、実践的なマネジメント・システ
ムとは言い難い。表 3.3-1 は、この ASIS SPC.1-2009 と CERT-RMM の簡単な比
較を行ったものである。

95

サイバー攻撃動向等の環境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に関する調査報告書、
2011 年 3 月、NISC、http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/ken_honbun.pdf
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表 3.3-1：ASIS SPC.1-2009 と CERT-RMM の簡単な比較
比較項目
容

量

慣 行 数

ASIS SPC.1-2009

CERT-RMM

66 頁

1,056 頁

要求事項としての基本

26 のプロセス領域が示す慣行：固有目標(94)、

的慣行

固有慣行(251)、サブ慣行(約 1,000)
ISO 31000, ISO 20000, ISO 24762, ISO

参考文献

ISO 9001, ISO 14001,

27002, ISO 27005, ASIS SP.1-2009, BS

ISO 28000, ISO 27001

25999, PCIDSS, CMMI, FFIEC, NFPA,
NIST SP, CobiT
251 の固有慣行と参考文献の関連項目との対

クロスウォーク

なし。

能力度測定

なし。

4 つのレベルによるプロセスの浸透化の測定

測定基準

なし。

あり。

実 践 性

なし。

あり。

応づけ

（凡例：BS 25999：事業継続管理、CobiT：IT ガバナンスなど、CMMI：プロセス改善
成熟度モデル、FFIEC：金融機関などのリスクマネジメント･プロセス、PCI DSS：カー
ド不正利用防止、NFPA：緊急事態･事業継続、NIST SP：情報セキュリティ関連ガイド、
ASIS SP.1-2009：組織のレジリエンス、ISO 9001：品質マネジメント、ISO 14001：環境
マネジメント、ISO/IEC 27001：情報セキュリティ・マネジメント、ISO 28000：サプラ
イチェーン・リスクマネジメント、ISO 31000：リスクマネジメント、ISO/IEC 20000：
IT サービス・マネジメント、ISO 24762：IT 災害復旧、ISO 27002：情報セキュリティ・
マネジメント実践規範、ISO 27005：リスクマネジメント）
3.3.2

CERT-RMM の分析

ここでは、CERT-RMM の利用によるレジリエンス・マネジメント実施の適切性を検討
するため、CERT-RMM の特長を明らかにする。そのため、最初に CERT-RMM が公表し
ているクロスウォークを用いて、
既存の標準や規範との関係を明らかにする。
具体的には、
CERT-RMM が規定する固有慣行と現標準や規範の慣行との重複がどのようになっている
かを調査する。次いで、このような重複関係と我が国で現在運用されている統合マネジメ
ント・システムとの関係について明らかにするとともに、CERT-RMM の特長を考慮した
分析結果を結論としてまとめる。
3.3.2.1

固有慣行と既存標準や規範との関係

96を用いて、
ここでは、
CERT-RMM の
「慣行規範クロスウォーク商用版 1.1」
CERT-RMM

96

CERT® Resilience Management Model (RMM) v1.1: Code of Practice Crosswalk Commercial
Version 1.1, October 2011, SEI/CMU, http://www.sei.cmu.edu/reports/11tn012.pdf
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の固有慣行と商用として利用されている標準や規範などの慣行との対応関係を分析する。
そして、CERT-RMM 活動を行うに当たっては、情報セキュリティ、事業継続、IT 運用マ
ネジメントなどの様々な標準や規範を収斂させることが必要であることを確認する。
慣行規範クロスウォーク商用版の目的は、CERT-RMM の固有慣行と 12 の標準や規範
などの慣行との対応づけを明らかにし、レジリエンス活動に際して組織が熟知している既
存慣行や規範の利用を可能とするものである。それらの標準や規範は、それぞれの目的に
応じた慣行を規定していることから、他の標準や規範にない独自の慣行が主体となるが、
他標準や規範と類似した慣行及び重複している慣行も存在する。
表 3.3-2 は、情報セキュリティ（ISO/IEC 27002）及び事業継続（BS 25999）が規定す
る慣行について、レジリエンス活動（26 のプロセス領域）に必要な固有慣行との大まかな
関係付けを行うとともに、当該固有慣行に密接に係る他の主要な標準や規範をクロスウォ
ーク利用による分析の結果として記載したものである。
なお、表中の用語や記号の意味は次のとおりである。


「プロセス領域」
：CERT-RMM の 26 のプロセス領域の名称



「○」：プロセス領域の目標達成のための当該固有慣行の全てに BS 25999 又は
ISO/IEC 27002 の慣行が該当する。



「△」：プロセス領域の目標達成のための固有慣行の一部だけに BS 25999 又は
ISO/IEC 27002 の慣行が該当するか、又は一部だけ該当しない。



「－」
：プロセス領域の目標達成のための固有慣行の全てに BS 25999 又は ISO/IEC
27002 の慣行が該当しない。



「その他主要」
：BS 25999 及び ISO/IEC 27002 以外で、当該プロセス領域の目標
達成のための固有慣行の大部分に該当する標準や規格の名称を記載する。



「x/26」
：26 のプロセス領域中の「○」、
「△」又は「－」の数（ｘ）を示す。



標準/規範の略号：


BS 25999：事業継続管理の規範と仕様



ISO/IEC 27002：情報セキュリティ管理の規範



ISO/IEC 24762：情報通信技術災害復旧のガイドライン



ISO/IEC 20000：IT サービス・マネジメント



COBIT 4.1：IT ガバナンスの実践規範



FFIEC BCP HB：金融サービスの可用性確保のリスク管理



CMMI：製品やシステム開発のプロセス改善ガイドライン

表 3.3-2：クロスウォーク分析表（プロセス領域と関連主要標準・規範の対応づけ）
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BS 25999

ISO/IEC 27002

資産の定義と管理

△

△

ISO/IEC 24762

アクセス管理

－

○

COBIT 4.1

コミュニケーション

△

－

CMMI

コンプライアンス

－

△

ISO/IEC 24762

管理策管理

－

△

COBIT 4.1

環境管理

△

△

ISO/IEC 24762

エンタープライズ・フォーカス

△

△

COBIT 4.1

外部依存

△

△

ISO/IEC 24762

財務資源管理

－

－

COBIT 4.1

人的資源管理

－

△

COBIT 4.1

アイデンティティ管理

－

○

ISO/IEC 24762

インシデント管理と統制

△

△

ISO/IEC 24762

知識と情報の管理

△

○

COBIT 4.1

測定と分析

△

－

CMMI

モニタリング

－

△

CMMI

組織のプロセス定義

－

－

CMMI

組織のプロセス・フォーカス

－

△

CMMI

組織の訓練と意識向上

△

△

ISO/IEC 24762

人の管理

○

－

COBIT4.1

リスクマネジメント

○

△

ISO/IEC 24762

レジリエンス要求事項策定

－

△

CMMI

レジリエンス要求事項管理

△

△

ISO/IEC 20000

レジリエント技術解決策管理

－

△

COBIT4.1

サービス継続

○

△

FFIEC BCP HB

技術管理

△

△

ISO/IEC 24762

脆弱性分析と解決

－

△

ISO/IEC 24762

プロセス領域

その他主要

表 3.3-2 からは、次が明らかである。


セキュリティ（ISO/IEC 27002）に比べると、事業継続（BS 25999）のレジリエン
ス活動に対する貢献の度合いは低く、限定される：
「○」が 3/26、
「△」が 11/26 及
び「－」が 12/26 である。



相対的には、セキュリティ（ISO/IEC 27002）の方がレジリエンス活動への貢献度
が高い：
「○」が 3/26、
「△」が 18/26 及び「－」が 5/26 である。
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事業継続及びセキュリティだけでレジリエンスを確保することは困難である：両者
を相互補完させたとしても、
「○」が 6/26、
「△」が 18/26 及び「－」が 2/26 であ
る。



事業継続及びセキュリティ両者とも「－」の 2 箇所のについては、CMMI や COBIT
4.1 で対応できる。また、18 箇所の「△」については、CMMI や COBIT 4.1 を含
む他の標準や規範の利用が必要となる。

上記の分析結果から、ISO/IEC 27002 及び BS 25999 の他に、IT 運用に係る COBIT 4.1
や ISO/IEC 20000、
災害復旧に係る ISO/IEC 24762、運用継続のための FFIEC BCP HB、
及びレジリエンス活動の改善のための CMMI の複数の標準や規範が、レジリエンス活動
を効果的かつ効率的に実施する上で必要であると言える。
また、
「慣行規範クロスウォーク商用版 1.1」は、CERT-RMM の個々の固有慣行及びそ
のサブ慣行に対する個々の標準や規範の項目番号（大項目、中項目及び小項目）との対応
づけとなっているが、標準や規範に含まれる項目番号の全てがクロスウォーク対応づけの
対象となっているわけでなく、対応づけの対象外となっている項目番号もある。下記はそ
の例である。


ISO/IEC 27002:2005 関連：
「9.1.3 オフィス、部屋及び施設のセキュリティ」
、
「9.1.4
外部及び環境の脅威からの保護」、「9.1.5 セキュリティを保つべき領域での作業」、
「10.8.3 配送中の物理的媒体」など



COBIT 4.1 関連：
「AI5.2 サービス・プロバイダーとの契約の管理」、
「PO5.2 IT 予
算内での優先順位の決定」
、
「PO8.2 IT 標準及び品質の実践基準」など

3.3.2.2

統合マネジメント・システムと CERT-RMM の関係

我が国で現在運用されている統合マネジメント・システム（IMS）は、ISO 9001（品質
マネジメント・システム）
、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ・マネジメント・システム
（ISMS）
）
、ISO/IEC 20000（IT サービス・マネジメント・システム）など、いくつかの
ISO を統合し、会社として 1 つのマネジメント・システムを構築・維持することで全体最
適化を図るとともに、資源の削減につながる効率性を備えたものである。組織が、審査機
関である財団法人日本品質保証機構（JQA）の審査を受け、そのパフォーマンスの有効性
が認められると、IMS 運用証明書が与えられる。
事業継続マネジメント・システムの BS 25999 が ISO 22301 として制定されたことに伴
い、将来的にはこの ISO と他の ISO（例：ISO/IEC 27001）との IMS も考えられる。
仮に、ISO の 22301（事業継続）
、27001（セキュリティ）及び 20000（IT サービス）
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の 3 標準を統合した IMS を構築した場合、CERT-RMM に置き換えることができるであろ
うか？答えは「否」である。確かに、
「3.2.2 CERT-RMM の概要」において「CERT-RMM
は、セキュリティ、事業継続及び IT 運用マネジメントなどのレジリエンスに係る諸活動
を収斂させ、単一のモデルとして確立したものである」と述べた。これは「3 つの標準だ
けで CERT-RMM の 251 の全ての固有慣行を満たすことができる」ことを意味するもので
はない。これら以外の標準や規範からの慣行も必要であることについては、前項「3.3.2.1
固有慣行と既存標準や規範との関係」で述べたとおりである。
重要なことは、これら 3 つの ISO を統合した IMS は、それらに共通する慣行を 1 つに
まとめたことにより、マネジメント、経費削減、業務上及び運用上のメリットが得られる
ことは確実であるが、レジリエンス要求を満足するマネジメント・システムにはなり得な
いということである。
我が国で現在実施されている複数の ISO を統合した IMS は、関連する全ての慣行間の
重複を考慮し、それらを統合しただけである。CERT-RMM の場合は、それら複数の ISO
及びその他の標準や規範から必要な慣行だけを利用するものであって、全ての慣行を網羅
するものではない。つまり、レジリエンスに向けて必要な慣行を集めたもの、又はレジリ
エンスという焦点で様々な標準や規範から必要な慣行を集めたものともいえる。その根本
的理由は、レジリエンス活動に必要な様々な固有目標を満たすための固有慣行の性格にあ
る。そもそも、CERT-RMM は「何をなすべきかを問う（What）
」プロセス改善アプロー
チであり、IMS のような「どのようにすべきか（How）」の慣行指向アプローチではなく、
また成熟度レベルの評価が行えるようにもなっているものなのである。
逆 に 、 こ の こ と から 言え る こ と は 、 CERT-RMM を 採 用 し た とし て も 「 ISO/IEC
27002:2005 や COBIT 4.1 などに示される管理策の全てがカバーされるわけではない」と
いうことである。例えば組織が ISMS 認証を取得する場合、CERT-RMM の全 26 プロセ
ス領域を採用したとしても、ISMS 適合性評価制度97による認証が得られる訳ではない。
したがって、ISMS や BCMS98の認証取得を CERT-RMM により代替することは困難で
あると思われる。むしろ、それら認証取得とは別に CERT-RMM を実施する場合、それら
認証取得で利用している管理策を CERT-RMM のプロセス領域における固有目標達成のた
めの管理策として利用する方が良い。つまり、CERT-RMM を ISMS や BCMS の上位に
位置させ、管理策を ISMS 又は BCMS の都合の良いいずれか一方に割り当てる方が、組
織としては資源の効率配分の上で得策と言える（
「1.3.4 レジリエンスとコーポレート・ガ
バナンスの関係」を参照）
。
97

情報セキュリティ・マネジメント・システム適合性評価制度。2012 年現在、26 の ISMS 認証機関が
あり、約 4200 組織がこの認証を取得している（http://www.isms.jipdec.jp/isms.html）
。
98 事業継続マネジメント・システム適合性評価制度。2012 年現在、6 つの BCMS 認証機関があり、36
組織がこの認証を取得している（http://www.isms.jipdec.jp/bcms.html）
。
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CERT-RMM の特長

3.3.2.3

表 3.3-3 は、前述までの CERT-RMM の内容に基づき、その特長をまとめて示ものであ
る。CERT-RMM は、レジリエンス活動のため、単に何らかの標準や規範に規定される慣
行を実施するものではないことに注目していただきたい。
表 3.3-3：CERT-RMM の特長
項

目

特

長

関連記述箇所

CERT-RMM は、運用リスクに係る新たな特性であ
レジリエン ス
対処

るレジリエンスをマネジメントするものである。現

3.3.1 レ ジ リ エ ン

在この種マネジメント・システムとしては ASIS

ス・マネジメント

SPC.1-2009（組織のレジリエンス）があるが、その

の必要性

利用に当たっての実践性に乏しい。
プロセス・ ア
プローチ

CERT-RMM は、プロセス・アプローチを用いてお
り、慣行ベースの現行マネジメント・システムに比
べ多くの利点を有する。

3.2.4.1

プ ロ セ

ス・アプローチ

組織が CERT-RMM を利用する場合、26 のプロセ
部分的利用

ス領域（PA）の全てに取り組む必要はない。当該組

3.2.4.2 プ ロ セ ス

織にとって最も関心のある領域（例：リスク・マネ

領域

ジメント）を選定し、取り組むこともできる。
CERT-RMM は、固有慣行の具体化として、組織に
既存の標準 や
規範の利用

熟知されている既存の標準や規範を利用できる。こ

3.2.4.4 固 有 慣 行

のことは、ISMS、BCMS などに精通している組織に

と標準や規範との

おける導入の容易性を示すものであり、既存慣行に

対応づけ

熟知しているメリットの活用を図ることができる。
能力度レベ ル
の測定

3.3.3

CERT-RMM は、共通目標及び共通慣行を尺度とし

3.2.5 CERT-RMM

た組織におけるレジリエンス・マネジメントの浸透

による能力度レベ

化の程度を 4 段階のレベルで測定する。

ルの測定

結論

結論として、我が国における CERT-RMM の導入は極めて適切なものと思われる。
レジリエンス・マネジメントは、世界的に見るとテロ攻撃や自然災害などから国民の社
会生活、国家の経済活動や安全保障活動に影響を及ぼさないためのインフラ活動の持続能
力の確保のため、より身近では企業における社会的責任（CSR）やステークフォルダに対
する責任を果たすため、欧米諸国で国家的に取り組まれつつある。さらに、グローバル経

3-43

済社会や IT 社会、インフラ間の相互依存性、そしてサプライチェーンが密接に係るイン
フラの依存性の状況は、このようなマネジメント要求をさらに押し上げるものとなってい
る。現在、レジリエンス・マネジメントに対する実践的標準がない状態において、
CERT-RMM の特長を考慮するまでもなく、それに対する期待は大きいといえる。
我が国では、東日本大震災以降、このレジリエンス・マネジメントの要求が高まりつつ
ある。幸いなことに、我が国では情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）
や事業継続マネジメント・システム（BCMS）が普及していることから、これら熟知され
た慣行を利用できる CERT-RMM の導入は極めて容易であると判断される。我が国に昨今
注目を浴びせている統合マネジメント・システム（IMS）との関係については「3.3.2.2 統
合マネジメント・システムと CERT-RMM の関係」で詳述したとおりである。将来的にセ
キュリティ、事業継続及び IT 運用の 3 つのマネジメント・システムの IMS を構築し、組
織がこれを実施する場合も十分考えられる。そのような IMS の構築に際しては、
CERT-RMM の位置づけをそれら IMS の上位に位置させることにより、つまり情報セキュ
リティ・ガバナンスや IT ガバナンスなどの上にレジリエンス・ガバナンスを位置づける
ことにより吻合が図られると判断される。
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4 我が国のレジリエンス要求事項及びマネジメントの現状
端的にいえば、我が国の重要インフラ防護におけるレジリエンスに係る特徴は次のとお
りである。


レジリエンスの概念がないこと：サイバー脅威や自然災害を含む様々な災害（全災
害）を被っても、組織の運用限界を超えない混乱下であれば、組織のミッション遂
行継続を可能とする態勢、つまりレジリエンスの概念がない。堅ろう性や強靭性な
どのレジリエンスの翻訳語がわずかながら極一部の出版物で見られる程度である。
我が国では、官が公表する文書において「レジリエンス」の用語は利用されていな
い。とはいえ、レジリエンスに関連する要求をしていないわけではない。例えば、
後述する電気通信事業法においては、米、英及び豪の各国が提唱しているレジリエ
ンス要求そのものと置き換えてもおかしくない条文がある。問題は、このように各
業法にレジリエンスに係る要求事項があるものの、他のセクター（事業者）との連
携がないこと、監督機関が縦割りであり重要インフラ関連の事業者を横断する連携
がないこと、官と民間事業者とのパートナーシップがないことなど、レジリエント
な国家としての態をなしていないことである。



情報セキュリティ、事業継続及び防災との関係が疎結合であること：情報セキュリ
ティ、事業継続及び防災とも、お互いに何らかの関係や必要性を認めつつも、全災
害への連携を密にした共同的対処に至っていない。情報セキュリティと防災とは完
全に独立であり、事業継続を介して疎結合状態に置かれている。



これらの現状は、
国際的に見て著しく遅れたものとなっている：米国は無論のこと、
英国、オーストラリアなどは、防護活動からレジリエンス活動へと既に移行してい
る。



したがって、レジリエンス要求は無論のこと、レジリエンス・マネジメントについ
ては、その必要性だけでなく名称さえも話題にされていない：官民間レベルにおけ
るレジリエンスの取り組みは、東日本大震災後に雨後の竹の子の如く随所で開始さ
れたが、調査研究又は啓蒙段階であり、組織への反映に至るほどの成果は出されて
いない。唯一、後述の IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が 2012 年 5 月に発
表した「事業継続のための高回復力システム基盤導入ガイド」にレジリエンスを垣
間見ることができる。

以下に、我が国のレジリエンス要求事項及びマネジメントの現状を明らかにするため、
我が国における重要インフラ防護の実態、重要インフラ防護に係る情報セキュリティ、事
業継続及び防災との関係、並びにレジリエンスを目指す様々な取り組みを紹介するととも
に、併せてそれらについての筆者の所見を述べ、最後に我が国におけるレジリエンスの現
状をまとめる。
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4.1

重要インフラ防護の実態

ここでは、欧米諸国が重要インフラ防護にレジリエンス要求を加えている現状と比べ、
我が国の重要インフラ防護の実態を把握する。先ず、我が国の重要インフラ防護関連計画
にレジリエンスの要素が組み込まれているか否かを調べる。次いで、重要インフラのレジ
リエンスと密接な係わりがある事業継続及び防災に対する取り組みがどうなっているのか
を明らかにする。そして最後に、それら調査結果に基づき、我が国における重要インフラ
防護をレジリエンスの観点から総括する。

4.1.1

重要インフラ防護の概要

我が国における重要インフラ防護の概要として、重要インフラ防護の定義、重要インフ
ラ分野と防護対象、重要インフラ分野計画の策定、及び対象とする脅威について述べると
ともに、参考として電気通信事業法の中から重要インフラ防護に関連すると思われる内容
を抜粋して示す。
(1) 重要インフラ防護の定義
我が国における重要インフラの定義は「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第2
次行動計画」99（以下「第2次行動計画」という。）に示されており、「他に代替すること
が著しく困難なサービスを提供する事業が形成する国民生活及び社会経済活動の基盤であ
り、その機能が停止、低下又は利用不可能な状態に陥った場合に、我が国の国民生活又は
社会経済活動に多大なる影響を及ぼすおそれが生じるもの」となっている。
この定義は、本調査研究報告書「1.2.1 重要インフラ防護の定義」の「表1.2-1 各国の重
要インフラの定義」で述べたとおり、諸外国間に防護目的に若干の相違（安全保障の有無）
があるものの、重要インフラ防護に係る本質的な定義は同じである。
(2) 重要インフラ分野と防護対象
第2次行動計画における重要インフラ防護対象は、情報通信、金融、航空、鉄道、電力、
ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む。）、医療、水道及び物流の10分野とな
っている。しかしながら、実際の防護対象は、これら10分野に属する事業者を営む者のう
ち、第2次行動計画の別紙第1に示された「対象となる重要インフラ事業者等」に指定され
た者及びこれらの者から構成される団体となる。そして、さらに防護対象は絞られ、対象
となる事業者等が運用する「重要システム」となる。例えば、航空分野で対象となる重要
インフラ事業者等は主たる定期航空運送事業者及び国土交通省（航空管制・気象）であり、
対象となる重要システムは運行、予約・搭乗、整備、貨物、航空管制及び気象の各システ

99

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画、
「安心があたりまえ」
、～誰もが安心で
きる社会基盤に～、2012 年 4 月 26 日改定、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt2-2.pdf
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ムとなる。この対象となる重要インフラ事業者等の見直しは、行動計画の見直しに合わせ、
事業環境の変化及びITへの依存度の進展当を踏まえて行われる。また、対象となる重要シ
ステムの詳細については、IT障害やその他の影響を踏まえ、重要インフラ事業者等におい
て定められる。
つまり、我が国における重要インフラ防護は、重要システムのIT障害に対する防護にそ
の範囲が絞られており、諸外国の重要インフラ防護範囲に比べ著しく狭いものとなってい
る。我が国の重要インフラ防護の対象がIT障害であることは、2005年12月に実施された情
報セキュリティ政策会議決定100における目的と範囲に「重要インフラの各事業において発
生する障害（サービスの停止や機能の低下等）のうちITの機能不全が引き起こすもの（以
下「IT障害」という。
）
」と明示されている。
(3) 重要インフラ分野計画の策定
我が国の重要インフラ防護については、IT障害に特化した第2次行動計画の他にも、例え
ば電気通信事業法など、いわゆる業法による所管省庁の監督・規制がある。第2次行動計画
は、この業法との整合を図りつつ、重要インフラ事業者等が自主的に取り組むための共通
の行動計画の性格を持っている。また、業法や国民からの期待に応えるべく事業者団体等
が定める業界横断的な業界標準やガイドライン、及び事業者自らが定める内規などがあり、
これらとの間の整合も必要となる。これらとの整合を図りつつ、IT障害（情報セキュリテ
ィ対策に特化したもの）に焦点を当て、各事業者が基準又は参考にするものとして公表さ
れているのが「安全基準等」である（この細部については「4.1.2.3重要インフラ安全基準
等策定にあたっての指針」で述べる）
。この安全基準は、重要インフラ分野を横断的に俯瞰
し、必要度の高い項目について記載したものとなっている。したがって、各重要インフラ
分野は、安全基準等を事業態様に照らし合わせ取捨選択、追加するなどを行い、当該イン
フラ分野独自の安全基準等の策定が必要となる。この安全基準等における「重要インフラ
事業者等の役割」の項においては「それぞれの対策を担うべき主体が不明確にならないよ
う、所管省庁が担うべき役割、分野全体として担うべき役割、個別の重要インフラ事業者
等の担うべき役割を規定するべきである」と規定されている。
しかしながら、この分野別安全基準等の実態は、文字通り分野別の安全基準等（すなわ
ち、ガイドライン）であり、英米におけるセクター計画とは異なる。我が国におけるその
ような計画は公表されていず、その存在の有無さえ不明である（おそらく、存在しないと
思われる）。英米等の重要インフラ防護におけるセクター計画は、所管省庁がセクター内
の重要インフラ事業者と協同で策定することとされている。そして、セクターを横断して
実施する順守事項、目標の設定、リスクマネジメント手法、測定基準、成果報告などを規
定している。
100

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画、2005.12、情報セキュリティ政策会議決定、
http://www.nisc.go.jp/about/organize.html
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保護を要する情報が公表されないのは当然のことながら、英国ではセクター計画の要約
版が公表されている（
「2.2.4 セクター計画（要約版：重要インフラ・セクター・レジリエ
ンス計画）
」を参照）
。また、米国では国土安全保障省のウェブサイトに18分野のセクター
計画が公表されている（
「2.1.4 セクター計画（防衛企業基盤セクター計画）を参照）。これ
ら英米の姿勢は、一元化された重要インフラ防護国家計画に基づき、各セクターが所有す
るインフラの防護を、相互依存関係にある他のセクターと協調しつつ、かつ、他のセクタ
ーのベストプラクティスを参考にしつつ、取り組むことを可能にしている。
(4) 対象とする脅威
第 2 次行動計画において「IT 脅威を引き起こす脅威の例」として、次の 4 項目が示され
ている。サイバー脅威及び自然災害を脅威とする考えは、諸外国と同じである。


サイバー攻撃をはじめとする意図的要因：分野横断的に多発するサービス不能攻撃、
不正侵入、重要情報の搾取など



非意図的要因：大規模な操作・設定ミス、プログラム上の欠陥（バグ）
、メンテナン
ス不備が予想される社会環境変化や制度改正（西暦 2000 年問題、暗号の危殆化、
IPv6 への移行）など



災害や疾病：大規模な地震、水害（例：首都圏直下型地震、荒川の氾濫）による電
力設備、通信設備、水道設備、コンピュータ施設の損壊など



他分野の障害から波及：大規模な電力供給、通信、水道供給の途絶など(相互依存性
解析の成果で判明しているもの)（第 1 次行動計画にはない)

(5) 業法の例
電気通信事業法（昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号。最終改正：平成 23 年 6 月 24 日
法律第 74 号）101の「第一節 総則（重要通信の確保）
」は、次のように定めている。
（重要通信の確保）
第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれが
あるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の
維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わねばならない。公共の利益
のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、
同様とする。
2

前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準

に従い、電気通信事業の一部を停止することができる。
101電気通信事業法、昭和

59 年 12 月 25 日法律第 86 号。最終改正：平成 23 年 6 月 24 日法律第 74 号、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
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3

電気通信事業者は、第一項に規定する通信（以下「重要通信」という。）の円滑な実施

を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気
通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的
な取り扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
また、同法の「第二十九条の業務改善命令の第三項」では、次のように定めている。
（業務の改善命令）
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、電気通信
事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務
の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
上記は、業法がインフラ防護に密接に係る性格であることを如実に物語るものである。
総務省は、重要インフラ防護の情報通信分野における所管省庁であり、重要インフラ防護
国家計画の一元的な統制の下、業法や参考とする実施基準などに基づき分野別重要インフ
ラ防護計画を策定すべきである（他の所管省庁も同じ）
。

4.1.2

重要インフラ防護への取り組み（計画とガイドライン）

前項で述べた我が国の重要インフラ防護の定義は、諸外国のものとほぼ同じである。そ
して、重要インフラ防護が本来的に取り組むべき内容は、サイバーセキュリティ、事業継
続、災害復旧などである。ところが、我が国の重要インフラ防護は、2000 年 12 月の情報
セキュリティ対策推進会議決定以来、サイバーセキュリティを主に取り組んできた経緯が
ある。事業継続への取り組みは東日本大震災以降脚光を浴びるようになってきたが、災害
復旧については別途の防災計画に委ねられている。我が国の重要インフラ防護に係る行動
計画は 2005 年の第 1 次計画を経て、現在は 2012 年の第 2 次行動計画となっている。両
計画においても当然のことながら事業継続に触れており、その用語「事業継続」の利用件
数は、前者が 3 件で後者が 19 件と大幅に増加している。この増加の原因が東日本大震災
の影響によるものであることは明らかであり、第 2 次行動計画においてもその旨明記され
ている。しかしながら、単に事業継続が盛り込まれていれば良いというものではない。サ
イバーセキュリティ・リスクと事業継続計画策定時における事業影響分析結果としてのリ
スクの対応にあたり、組織としての整合や優先順位づけは当然必要となる。それを統制す
るのがレジリエンス・マネジメントなのである。
以下に、このようなことを念頭に、国家計画としての重要インフラ防護に係る第 1 次行
動計画及び第 2 次行動計画、並びにガイドラインとしての安全基準等策定にあたっての指
針について、目的及び事業継続と防災関連防災記述内容（関連箇所を抜粋要約して記述）
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を示すとともに、諸外国の重要インフラ防護及び同防護に必要とされているレジリエンス
の観点からの所見を述べる。
重要インフラの情報セキュリティに係る第 1 次行動計画

4.1.2.1

重要インフラ防護に係る我が国の国家レベルの計画としては 2005 年 12 月 13 日付で、
2000 年 12 月 15 日付けの情報セキュリティ対策推進会議決定「重要インフラのサイバー
対策に係る特別行動計画」が廃止され、情報セキュリティ政策会議決定「重要インフラの
情報セキュリティ対策に係る行動計画」102が公表された（現在では、後述の第 2 次計画の
公表に伴い、第 1 次行動計画と呼称されている）
。
表 4.1-1 は、第 1 次行動計画の目的、事業継続及び防災関連記述内容の要約、並びにレ
ジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.1-1：重要インフラの情報セキュリティに係る第 1 次行動計画の要点
項

目

目

的

概

要

重要インフラの各事業において発生する障害（サービスの停止や機能の低下
等）のうち IT の機能不全が引き起こすもの（以下「IT 障害」という。
）から国
民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼさないよう重要インフラを防護し、
重要インフラ事業者等の事業継続への取組みを強化するための取ることが望ま
しい重要インフラ事業者等の自主的な対策について示すとともに、重要インフ
ラ事業者等のサービスの維持及び IT 障害発生時の迅速な復旧等の確保を図る
ため、内閣官房を中心とした政府及び各重要インフラ分野において実施するこ
とが望ましい施策を既存の法令、防災計画等の枠組み等との整合を図りつつ具
体化することにより、官民の緊密な連携の下、重要インフラの情報セキュリテ
ィ対策を強化することにある。

事業継続 

相互依存性解析の結果により、重要インフラの情報セキュリティ向上に関

との係り

して次のような効果が期待される。
① より実効性の高い事業継続計画（BCP）策定に必要な基礎資料の提供
② 大規模災害発生時に、復旧優先順位を決定する基礎資料の提供
③ IT 障害の被害拡大のための、重要インフラ分野間の連携対処のための基
盤提供


相互依存性解析結果は、重要インフラ事業者等の「安全基準等」策定･見直
し、事業計画策定時の意思決定、及び重要インフラ所管省庁の政策・検査
などに反映する。

防災との

防災計画との係りに関しては、十の事業分野のうち電力だけが「政府への既

102 重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画、2005.12.13、情報セキュリティ政策会議決定、

http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt.pdf
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項

目

係り

概

要

存の連絡体制」の中で、政府に連絡することを次のように述べている。
「重要イ
ンフラ事業者等→政府：防災業務計画及び電気関係報告規則に基づく、発電所
事故等に関する経済産業大臣への連絡」

所

見

事業継続計画そのものは、行動計画に含まれていない。重要インフラ事業者
が取り組む事業継続計画に対する関連情報の提供に止めている。また、防災に
ついては、単に所管省庁に対する事故等の報告だけである。
重要インフラの情報セキュリティに係る第 2 次行動計画

4.1.2.2

2012 年 4 月に発表された
「重要インフラの情報セキュリティに係る第 2 次行動計画 「安
心があたりまえ」 ～誰もが安心できる社会基盤に～」103は、東日本大震災の経験を踏ま
え 19 件の「事業継続」用語が散見されるが、防災については皆無である。
表 4.1-2 は、第 2 次行動計画の目的、事業継続及び防災関連記述内容の要約、並びにレ
ジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.1-2：重要インフラの情報セキュリティに係る第 2 次行動計画の要点
項

目

目

的

概

要

重要インフラ防護に責任を有する政府と重要インフラ事業者等が自主的な取
り組みを進めるにあたっての共通の行動計画を示すこと。

事業継続 

IT 障害発生時の事業継続等への対応ための分野間相互依存性の解析、及び

との係り

具体的なシナリオに基づく分野横断的演習を実施する。


事業継続性の確保には、業法に加え、それと整合を図った重要インフラ事
業者等の自主的な取り組みを充実する。



重要インフラ事業者等は、自らの重要インフラサービスの安定的供給と事
業継続性を確保するとともに、自らの IT 障害が他の事業者等の事業継続
性確保への脅威となる可能性に留意する。



重要インフラ分野において事業継続及び国民の信頼に応えるとの観点か
ら、分野毎の安全基準等の策定・改定を行う。



東日本大震災時の事業継続計画実施の経験を踏まえ、行動計画の見直しを
実施する。



事業継続計画においては、情報セキュリティ上のリスクを十分想定する必
要性がある。



事業継続計画に関する国際規格化の進展状況等を踏まえつつ、分野横断的

103

重要インフラの情報セキュリティに係る第 2 次行動計画、
「安心があたりまえ」
、～誰もが安心できる
社会基盤に～、2012.4.26、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt2-2.pdf
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項

目

概

要

な観点からも実効的であるかを検証できるように指針の内容を充実させ
る。


より実効性の高い事業継続計画策定に必要な基礎資料を提供する。



重要インフラ事業者等の早期復旧手順や事業継続計画などについても、各
分野が任意に検討できる事項として演習シナリオに組み込む。



内閣官房の施策として、重要インフラの事業継続計画整備等の基礎資料と
して共有分析結果を提供する。



内閣官房の施策として、IT 障害発生時の早期復旧手順・事業継続計画の
検討の状況把握等を実施し、その結果を演習参加者等に提供する。



共通脅威分析の結果として提供される基礎情報の事業継続計画等への活用
を図る。



「分野横断的演習」に期待される成果は、重要インフラ事業者等の IT 障
害発生時の早期復旧手順、事業継続計画の検証などに貢献するものである
（演習で得られた知見を現実の IT 障害発生時の事業継続、早期復旧活動
に効果的に活用）。

防災との

なし（
「防災」
、
「災害復旧」及び「自然災害」の用語なし）。

係り
所

見

東日本大震災の経験を踏まえ、重要インフラ事業者等の事業継続計画に係る
記述が 19 件となっている。とはいえ、それらは事業継続計画の内容に直接言
及するものではない。結果的に、本計画においても情報セキュリティ活動と事
業継続活動とを分けて考えており、両活動が密接に係ると認識しつつも、事業
継続計画を重要インフラ防護の範囲外に位置づけている。
また、東日本大震災の経験を踏まえ「IT 障害発生時の迅速な復旧」について
は随所に見られるが（29 箇所）、
「防災計画」との関係については何ら触れてい
ないのは奇異な感じである。

4.1.2.3

重要インフラ安全基準等策定にあたっての指針

情報セキュリティ政策会議が 2010 年 5 月に公表した「重要インフラにおける情報セキ
ュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針」104は、国民生活や社会経済活
動の基盤となっている重要インフラを対象に、IT 化の進展や相互の依存関係の増大に伴う
IT 障害（重要インフラサービスにおいて発生する障害のうち、IT 機能不全が引き起こす
もの）を対象としている。この指針は、重要インフラ分野を横断的に俯瞰し、事業分野又
は事業者が取り組むことを期待する内容となっている。
各事業分野は、
事業の態様に応じ、
104

重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針、2010.5.11、
情報セキュリティ政策会議、http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_pl09.pdf
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安全基準等に対する追加・削除を行い、適切な情報セキュリティ対策を講ずることとされ
ている。
表 4.1-3 は、安全基準等策定にあたっての指針の目的、事業継続及び防災関連記述内容
の要約、並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.1-3：安全基準等策定にあたっての指針の要点
項

目

目

的

概

要

それぞれの事業分野の特性に応じた必要又は望ましい情報セキュリティ対策
の水準を「安全基準等」という形で明示すること（個々の事業者は、重要イン
フラの担い手としての意識に基づく自主的な取り組みのもと、「安全基準等」
を満たすべく努力し、また満たしているか否かを自ら検証する）。

事業継続 
との係り

ねらいは、事業継続性の確保である。



事業継続性に密接に関連する IT 障害を対象とする。



各重要インフラ分野の特性に応じた IT 障害による事業継続性を考慮する。



事業継続性確保のための IT 障害に係る個別対策（未然防止、早期発見、
発生時の拡大防止や迅速回復）を行う。



事業継続計画との整合性を考慮する（顕在化する可能性が高い IT 障害の
計画への組み入れ、相互依存関係にある重要インフラ分野間におけるリス
クコミュニケーション105の実施）
。



事業継続性確保のため、委託先と連携した情報セキュリティ・レベルの向
上を考慮する。



重要インフラ事業者等における事業継続計画の浸透及び事業継続計画の国
際標準制定により、本指針の継続的改善を行う。



事業継続性確保に重要インフラ間の相互依存性や共通脅威が重要であるこ
とから、それらの分析結果を本指針の見直し基礎資料とする。

防災との
係り
所

なし（
「防災」
、
「災害復旧」及び「自然災害」の用語なし）。ただし、次項の
対策編では、防災との係わりが考慮されている。

見

事業継続計画の重要性を意識した指針となっているが（14 箇所で「事業継続」
の用語を利用）
、前記第 1 次及び第 2 次行動計画同様、事業継続計画の内容に
直接踏み込むものではない。唯一「事業継続計画との整合性」に触れている事
に若干の期待が持てる。

4.1.2.4

重要インフラ安全基準等策定にあたっての指針（対策編）

情報セキュリティ政策会議が 2010 年 7 月に公表した「重要インフラにおける情報セキ
105

リスクコミュニケーション：社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市
民などのステークホルダである関係主体間で共有し、相互に意思疎通を図ることをいう。
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ュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針（第 3 版）対策編」106は、前項
の指針をより有用なものとするため、対策項目の具体例を記載したものである。
表 4.1-4 は、安全基準等策定にあたっての指針（対策編）の目的、事業継続及び防災関
連記述内容の要約、並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.1-4：安全基準等策定にあたっての指針(対策編)の要点
項

目

目

的

概

要

安全基準等策定にあたっての指針をより有用なものとするため、指針本編の
各対策項目の具体例を記載する。

事業継続 

事業継続性確保のための個別対策の実施：IT 障害を未然に防止するための

との係り

措置、IT 障害の発生を早期発見するための措置、及び IT 障害が発生した
場合の拡大防止や迅速復旧のための措置が明示されるべきである。その際、
新型インフルエンザ等、社会全体で対応が望まれる脅威についても考慮さ
れるべきである（未然防止措置、早期発見のための措置及び拡大防止・早
期復旧のための措置）


事業継続計画との整合性の確保：事業継続計画が策定される場合には、顕
在化する可能性が高い IT 障害として様々なケースを想定して事業継続計
画に組み入れるとともに、適宜点検し、必要に応じ対策の改善を行うべき
である。その際、相互依存関係にある重要インフラ分野間（情報通信、電
力、水道分野等と他分野との間）において、リスクコミュニケーション等
の連絡・連携に平時より努めるべきである（事業継続計画の実施優先順位
と判断基準と実施基準の明確化、及び定期的見直し）。

防災との 

施設と環境：入退出の管理や安全区域の確保、停電時、断水時の対応等情

係り

報システムの設置・運用に係る施設や環境面での対策が明示されるべきで
ある（電力供給の途絶・通信の途絶・水道供給の途絶への対応）。


電子計算機：電子計算機の設置時おける防災対策が明示されるべきである
（設備の転倒防止等対策・防火対策・落雷対策・防水対策、監視設備・警
報設備・非常口及び非常灯設置等）。

所

見

事業継続計画の整合性の確保において「事業継続計画の実施優先順位と判断
基準の明確化」が明示されているが、情報セキュリティ要件の明確化に基づく
対策との整合性や実施優先順位づけについて考慮されていない。
防災との係りについては、レジリエンスの観点上考慮すべき内容である。し
かしながら、これらはすべて運用上のリスクであり、セキュリティ対策、事業
継続計画、災害復旧上などにおけるリスク対応上の整合性や優先順位づけが必

106

重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針（第 3 版）
対策編、2010.7.30、重要インフラ委員会、http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_pl_taisaku10.pdf
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項

目

概

要

要である。

4.2

重要インフラ防護に係る情報セキュリティ、事業継続及び防災の関係
情報セキュリティを主とした事業継続及び防災との関係

4.2.1

前項は重要インフラ防護に係る国家計画及びガイドラインについて述べたが、ここでは
様々な情報セキュリティ政策における事業継続と防災の係わりについて述べる。
4.2.1.1

国民を守る情報セキュリティ戦略

2010 年に公表された「国民を守る情報セキュリティ戦略」107は、
「第 2 次情報セキュリ
ティ基本計画」108を包含するもので、2010 年～2013 年までの 4 年間を対象とし、毎年度
計画としての｢セキュア・ジャパン 20XX｣を推進するものとされている。
表 4.2-1 は、この情報セキュリティ戦略の目的、事業継続及び防災関連記述内容の要約、
並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.2-1：国民を守る情報セキュリティ戦略の要点
項

目

目

的

概

要

情報セキュリティを巡る環境の変化に的確に対応するため、「第 2 次情報セ
キュリティ基本計画」に基づく官民の各主体による取組を継続しつつ、新たな
環境変化に対応した政府の取組を進める必要がある。特に、国民の日常生活に
関わりの深い社会経済活動を支える重要インフラ防護の強化等により、情報通
信技術の利用に係るリスク（IT リスク）を克服する。また、安全保障・危機管
理の観点から速やかに実施すべき取組について、これを強力に推進することと
する。
本戦略は
「第 2 次情報セキュリティ基本計画」
を包含する今後 4 年間（2010
年度から 2013 年度）を対象とした包括的な戦略であり、本戦略に基づき、毎
年度の年度計画「セキュア・ジャパン 20XX」を推進する。

事業継続 

国民生活を守る情報セキュリティ基盤の強化の一つとしての重要インフラ

との係り

の基盤強化：重要インフラの関係主体は「重要インフラの情報セキュリテ
ィ対策に係る第 2 次行動計画」に基づいて、重要インフラサービスの維持
に努め、また、IT 障害発生時の迅速な復旧等を確保することに努めること
とする。これに加え、最近の環境変化を踏まえ、国民生活に重大な影響を

107

国民を守る情報セキュリティ戦略、2010.5、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/senryaku.pdf
108 第 2 次情報セキュリティ基本計画、IT 時代の力強い「個」と「社会」の確立に向けて、2009.2、情
報セキュリティ政策会議、http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/bpc02_ts.pdf
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項

目

概

要

及ぼすおそれのある重要インフラに対する情報セキュリティ上の脅威に的
確に対応する。


同上に関する事業継続計画の充実：重要インフラ事業者等において作成さ
れつつある事業継続計画に関し、想定される情報セキュリティ上の脅威（大
規模なサイバー攻撃、地震、疾病等）を踏まえ、災害対策等と調和する情
報セキュリティ対策の在り方について、関係機関等と連携し検討する。



事業継続計画策定に影響を及ぼすセキュリティ・ガバナンスの確立：事業
継続計画の策定、情報セキュリティ監査の実施や財務システム等の業務シ
ステムの入れ替え時における情報セキュリティ確保を図るため、普及・啓
発活動を通じ、情報セキュリティ・ガバナンスが経営課題として位置付け
られ、経営者の意識改革が行われることを促すとともに、新たなリスクマ
ネジメント等に関する手法の導入において情報セキュリティが明確に位置
づけられるような方策を推進する

防災との 

（上欄の「同上に関する事業継続計画の充実」に同じ）

係り
所

見

事業継続計画に関し、災害対策等と調和する情報セキュリティ対策のあり方
を検討するとあり、レジリエンス・マネジメントの必要性を匂わせる記述とな
っている。また、目的が「安全保障」に触れているのは好ましいことである。

4.2.1.2

情報セキュリティ 2012

情報セキュリティ政策会議は 2012 年 7 月、「情報セキュリティ 2012」109を公表した。
これは、前項の「国民を守る情報セキュリティ戦略」の 2012 年度計画である。この年次
計画に含まれている「災害」の用語は 18 件となっているが、これは東日本大震災の影響
と思われる。視点をレジリエンスに置き換えると、内容的に優れたものとなり得るような
記述が散見される。
表 4.2-2 は、
この情報セキュリティ 2012 の目的、
事業継続及び防災関連記述内容の要約、
並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.2-2：国民を守る情報セキュリティ戦略の要点
項

目

目

的

概

要

情報セキュリティを取り巻く様々な著しい環境変化を踏まえ、これらに的確
に対応するため、2012 年度及び 2013 年度に実施する情報セキュリティに関
する具体的な取組の重点について、その詳細を示す

109

情報セキュリティ 2012、2012.7、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/is2012.pdf
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項

目

概

要

事業継続 

政府機関における業務継続能力の強化（内閣官房及び全府省庁）
：「中央省

との係り

庁における情報システム運用継続計画ガイドライン」（平成 23 年 3 月策
定）について、東日本大震災の経験を踏まえ、バックアップ・システム等
の強靱な情報システムの構築等を含めた改善を行う。


重要インフラの基盤強化：東日本大震災において重要インフラ分野に生じ
た複合的な障害における教訓を踏まえ、事業継続計画において情報セキュ
リティ上のリスクを十分想定し得るよう「重要インフラにおける情報セキ
ュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針（第３版）」の
内容を充実させる。



重要インフラ事業者等の事業継続計画の実効性を確保：内閣官房は、この
実効性を確保するための情報セキュリティ対策の在り方について、関係機
関等と連携し検討する。その際、関係機関等で検討されている災害対策や
事業継続計画のガイドライン等と整合性を図る。2012 年度は、震災が重
要インフラの情報システムの安定運用に及ぼした影響及び重要インフラサ
ービスへの波及状況の実態調査で、情報システムの安定運用の視点で抽出
した重要インフラの事業継続に盛り込むべき課題をもとに、対策の在り方
について取りまとめる。

防災との 

情報セキュリティを取り巻く環境の変化⇒重大な情報システム障害のリス

係り

ク回避に向けた取組の必要性の高まり：東日本大震災の発生は、電力の喪
失や建物の損壊・ネットワークの寸断等、複合的な被害もたらした。災害
時に強靱な情報通信システムの構築に向け、それら課題に着実に取り組む
必要性がある。


政府機関等の基盤強化：大規模災害の発生に備えた情報システムの運用継
続への対応への取り組みを着実に実行する。



内閣官房情報セキュリティセンターの機能強化：IT 戦略本部はもとより、
国家戦略会議、総合科学技術会議、中央防災会議、知的財産戦略本部等、
関係する本部・会議との連携を密にし、様々な方策の提案や実施において
緊密に協力し、政府全体として情報セキュリティ政策を一体的に推進する。

所

見

東日本大震災の影響を受け、事業継続や災害に係る内容がやや充実したもの
となっている。とりわけ、
「情報セキュリティのあり方について、事業継続や災
害対策のガイドラインとの整合を図る」とする内容は、レジリエンス・マネジ
メントの観点から好ましい取り組みといえる。また、災害時に「強靭な」情報
通信システムの構築とあるが、強靭をレジリエントの用語にするとなお良いと
思われる。さらに、内閣官房情報セキュリティセンターの機能強化において、
関連会議等との密接な連携による情報セキュリティ政策の一体的推進とある
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項

目

概

要

が、これを重要インフラ防護の一体的推進とすることが望ましい。

4.2.1.3

情報セキュリティ政策の評価等の実施方針

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）は2012年7月「情報セキュリティ政策の評
価等の実施方針」110を公表した。これは、情報セキュリティの中長期計画を具体的に実行
していくため、単年度の施策実施プログラムである年度計画（「情報セキュリティ20XX」）
の実施状況を社会情勢の変化とともに評価し、同評価結果を踏まえて翌年度の計画を策定
するとするものである。
表 4.2-3 は、この情報セキュリティ政策の評価等の実施方針の目的、事業継続及び防災
関連記述内容の要約、並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.2-3：情報セキュリティ政策の評価等の実施方針の要点
項

目

目

的

概

要

情報セキュリティ政策の PDCA サイクルの基本的な考え方、評価の枠組み
及び方法等について取りまとめ、情報セキュリティ政策会議が 2011 年 5 月に
決定した「すべての国民が情報通信技術を安心して利用できる環境の実現に向
けた取組の評価等及び合理性を持った持続的改善の推進について」に基づき、
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）及び各府省庁が情報セキュリテ
ィ政策の評価等と持続的改善のための様々な取組を実施していく際に活用する
ためのものである。

事業継続 

新たな環境変化に対応した情報セキュリティ政策の強化における国民の生

との係り

活を守る情報セキュリティ基盤の強化の一環としての重要インフラ基盤の
強化：情報共有体制の強化、セプターカウンシルの活動促進、安全基準等
の整備浸透、重要インフラ防護対策の向上、事業継続計画の充実、制御シ
ステムに関する情報セキュリティ上の課題への対応、重要インフラ分野に
おける国際連携の推進


情報システム全体の「ニュー・ディペンダビリティ」111確保に向けた研究
開発の進捗状況

防災との 

東日本大震災を踏まえた情報セキュリティ政策の一環としての災害時に強

係り

靭な情報システムの構築：先進的な取組事例等の調査及び物理的セキュリ
ティ対策の在り方に関する検討状況、リスクマネジメント手法の検討及び

110

情報セキュリティ政策の評価等の実施方針、2012.7.4、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
、
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/hyoukahoushin_v2.pdf
111 ニュー・ディペンダビリティ：これには 4 つのサブ技術開発項目があり、その一つに「障害に対する
自動可能なコンピュータ・ネットワーク技術」がある。簡単に言えば、ネットワーク・サービスを止めな
いようにするための仕組みである。
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項

目

概

要

取りまとめ状況、情報システム運用継続計画の策定及び評価手法の検討状
況、東日本大震災による情報システムへの影響に関する分析・評価の状況、
重要インフラ情報システムに係る対応の状況、重要インフラ分野間の相互
依存性解析の状況
所

見

上記の事業継続及び防災との係わり欄の内容は、情報セキュリティ政策領域
評価に際して考慮すべき状況として掲げられており、東日本大震災の影響を考
慮したものとなっている。当然のことながら、評価の対象は情報システムとな
っており、レジリエンスを含む重要インフラ防護の観点からは、極めて狭い範
囲に止まっている。

4.2.2

防災と事業継続、情報セキュリティ及び重要インフラ防護との関係

内閣府の防災に係るホームページ「防災情報のページ」112は、我が国の防災に係る多く
の情報を提供している。この中から、東日本大震災以降の報告に焦点を当て、重要インフ
ラ防護における主な対象としての情報セキュリティ及び事業継続との関係についてまとめ
る。
中央防災会議・防災対策協議会は 2012 年 7 月「防災対策推進検討会議―最終報告、～
ゆるぎない日本の再構築を～」113を公表した。この防災対策推進検討会議は 2011 年 10 月
に設置され、関係閣僚及び学識経験者で構成されており、その位置づけを「東日本大震災
を踏まえ、私達が学び、将来に向かって約束として果たすべきことをまとめ、今後の我が
国の防災対策の方向性を示すもの」としている。つまり、本調査研究のレジリエンスとの
係わりにおいては、脅威のうち自然災害を対象としたものと言える。
表 4.2-4 は、この最終報告の目的、事業継続、情報セキュリティ及び重要インフラ防護
関連記述内容の要約、並びにレジリエンス観点からの所見を述べたものである。
表 4.2-4：防災対策推進検討会議最終報告の要点
項

目

目

的

概

要

東日本大震災が突きつけた教訓・課題に対し、今を生きる私たちの世代が答
えを出すことこそが将来世代への責任であるとの強い自覚の下に、今後の防災
対策の理念や具体的方策などをまとめ、今後の我が国の防災対策の方向性を示
す。

事業継続 

災害リスクにしたたかな「市場」を構築する：企業・組織の事業継続や供

との係り

給網の管理、保険制度や相互支援の取組などを通じて、災害リスクにした

112

防災情報のページ、http://www.bousai.go.jp/index.html

113防災対策推進検討会議―最終報告～ゆるぎない日本の再構築を目指して～、2012.7、中央防災会議・

防災対策推進検討会議、http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_shutochokka/6/sub4.pdf
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項

目

概

要

たかな市場の構築が必要である。


救命・医療活動：災害時の医療が長期化することや医薬品の通常の流通ル
ートが途絶することに備え、災害拠点病院においては、ヘリポートの整備
や食料・飲料水、医薬品、非常電源用燃料の備蓄などの事業継続能力の充
実を図るべきである。



国における体制整備：首都直下地震発生時に各府省庁が継続すべき非常時
優先業務を選定するに当たり、準拠すべき政府全体としての業務継続の基
本的な方針を策定するなど、政府全体としての業務継続体制を構築すべき
である。各府省庁においては、重要情報のバックアップ、東京圏内におけ
る代替拠点の確保や東京圏内での業務継続が困難な場合に備えた東京圏外
（大阪等）の代替拠点の確保など、業務継続体制の充実・強化を図るべき
である。また、民間事業者の事業継続計画等との相互の整合性を確保すべ
きである。



防災の基本理念の明確化と多様な主体の協働：企業の能力や保有資源の活
用、企業が担う社会的機能の維持等が災害時に必要であることから、災害
時に企業の果たすべき役割や責務について、法的位置付けを検討する必要
がある。
企業が災害時に重要業務を継続する事業継続計画の策定・改善を促進す
るため、支援措置の充実や的確な評価の仕組み等について制度化を図る必
要がある。また、事業継続マネジメントの国際規格も考慮して、日本企業
と海外企業の事業継続計画の相互の信頼性を高め、行政と企業の事業継続
計画の整合性も向上させていくべきである。また、行政が災害時に民間の
企業や団体と協働で災害対応を行うため、これら民間主体との災害発生時
の協定等の締結を促進する必要がある。

セキュリ

記述なし。

ティとの
係り
重要イン 

ライフライン、公共施設等の復旧：電気・ガス・上下水道等の復旧のため、

フラ防護

各ライフライン管理者の予防力向上に向けた設計基準の見直しや復旧の迅

との係わ

速化のためのマニュアル整備。道路・空港・港湾等の交通インフラについ

り

て、発災後の迅速な応急復旧を可能とする計画を平時から準備。復旧作業
の円滑な進捗のための官民間の連携体制の整備、企業等との災害協定の締
結


災害即応体制の充実強化の一環としての災害情報の収集・伝達のための体
制・基盤の整備：通信事業者は、官の対策に加え、通信設備の被災対策、
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項

目

概

要

地方公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散、応急復旧機
材の配備、通信輻輳対策を推進する等、電気通信設備の安全・信頼性強化
に向けた取組みを一層推進すべきである。
所

見



我が国の現重要インフラ防護における 10 のインフラ分野の中に救命・医
療活動は含まれてない。諸外国では含まれている。



「今後の我が国の防災対策の方向性を示す」ものとした事業継続及び重要
インフラ防護に係る最終報告内容は、諸外国（英、米、豪など）において
既に実施中のものである。何が重要インフラかを見極め、当該インフラ分
野の監督・指導を行う所管省庁を定め、インフラ管理者と官民パートナー
シップを構築の上レジリエンスの強化を図るのが外国のやり方である。
我が国においても、サイバーセキュリティに関しては、既にこの方法が
定着している。防災・減災や事業継続についても同様の方法で、かつ、サ
イバーセキュリティと融合した形で実施することは可能である。



防災計画と業務継続との関係についての詳細は「中央省庁業務継続ガイド
ライン」114の「1.4 業務継続計画と防災業務計画との関係」にその詳細を
知ることができ、防災計画と業務継続との完全な融合状態を示している。
ただし、同ガイドラインが対象とする混乱事象は、自然災害のうちの地
震、かつ、首都直下地震となっている。混乱事象としては、自然災害の他
にも危険物災害・火災、武力攻撃・テロ、IT 障害、ライフライン支障、新
型伝染病、集団感染・食中毒などがある。また、同ガイドラインの適用範
囲は、適用省庁に密接に関連する地方局や事務所などに限定されている他、
民間重要インフラ分野などへの外部依存についても対象外とされているの
が惜しまれる。



現防災諸計画や今後の取組が広範多岐に及んでいるのは、ある面で結構な
ことではあるが、重要な国家インフラを選定の上これに資源を集中する諸
外国の実施方法の方が、限られた資源の効果的利用及びその実効性の面で
高いと判断される。

4.3

レジリエンスを目指す様々な取り組み

ここでは、
「強靭」とか「堅ろう性」などの用語ではなく、明確に「レジリエンス」用語
を利用した官民の活動を述べる（ただし、次に示す 4.3.1 項のガイドではレジリエンスの
用語を利用していないが、レジリエンスに近い用語を利用しているので敢えて含めた）
。

114

中央省庁業務継続ガイドライン、第 1 版、首都直下地震への対応を中心として、2007.6、内閣府･防
災担当、http://www.bousai.go.jp/jishin/gyomukeizoku/pdf/gyoumu_guide_honbun070621.pdf
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4.3.1

事業継続のための高回復力システム基盤導入ガイド

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が 2012 年 5 月に発表した「事業継続のための高
回復力システム基盤導入ガイド」115は、情報システムのレジリエンスに焦点を当てたもの
であるが、今後のレジリエンス活動における対策の参考とすべきものである。
同ガイドの要約を以下に示す。特に下記の「高回復力システム基盤の定義」は、正しく
レジリエンスの特長を示すものとなっていることに注目されたい。


事業継続との関係：事業継続を支援する情報システムに対する高回復力システム基
盤を確立するための導入ガイドである。





導入ガイドの構成：次に示す３編のガイド及びワークシートから構成されている。


高回復力システム基盤導入ガイド（概要編）



高回復力システム基盤導入ガイド（計画編）



高回復力システム基盤導入ガイド（事例編）



要件定義ワークシート

高回復力システム基盤の定義：大規模災害や大規模システム障害に対して一定の強
度（情報システムを停止させないための対策が施されていること）をもち、万が一
停止した場合でも、目標とする時間内に情報システムを復旧することができるよう
に設計・構築されたシステム基盤をいう。



対象とするリスク：地震、台風、火事などの大規模災害、及びハードウェア障害、
ネットワーク障害などの大規模システム障害を対象とし、不正アクセスやソフトウ
ェア障害、操作ミスなどの脅威は対象外としている。



高回復力システム基盤導入の基本的な考え方：次の 6 つの構成要素に対し、関連す
るリスク事象、及び対策の基本的な考え方を表にして述べている。

4.3.2



電源供給とネットワーク・サービス



建物、設備



ハードウェア機器やネットワーク機器



OS やミドルウェア



システム運用の体制や仕組み



ハードディスクなどに格納された業務アプリケーション･業務データ

日本 IBM 社のビジネス・レジリエンス

IBM 社の機関誌「PROVISION」116は、東日本大震災の経験を契機に事業継続に係る取
り組みを見直し、ビジネスに主眼をおいた事業継続とレジリエンシー（回復力）のある環
115

高回復力システム基盤導入ガイド（概要編、計画編）
、2012.5、独立行政法人情報処理推進機構・技
術本部･ソフトウェア･エンジニアリング・センター、http://sec.ipa.go.jp/reports/20120508.html
116 PROVISION Summer 2011 No.70、事業継続とレジリエンス―緊急時に求められるビジネス回復力、
http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/no70/index.html
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境構築が求められるとして、これまでの IT 中心の復旧だけを目的とした事業継続から脱
却し、事業継続の新たな潮流としての「ビジネス・レジリエンス」を提唱した。その概要
は次のとおりである。この提唱内容は、企業におけるレジリエンス活動に大いに参考とな
ると思われる。特に「ビジネス・レジリエンス」の定義に注目し、単なる情報セキュリテ
ィ対策や事業継続でないことに留意されたい。


事業継続との関係：これまでの事業継続に対し、下記のビジネス・レジリエンス能
力を考慮したもの。すなわち、事業継続の発展型/進化型といえる。



ビジネス・レジリエンスの定義：ビジネス・レジリエンスとは、災害リスクやビジ
ネス機会の急激な変化に素早く対応し反応する能力をいう。この能力は、事業継続
を維持し信頼されるパートナーとして認められるために必要であり、企業の成長に
欠かせないものである。



対象となる事象：自然災害、事故、障害、人的ミス、故意による妨害などのあらゆ
る脅威だけでなく、予期しない大きなビジネス機会、需要増などのポジティブな事
象が含まれる。



ERM との違い：ビジネス・レジリエンス計画立案は、予期せぬ事象がもたらす機
会を捉えるさらなる能力を構築すると思われること、及び ERM がマネジメント能
力として実施されるのに対し、統合化されたビジネス・レジリエンス戦略は、組織
の全ての人の係りを求めるとともに、リスク意識を植え付けるため、企業文化の変
化をもたらす重要性を持つ117。

4.3.3

レジリエンス協会

一般社団法人レジリエンス協会は、産学連携で組織や地域社会のレジリエンスを評価す
る指標開発のための調査研究を行うことを目的として、2009 年 4 月から活動を開始して
いる（発足当時の名称は「レジリエンス協議会」であったが、2012 年 4 月に現名称とな
った）
。
同協会のレジリエンスの定義は
「防ぐことと回復することとである」
としているが、
混乱事象への順応がないのが残念である。
以下に、同協会の概要を示す。118


目的（定款から）：企業及び組織並びに地域社会の防災力・防火力・防犯力ならび
に災害・事故・事件からの回復力（以下「レジリエンス」という）を調査研究し、
評価手法を開発するとともに、レジリエンスを高めるための各種手法の開発と、人

117

Key trends driving global business resilience and risk, IBM Global Technology Services Research
Report, 2011,
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/2011_IBM_Global_Bus_Resilience_and_Risk_Study.pdf
118 一般社団法人レジリエンス協会（The Resilience Research Council of Japan）
、
http://www.resilience-japan.org/rejiriensukyougi-kai
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材育成、情報収集・提供及び関係団体との交流事業を行い、もって企業及び組織の
事業継続性の改善並びに地域社会の安全性の向上に貢献することを目的とし、その
目的に資するため次の事業を行う。


レジリエンスの諸問題についての調査研究事業



レジリエンスの評価に関する事業



レジリエンスの向上に関する人材育成



レジリエンスの諸問題に関する情報の収集及びその提供事業



レジリエンスの技術に関する内外の関係団体との交流及び協力
事業




その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

レジリエンスの定義：レジリエンスとは、企業及び組織並びに地域社会の防災力・
防火力・防犯力ならびに災害・事故・事件からの回復力をいう（定款から抜粋）。



定例会：年 3 回程度。会員や外部の講師による研究発表会を行っている。



会報「レジリエンス・ビュー」：年 1 回。会員からの投稿資料の発表を行っている。



研究チーム：次の 4 つの研究チームを準備中である。





社会チーム



組織チーム



ICT チーム



医療チーム

海外文献の要約：現在、国連大学が 2006 年に発刊した「Measuring Vulnerability
to Natural Hazards: Towards Disaster Resilient Societies」を翻訳中（2012 年 9
月に完了予定である。協会のホームページで公開されている）。

4.3.4

レジリエントエコノミー研究会

産業競争力懇談会（Council On Competitiveness-Nippon: COCN）は、その目的として
「国の持続的発展の基盤となる産業競争力を高めるため、科学技術政策、産業政策などの
諸施策や官民の役割分担を、
産官学協力のもと合同検討により政策提言としてとりまとめ、
関連機関への働きかけを行い、実現を図る活動を行う」を掲げており、産業競争力強化の
ため、国全体として推進すべき具体的テーマを産官学で設定し、産官学が協調して提言書
をまとめている。2012 年度には 8 件の推進テーマが掲げられており、その一つがレジリ
エントエコノミー研究会担当の「レジリエントエコノミーの構築」となっている。同研究
会は 2011 年、東日本大震災後に設置されたものであり、2012 年 3 月に「2011 年度研究
会最終報告書―しなやかで強靭な（Resilient）社会システムと産業の構築」を公表した。
以下に、レジリエントエコノミー研究会の概要を述べるが、
「レジリエンスの定義」にお
いて「単なる防災や事業継続計画ではない」としている点に注目していただきたい。

4-20



設置目的：3.11 東日本大震災によって明らかとなった経済社会システムの脆弱性の
検証、課題の抽出、解決策の検討、官民の役割分担、実現への行動。



レジリエンスの定義119：レジリエンスとは、リスクが顕在化し社会システムや事業
の一部の機能が停止しても、全体としての機能を速やかに回復できるしなやかな強
靭さを表す言葉をいう。また、レジリエンスは、単なる防災や事業継続計画（BCP）
ではなく、国家や事業の競争力を図るものであり、産業界、政府・自治体部門及び
インフラ・ユティリティ部門の 3 つの部門が連携してレジリエンスを高めていくこ
とが必要である、としている。



対象リスク：リスク要因として、自然災害や事故のみならず、テロ、政治情勢、法
規制の変化、為替の変動、パンデミックなど、社会や事業に重大な影響を与え得る
あらゆるものを対象とするべきであるが、地震国である日本に鑑み、同研究会は自
然災害を主なリスクとして検討する、としている。



2012 年度の活動企画：活動企画書では「レジリエンス向上のための諸般の方策が政
府（自治体）の各部門や学会で検討されているところ。COCN としては、我が国経
済の強靭性を向上させる観点から、社会の基幹システムがバランスよくレジリエン
スを向上させ、その環境の中で企業の自助努力（BCP）を高めていくのが本来の目
標。かかる観点から、災害を中心としたリスク、社会インフラ、エネルギー、情報
通信の分野において、政府（自治体）が講じようとする施策や学会の構想や議論な
どについて、今秋を目途に全体の見取り図が理解できるようなマップを作成する。
その上で、COCN として政策の十分性や追加措置の必要性について議論を行い、
提案をまとめる」120、とされている。

4.3.5

日本学術会議資料

2012年7月に行われた日本学術会議主催の公開シンポジウム「今、復興の力強い歩みを―
災後のエネルギー政策・産業復興を考える 東日本大震災復興支援に向けた今後の学術会
議の活動」121は、今後の我が国における「災害に対するレジリエンスの構築」の必要性を
明記している。

4.4

まとめ

我が国におけるレジリエンスの用語については、防災会議の資料122にその痕跡を見るこ
119

http://www.cocn.jp/common/pdf/thema47-L.pdf
産業競争力懇談会（COCN）2012 年度推進テーマ・活動企画書（scope of work）－レジリエントエ
コノミー研究会（第二期）
、http://www.cocn.jp/common/pdf/thema56-p.pdf
121 今、復興の力強い歩みを―災後のエネルギー政策・産業復興を考える―東日本大震災復興支援に向け
た今後の学術会議の活動、2012.7、日本学術会議、
http://www.scj.go.jp/ja/event/houkoku/pdf/120703-houkoku11.pdf
122 サイト内検索「レジリエンス」検索結果：
http://www.bousai.go.jp/cgi-bin/namazu.cgi?whence=0&max=50&result=normal&sort=score&query=
120
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とができ、古くは2005年に（おそらく）初めて使用され、その後東日本大震災に係る数々
の会議などで脚光を浴びるようになった。とはいえ、防災や重要インフラ防護などの会議
や国家計画としてレジリエンスの必要性について論じられ、その活動が具体化され、諸計
画に盛り込まれるまでには至っていない。
平成23年12月16日及び17日に開催された国際会議「東日本大震災に関する専門家会合～
巨大津波災害の教訓に学ぶ～」123では、分科会として「インフラストラクチャ・社会のレ
ジリエンス」が開催されている。また、2011年11月に開催された中央防災会議「防災対策
推進検討会議」において、出席者の1名から「レジリエンスという言葉が大事だと思ってい
る。日本語にすれば、災害に負けないような社会。予防力は大変重要だが、大規模災害の
ように予防力を超える力に見舞われることもあり、そこからどう立ち直るかを科学的、組
織的に考えていくべき」との意見が出された。これ以前では、2005年に開催された「民間
と市場の力を活かした防災向上に関する専門調査会」の企業評価・業務継続ワーキング・
グループ（第3回会合）において、
「業務継続ガイドラインに盛るべき事項」として「各設
備のレジリエンス強化」の意見が出された。
しかしながら、我が国の政府レベルにおいてレジリエンスに正面から取り組んだ形跡は
ない。唯一、それらしき調査に取り組んだのが本調査研究報告書「1.2.4.2 重要インフラ
のシステムの堅ろう化」で述べた内閣情報セキュリティセンターの 2011 年の委託調査報
告書「サイバー攻撃動向等の環境変化を踏まえた重要インフラのシステムの堅ろう化に関
する調査研究」である。残念ながら、同報告書ではレジリエンスを「堅ろう化」と翻訳し、
レジリエンスの特長を示す訳語として適切性を欠いたものとなってしまったが、政府がレ
ジリエンスの重要性に目を向けた証拠でもある。
このような経緯もあり、我が国には重要インフラを対象としたレジリエンス要求事項も
レジリエンス・マネジメントも存在しない。強いて言うならば、レジリエンス概念そのも
のが理解されていないのである。
以下に述べるのは、4.l 項～4.3 項の分析結果に基づき、我が国における重要インフラ防
護を対象としたレジリエンスについてまとめたものである。

4.4.1

我が国の重要インフラ防護におけるレジリエンス

ここでは、
「4.1 重要インフラ防護の実態」及び「4.2 重要インフラ防護に係る情報セキ
ュリティ、事業継続及び防災の関係」から、我が国の重要インフラ防護におけるレジリエ
ンスのまとめとして、主要事項3点（サイバースペースだけの重要インフラ防護、重要イン
フラ防護取り組みの分散化、及び東日本大震災の教訓）を下記に示す。
%83%8C%83W%83%8A%83G%83%93%83X&submit.x=17&submit.y=8
123 http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/111213-1kisya.pdf
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(1) 重要インフラ防護対象がサイバースペースだけとなっている
我が国に「重要インフラ防護」の用語が利用されたのは、2000年12月に情報セキュリテ
ィ対策推進会議が発表した「重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画」124で
あった。同計画は基本的事項を示したものであったが、現在の第2次行動計画に至るもその
基本的事項に大きな変更はなく、我が国の重要インフラ防護における防護対象はサイバー
スペース（IT障害）に限定され、今日に至っている。
我が国がサイバースペースだけに焦点を当てたのは、当時の米国におけるこの種取り組
みのお手本に従ったものである。当時のクリントン政権は、大統領直轄重要インフラ防護
委員会（PCCIP）の提言に基づき1998年5月、サイバースペースに依存する米国の国防、経
済及び社会生活を重要視し、これに焦点を当てた「重要インフラ防護大統領指令（PDD63）
」
を発表した。この指令に基づき2000年2月、重要インフラ防護のための国家計画「情報シス
テム防護国家計画」が発表された。しかしながら米国は、2001年9月11日の9.11テロ攻撃の
経験から、物理的防護の重要性を再認識した。そして、2002年の「国土安全保障国家戦略
（NSHS）
」及び「国土安全保障法（HSA）
」
、2003年の「重要インフラと資産の物理的防護
国家戦略（NSPPCI&KA）
」
、
「セキュア・サイバースペース国家戦略（NSSC）
」及び「国
土安全保障大統領指令（HSPD-7）
」から今日に至るも、その重要インフラの防護対象に物
理的資産をサイバー資産と共に組み入れている。重要インフラ防護は英国やオーストラリ
アなどでも取り組まれているが、サイバースペースだけに限定した国はない。
結論として、我が国の重要インフラ防護対象がITに限定されている現状は、極めて時代
遅れ、かつ、国際性の欠如を示唆している。
(2) 重要インフラ防護への取り組みが分散化している
平成24年度の防災白書「防災に関してとった処置の概況及び平成24年度の防災に関する
計画」125には、主なインフラ、公共インフラ、公的サービス・インフラ、公的インフラ、
機軸交通インフラ、情報通信インフラ、ライフライン・インフラ、高速道や鉄道等のイン
フラなど、重要インフラ分野としてまとめることができる様々なインフラが示されている
が、
「重要インフラ」及び「インフラ防護」の用語は利用されていない。つまり、重要イン
フラ分野を特定し、所管省庁を定め、官民パートナーシップ構築の下に災害やサイバー攻
撃に対処するとした重要インフラ防護の概念が、防災に取り込まれていないのである。
この防災白書では、事業継続計画の重要性について述べているものの、その策定と運用
を促進するとしているだけで、地域防災の観点からどのような事業継続計画とすべきかに
124

重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画、2000.l2、情報セキュリティ対策推進会議、
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/2000_1215/pdfs/txt3.pdf
125 防災に関してとった処置の概況及び平成 24 年度の防災に関する計画、
http://www.bousai.go.jp/hakusho/H24_honbun_1-4bu.pdf
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ついて言及していない。また、情報セキュリティについても一切触れていない。
このような分散化現象は「重要インフラの情報セキュリティに係る第2次行動計画」につ
いても同様であり、防災との係わりは皆無である。無論、事業継続計画に言及してはいる
ものの、セキュリティ・リスクの対応と、事業影響分析（BIA）結果による対応との整合性
や優先順位づけについては全く触れていない。
結論として、我が国では、情報セキュリティ、事業継続及び防災が、本来は相互密接な
連携の下に有機的な対策を講ずべきところ、疎結合の状態のまま据え置かれている状態に
ある。
(3) 東日本大震災の教訓が重要インフラ防護のあるべき姿を示唆している
東日本大震災を踏まえた「防災対策推進検討会議―最終報告、～ゆるぎない日本の再構築
を～」が示す「今後の我が国の防災対策の方向性」は、9.11のテロ攻撃後の米国及び2007
年夏の大洪水後のPitt報告に基づく英国の重要インフラ防護の取り組み方と同様の基本的
考え方を示唆している。つまり、サイバーテロ対策だけで重要インフラを防護することは
できない、ということである。
また、2012年7月に公表された「情報セキュリティ2012」では、前述の分散化状況を是
正すべきと示唆する記述があり（
「4.2.1.2 情報セキュリティ2012」の「事業継続との係わ
り」欄を参照）
、今後の情報セキュリティ対策のあり方について、災害対策や事業継続ガイ
ドライン等との整合性を図ること、及び政府全体として一体的に取り組むことを述べてい
る。
我が国においても既に、情報セキュリティ、事業継続、防災などを総合した一体的な取
り組みの必要性が叫ばれている。重要インフラ防護の着眼は、選定と集中である。国民の
生活、国家の経済活動などに大きな影響を及ぼす重要インフラ分野及び個々のインフラを
選定し、これに対する自然災害やサイバー脅威を含む全災害を対象にしたレジリエンス活
動を効果的に行うべく、国家レベル及び分野レベルの計画を官民共同で策定の上、官民間
相互の情報共有は無論のこと、官から民への積極的かつ有効な支援を行う必要がある。

4.4.2

レジリエンスを目指す官民の取り組み

前項から明らかなように、我が国には重要インフラを対象としたレジリエンス要求事項
もレジリエンス・マネジメントも存在しない。しかしながら、様々な官民組織が組織やシ
ステムにおけるレジリエンスの重要性を認識していることは「4.3 レジリエンスを目指す
様々な取り組み」からも明らかである。それらは、情報システムのレジリエンス、IT 中心
の事業継続から脱却し組織を巻き込んだレジリエンス、企業の社会的責任やミッション達
成のためのレジリエンス、そして混乱事象下にあっても国民の生活や経済活動を維持する

4-24

ためのレジリエンスに及ぶものであり、これらの全ては重要インフラ防護のレジリエンス
強化に重要な役割を果たすものである。
しかしながら、情報セキュリティ、事業継続、災害復旧などを総合的に考慮したレジリ
エンス・マネジメントに係る取り組みは行われていない。今後、レジリエンスの概念を重
要インフラ防護に取り込む場合、又は情報セキュリティ、事業継続、災害復旧などのリス
クを包括的に運用管理する場合、当然のことながらレジリエンス・マネジメントが不可欠
となる。残念ながら、我が国では、このようなレジリエンス・マネジメントの必要性を求
めるまでに至っていない。
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5 提言
本章は、第 1 章～第 4 章の調査結果に基づき、重要インフラ防護及び組織のレジリエン
ス能力向上を目的とした我が国、防衛省及び防衛関連企業に対する提言を行う。
第 1 章～第 4 章における主な調査結果の概略は次のとおりである。


第 1 章 レジリエンス概説：様々な分野におけるレジリエンスの定義を明らかにし、
それらに共通の本質的な特性が現在及び今後のインフラ防護及び組織に必須のもの
であることを明らかにした。



第 2 章 重要インフラ防護に対するレジリエンス要求事項：諸外国及び我が国の重
要インフラ防護の定義を明示した。次に、我が国の重要インフラ防護が他の国々に
比べ、防護対象が極めて限定されていること、及びレジリエンス概念が考慮されて
いないことを明らかにした。また、インフラに対するレジリエンス要求を全面的に
打ち出している米英両国の重要インフラ防護の取り組み内容の詳細を示した。



第 3 章 レジリエンス・マネジメント：レジリエンス要求を効果的かつ効率的に達
成、維持及び改善するためのマネジメント・システムとして、CERT のレジリエン
ス・マネジメント・モデル（CERT-RMM）を解説した。この CERT-RMM は、情
報セキュリティ、事業継続、IT 運用などのマネジメントを統合したものであり、重
要インフラ防護におけるレジリエンス・マネジメントに最も良く適合するものであ
る。このモデルの我が国における適用に関しては、我が国における CERT-RMM の
導入に係る細密な検討を踏まえた結論を導出した。



第 4 章 我が国のレジリエンス要求事項及びマネジメントの現状：我が国の重要イ
ンフラ防護の実態、並びに重要インフラ防護に係る情報セキュリティ、事業継続及
び防災との関連を明らかにするとともに、レジリエンスを対象とした様々な取り組
みを紹介した。
そして最後に、
我が国のレジリエンスに対する取組状況を総括した。

第 1 章～第 4 章の調査結果から、我が国における多くの問題が浮き彫りとなった。それ
らは、単に欧米諸国との差異に基づくだけでなく、国土国情を考慮したとしても問題と考
えられる全世界に普遍的なものである。欧米諸国における脅威と我が国に対する脅威とに
何ら変わるところはない、むしろ地震大国としての我が国はより大きな自然災害の脅威が
想定される。したがって、我が国における国民の社会生活及び経済活動に対するレジリエ
ンス要求は、むしろ欧米諸国よりも厳しくするべきと考えられないこともない。
本章では、このような包括的な考察結果に基づき、具体的な提言を行う。
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5.1

国家に対する提言

(1) 重要インフラ防護の定義を再確認し、定義に合致した重要インフラ防護に取り組むこと。
我が国の現重要インフラ防護の定義は、諸外国の定義と本質的な差異はない。しかしな
がら、その防護対象は、各重要インフラ分野において重要インフラ事業者等に指定された
事業者等が運用する重要システムとされており、諸外国の防護対象に比べ極めて限定され
たものとなっている。
このような限定的な防護対象だけでは重要インフラ防護とは言えず、
そのような防護で国民の社会生活と経済活動を維持することができないことは明らかであ
る。
諸外国における防護対象は、情報システムを含め、組織のプロセスを支援する人、情報、
技術及び施設を範囲としており、これにより、全災害下にあっても必須の組織のミッショ
ン継続を確保することを、重要インフラ防護としている。
(2) 重要インフラ分野の見直しを実施すること。
（1）項の再確認を行えば、当然のことながら、重要インフラ防護における新たな分野
が導出されるはずである。真に国民の社会生活や経済活動に重大な影響を及ぼす分野は何
かを、重要システム抜きに検討して追加すべきである。
なお、既にこのような要求は、中央防災会議・防災対策協議会が 2012 年 7 月に公表し
た「防災対策推進検討会議―最終報告、～ゆるぎない日本の再構築を～」において「救命・
医療活動」分野の重要性を述べている。英米の重要インフラ防護には、このような分野（緊
急サービス）が一セクターとなっている。この他にも、英米両者にあって我が国にない分
野としては、食物・農業、ダム及び郵便セクターがある。
(3) 情報セキュリティ、事業継続計画及び防災の融合による相互補完を行うこと。
現在の我が国における重要インフラ防護に関連する国家レベルの計画としては、情報セ
キュリティを対象とした第 2 次行動計画、及び自然災害や事故災害を対象とした防災基本
計画がある。極めて特徴的なのが、第 2 次行動計画には防災、災害復旧、自然災害の用語
がないこと、そして防災基本計画にはセキュリティの用語がないということである。つま
り、両者を関連づけるものは何もなく、独立した計画となっている。そして興味深いのは、
両者とも事業継続の重要性を述べていることであり、強いて言えば事業継続活動を介して
両者が、疎結合ながら、関連づけられている状態にある。
重要インフラ防護に必須の機能は、つまり社会生活や経済活動に不可欠なサービスを提
供するには、情報セキュリティの維持、最低限の事業継続の確保及び災害復旧である。重
要インフラ防護が効果的となるためには、これらが融合された相互補完的な活動を行うこ
とが求められる。諸外国の重要インフラはこれらが融合されたものとなっているが、至極
当然のことである。さらに、全てをくまなく対象とした防災基本計画の重要性は認めるも
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のの、重要インフラ防護においては重要インフラ分野を特定し、かつ、その中で個別の重
要インフラを特定した上で、そこに重点的な防護対策を行うべき、つまり、選定と集中が
求められてこそ機能するものでもある。
(4) 重要インフラ担当責任組織を確立すること。
現在の重要インフラ防護関連組織は、内閣官房副長官の下の情報セキュリティセンター
であるが、事業継続や防災との融合を考慮した真の重要インフラ防護（又は重要インフラ・
レジリエンス）担当組織の確立が必要となる。この組織は、下記に示す国家計画の策定は
無論のこと、レジリエンス・ガイダンスの提供、重要インフラ組織のレジリエンス活動の
支援、各分野からの報告に基づく国家計画の更新などを実施する。
(5) 重要インフラ防護国家計画を策定、維持すること。
重要インフラ防護国家計画は、各重要インフラ分野を横断する国家レベルとしての統一
したものとする。国家計画に含むべき事項には、レジリエンス要求事項のほか、リスクア
セスメント手法、重要インフラの指定要領、報告要領など、分野別計画を策定する際の統
一事項も含まれる。
なお、分野別計画の策定は各分野所管省庁と同分野の重要インフラ組織の共同によるが、
分野固有の状況を考慮した重要インフラ選定要領、レジリエンス目標、レジリエンス測定
基準や報告要領、所管省庁と重要インフラ組織とのパートナーシップ構築など、分野を横
断する基本的記載事項項目についても明らかにするものとする。
(6) レジリエンス構築のためのガイダンスを提供すること。
英米とも、重要インフラ防護対策を行うためのレジリエンス・マネジメントやリスクア
セスメントなどの手法、並びに具体的な人的、技術的及び運用的防護対策ベストプラクテ
ィスを紹介するガイダンスを示している。とりわけ、レジリエンス概念があまり認識され
ていない我が国にとっては、企業が取り組みやすいような仕組みやガイダンスの整備が必
須であることから、この種ガイダンスが重要インフラ防護を確実なものとする上で極めて
重要な役割を果たすことになる。
このガイダンスは、各分野が業法や業界標準などの分野固有の状況に応じた分野別ガイ
ダンス策定の際の上位に位置づけられるものであり、概念的には現安全対策基準等策定に
あたっての指針と同様のものである。
(7) 重要インフラ組織のレジリエンス活動を支援すること。
各重要インフラ組織に対する重要インフラ防護対策の促進は、その一部が事業法などの
法律や監督所管省庁の規制又は契約上の規定の利用によるのは無論であるが、それだけで
全ての重要インフラ組織に対する重要インフラ防護を確実なものとすることはできない。
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かつ、重要インフラ防護への参加は重要インフラ組織の自発的参加が主体となることから、
国としてそれら組織が積極的に参加するインセンティブを与えることが重要である。
国及び所管省庁は、このような観点から、重要インフラ組織とのパートナーシップの構
築による重要インフラ防護に係る様々な共同作業の実施、脅威情報やベストプラクティス
の共有、及び重要インフラ組織が実施するリスクアセスメントに対する支援や意識向上訓
練の実施を積極的に支援すべきである。

5.2

防衛省に対する提言

ここでは、先ず我が国にも米国と同様な防衛企業基盤（DIB）セクターが必要か否かを
検討する。次に、その結果に基づき、防衛省に対する提言を行う。
我が国における防衛企業基盤セクターの要否について検討
現在、防衛企業基盤（DIB）を国家の重要インフラ防護の一分野（セクター）としてい
る国は米国だけである。カナダは、米国の DIB セクターの支援を受け、同様のセクターを
構築しつつある。オーストラリアは、同国の重要インフラ・レジリエンス戦略の目的にお
いて、重要インフラの中に国家の安全保障に影響を及ぼすインフラの存在を明示している
が、重要インフラを形成する 7 つのセクター・グループに防衛はない。英国の重要インフ
ラも、9 つのセクターと 29 のサブセクターから構成されているが、防衛インフラは明示さ
れていない。また、オーストラリア及び英両国とも、国家の重要インフラ・レジリエンス
計画の策定や維持に、両国の防衛省が係っているとの記述は見当たらなかった。
しかしながら、我が国の防衛関連企業に対し何らのレジリエンス能力向上も期待しない
わけにはいかない。防衛関連予算や企業数が少ないから DIB が不要と結論づけることはで
きない。防衛関連企業数や規模が限られているということは、それらによる防衛装備品の
確実な納入を確保するため何らかの方策が、防衛ミッションに影響を及ぼさないために求
められることを意味する。例えば、ある防衛関連企業だけがある特定の防衛装備品を納入
するような例（シングル・ソース）では、あるレベル以下の災害下での確実な納入を保証
するレジリエンス能力が不可欠となる。このようなことは、単なる契約上の問題（納期遅
延）で片付けることはできない、安全保障上の問題として対処すべきものである。
米国の防衛予算額、軍事力、即応態勢などの規模に比べ、我が国のそれは比較にならな
いほど小規模であることは周知の事実であるが、防衛基盤セクターを設けるか否かはその
規模ではなく、国家としての安全保障態勢獲得の姿勢であると思われる。また、実質的に
DIB と同様の効果が得られるのであれば、特に DIB セクターを構築しなければならない
という理由もない。
米国の DIB セクター計画に示されている内容は、究極的には軍事作戦遂行ミッションの
達成を目的としているものの、防衛関連企業自身にとっても様々な利点を与えるものであ
る。防衛関連企業のレジリエンス能力の向上は、国防総省の調達業務の円滑な遂行を可能
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とするものであるが、裏を返せば企業自身のメリットにもつながる。すなわち、契約業務
の円滑な遂行及びサイバー脅威や自然災害を含む全災害対処能力の向上である。この対処
能力向上とは、企業資産（従業員、技術、情報及び施設）のレジリエンス能力向上そのも
のである。
この結果として企業は、
単にステークフォルダの要求を満足させるだけでなく、
企業の社会的責任（CSR）の達成や企業競争力の確保さえも可能となる。このような米国
における効果は、我が国の防衛省及び防衛関連企業にも当然のことながら当てはまる。
以上から、我が国においては、防衛関連予算規模を考慮し、重要インフラ分野に敢えて
防衛企業基盤を設けないものの、防衛関連企業における実質的なレジリエンス能力向上を
目的とした「国家－防衛省－防衛関連企業間の連携」による活動が必要と判断される。
以下は、上記の検討結果に基づく防衛省に対する提言である。
(1) レジリエンス担当組織を確立すること。
防衛省内にレジリエンス担当組織を確立し、重要防衛関連企業の選定、レジリエンス
能力向上のための計画の策定、ガイドラインの策定、パートナーシップによる連携・情
報共有・防衛関連企業に対する様々な支援、及び防衛関連企業からのフィードバック情
報に基づく計画やガイドライン等への反映を行わせるものとする。
また、この組織は、政府の重要インフラ防護施策活動と密接に連携し、我が国の安全
保障態勢の確実化のため、他の重要インフラとの依存性対処、脅威情報の共有、ベスト
プラクティスの共有などを行うものとする。
さらに、企業における効果的なレジリエンス能力向上の観点からは、防衛関連企業を
対象としたレジリエンス講習などの実施が望ましい。
(2) 重要防衛関連企業の選定を行うこと。
重要防衛関連企業とは、我が国の防衛任務の遂行に不可欠な装備品等を納入する企業
をいう。すなわち、それらの装備品等が計画通りに納入されない場合、我が国の防衛力
に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、それら防衛関連企業に対しては特別の配
慮が必要となる（選定と集中の原則）。
どのような防衛関連企業が重要であるかの最終決定には、陸海空各自衛隊の調達関連
の責任者との調整が必要となる。DIB セクター計画における重要防衛企業の選定及び維
持要領は、我が国おいても参考になり得るものである（
「2.1.4 セクター計画（防衛企業
基盤セクター計画）
」を参照）126。

126

さらなる詳細については、防衛基盤整備協会から小冊子として発刊される予定の「防衛企業基盤セク
ター計画（Defense Industrial Base Sector-Specific Plan）
」の翻訳版を参照されたい。
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(3) レジリエンス向上計画の確立、維持を行うこと。
計画の策定は、基本的には前項「5.1－（5）」による。
レジリエンス向上計画には、レジリエンス要求事項としてのセキュリティ、事業継続
計画や災害復旧などを融合した内容が含まれる。また、防衛ミッション達成の観点から
のレジリエンス目標や、
目標達成判断のための測定基準、
年次成果報告なども含まれる。
この年次報告内容は、他の情報とともに次年度の計画に反映されるものである。
なお、この計画は、防衛省と重要防衛関連企業との共同作業により策定されるものと
する。
(4) 重要防衛関連企業のレジリエンス向上のためのガイダンスを提供すること。
防衛省は、前（3）項で述べたレジリエンス能力向上計画の円滑な遂行を期すため、
前（1）項で得られた情報を含め、レジリエンス・ガイダンスを策定し、重要防衛関連
企業に提供する。
なお、ガイダンス策定にあたっての基本的事項は、前項「5.1－(6)」による。
(5) 重要防衛関連企業とのパートナーシップを構築し、情報の共有及びレジリエンス能力向
上を支援すること。
防衛省と重要防衛関連企業とのレジリエンス能力向上に係る意志疎通を図るには、両
者の間における効果的なパートナーシップの構築・維持が必要である。お互いが、レジ
リエンス能力の向上に向けた有意義な討議を行うとともに、防衛省側の支援策に反映で
きるもの、企業側の自発的なレジリエンス対策に反映できるものなどを明らかにすべき
である。この達成には、企業側（重要防衛関連企業グループ）におけるレジリエンス能
力向上に係る事項について自由に話し合い、そこに何らかの問題点や向上策を見出す場
が必要となる。また、防衛省側（3 自衛隊とレジリエンス担当組織）にも同様の話し合
いの場が必要であり、両者が一緒になってレジリエンス能力向上に係る様々な討議が行
われることが望ましい。
また、サイバー脅威、脆弱性、インテリジェンス、インシデント、ベストプラクティ
スなどに係る情報を、秘密が保たれた環境を構築の上、自由に情報を共有できるネット
ワークを構築し、運用することも重要である。

5.3

防衛関連企業に対する提言

この提言における防衛関連企業の防衛省のレジリエンス能力向上活動への参加は、自発
的なものである。
(1) 自発的なレジリエンス能力向上活動を実施すること。
レジリエンス能力向上活動は、現在及び将来の企業活動に必須のものである。企業の競
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争力の維持・向上、ステークフォルダに対する責務の達成、CSR などに要求されるレジリ
エンス活動は、防衛省によるレジリエンス能力向上支援がなくとも、本来的に企業自身で
行うべき性質のものである。レジリエンス・ガバナンスは、企業のガバナンス活動の一環
として、情報セキュリティ・ガバナンスや IT などのガバナンスの上位の位置づけにある
ものである。
(2) 防衛省の実施するレジリエンス能力向上活動に積極的に参加すること。
防衛省からのレジリエンス能力向上に係るパートナーシップの構築、ガイドラインの提
供、情報共有などは、企業内におけるレジリエンス能力向上活動に極めて有用な情報をも
たらすことは明らかである。したがって、防衛省の実施するレジリエンス能力活動に積極
的に参加することが望ましい。
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おわりに
組織におけるレジリエンス能力の向上は、21 世紀における組織の必須活動事項である。
当該組織が、国民の日々の社会生活、国家の経済や防衛の安全保障に係る重要インフラ
に属するものであれば、レジリエンス能力向上の重要性はますます高まる。したがって、
国家はこれを重要インフラ防護における主要活動として、また、企業はコーポレート・ガ
バナンスや企業競争力の向上における主要な活動として取り組むべきである。米、英及び
オーストラリアは、既に国家施策としてレジリエンスに取り組んでいる。米英におけるレ
ジリエンスへの取り組み経緯は、東日本大震災を経験した我が国においても取り組むべき
ことを示唆している。また、我が国自身もレジリエンスの必要性を感じ始めている。
残念ながら、このレジリエンス活動の概念はその歴史が新しいものであることから、我
が国に未だ十分普及されていない。しかしながら、米国、英国、オーストラリアなどは、
国家施策として重要インフラにおけるレジリエンス能力向上を掲げ、重要インフラの所有
者及び経営者に対しての単なる啓蒙や意識向上だけでなく、レジリエンス活動に係る様々
な支援活動を行っている。レジリエンス能力向上活動は、インフラ所有者及び経営者の自
発的な取り組みによるものであることから、国家及び当該事業所管省庁の積極的な支援活
動は必須のものとなる。
米英における重要インフラ防護（重要インフラ・レジリエンス）への取り組み内容は、
我が国における今後の重要インフラ防護のあり方を示唆するものとなっている。IT 障害を
対象とした断片的な我が国の重要インフラ防護は、サイバー脅威や自然災害などの全災害
を対象とし、かつ、重要インフラを構成する人、技術、情報及び施設を対象とした重要イ
ンフラ・レジリエンスへと変貌すべきである。
また、企業においても、企業競争力の向上は無論のこと、企業の社会的責任を果たす上
でも、レジリエンス能力向上のためのレジリエンス・マネジメントを、企業におけるエン
タープライズ・リスクマネジメントにおける主要な位置づけとすべきである。
なお、本調査研究の一環として、このレジリエンス・マネジメントの実践に最適と思わ
れる CERT-RMM を解説した。この CERT-RMM は、情報セキュリティ、事業継続、IT
運用などのマネジメント活動を収れんしたものであり、現在組織において実施中のそれら
活動に利用している規範や慣行が利用できるものであることから、その適用は比較的容易
であると判断される。

a
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大統領指令

PCII

Protected Critical Infrastructure
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Information
R
PS-Prep

Private Sector Preparedness Program

民間セクター準備態勢プロ
グラム

R&D

Research and Development

D

研究開発

RMM

Resilience Management Model

レジリエンス・マネジメン
ト・モデル

RRAP
RTO

Regional Resiliency Assessment

地域レジリエンシー・アセス

Program

メント・プログラム

Recovery Time Objective

目標復旧時間

S
SAR

Sector Annual Report

セクター年次報告

SAV

Site Assistance Visits

サイト支援訪問

SCC

Sector Coordinating Council

セクター調整会議

SG

Specific Goal

固有目標

SLA

Service Level Agreement

サービス品質保証制度

SP

Special Publication

特別出版物

SP

Specific Practice

固有慣行

SSA

Sector-Specific Agency

セクター所管省庁

SSP

Sector-Specific Plan

セクター計画

T
TEP

Telecoms Emergency Plan

電気通信緊急計画

U
USCG

U.S. Coast Guard

沿岸警備隊

USD(AT&L)

Under Secretary of Defense for

調達・技術及び兵站担当国防

Acquisition, Technology, and Logistics

次官

U.S. Computer Emergency Readiness

合衆国コンピュータ緊急対

Team

応チーム

US-CERT
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