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発刊にあたって
ここ数年、我が国の政府機関や重要インフラ企業の機密情報を狙った執拗な標的型
攻撃の被害が、情報セキュリティに対する大きな問題を提供しています。2011 年に設
置された情報処理推進機構のサイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）及び警察庁
のサイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク、並びに 2013 年に設置された防
衛省のサイバーディフェンス連携協議会（CDC）は、いずれも標的型メール攻撃に代
表される先進の執拗な脅威（APT）に対処するための取り組み（情報共有）です。
これまでの組織における情報セキュリティ対策は、知る必要性の厳守と多層防衛戦
略（境界防衛）が主体でした。しかしながら、APT の用語に代表されるサイバー脅威
の進化（脅威環境のシフト）は、これまでの境界防衛を簡単にすり抜けるものとなっ
ています。このような脅威環境のシフトに的確に対処し、情報セキュリティを確固た
るものとする取り組みとして登場したのが共有する必要性の文化、すなわち情報共有
の概念です。組織が情報共有コミュニティに参加することで、APT に対処するための
脅威情報やその対策情報などを攻撃前に迅速に入手することができ、組織の重要な資
産である情報を保護することが可能となるのです。
本調査研究報告書は、このような脅威環境のシフト及び共有する必要性の文化の新
たな台頭を背景として、企業における今後の情報セキュリティ対策に係る取り組みと
しての情報共有について、情報共有の概念（情報共有の必要性やあり方）、及び米国・
英国・我が国情報共有の現状を調査し、防衛省及び防衛関連企業等に対する情報共有
の取り組み方の提言を行ったものです。
本調査研究報告書が、我が国の企業と防衛省をはじめとする政府関係機関との間の
情報共有活動にご活用いただければ幸いと存じます。

平成 26 年 2 月
公益財団法人
理事長
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防衛基盤整備協会
宇田川
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まえがき
防衛関連企業等の生産活動におけるレジリエンス基盤の確保は、我が国の防衛任務遂行
に不可欠なものである。このレジリエンス基盤には、サイバーセキュリティ、事業継続及び
IT 運用の 3 要素が含まれるが、中でもサイバーセキュリティは、他の 2 要素とも密接な関
係にあり、最も重要視される要素となっている。このことは、近年の IT の発展に伴う経済
活動及び社会生活の IT への依存度の高まりからも明らかであり、防衛関連企業等における
生産活動も例外ではない。
企業や組織はこれまで、サイバーセキュリティの確保のため、「知る必要性」の大原則を
掲げ、公開されている一般的な脅威情報に基づくリスクマネジメントにより、技術的、運用
的及び管理的管理策を情報システムやネットワークに講じてきた。とはいえ、昨今の脅威は、
APT 攻撃、カスタム設計されたマルウェアの利用、エンドポイントのエクスプロイトによ
る侵入、国家・組織による攻撃など、これまでに比べその脅威環境を大きくシフトさせてい
る。そして、このような脅威環境のシフトは、従来の「知る必要性」の大原則を拡充させた
「共有する必要性」の文化へと、サイバーセキュリティのアプローチをシフトさせている。
サイバーセキュリティ確保のための情報共有は、このような脅威環境のシフトに効果的
に対応するため、脅威情報、脆弱性情報、対策情報などをリアルタイムで企業や組織とのパ
ートナーシップにより共有するものである。
この情報共有に対して、英米などにおいては国家的な取り組みが開始されており、その主
たる特徴は、政府機関がハブセンターとなりリアルタイムで情報を提供していること、及び
防衛企業が参加していることである。
本調査研究報告書は、防衛関連企業等の生産活動をサイバーセキュリティの面でレジリ
エントなものとするため、サイバースペースにおける脅威環境のシフト、英米の情報共有へ
の取り組みの現状、及び我が国における重要インフラ防護や情報共有の現状を考慮し、防衛
省と防衛関連企業等のパートナーシップに基づく情報共有の構築を促進させるべく提言を
まとめたものであり、次に示す 5 章構成となっている。
第 1 章：情報共有の概説
第 2 章：米国における情報共有の現状
第 3 章：英国における情報共有の現状
第 4 章：我が国における情報共有の現状
第 5 章：防衛省及び防衛関連企業等への提言

a

1

情報共有の概説
本章は、情報共有の全体像、必要性と利点、及びあり方について明らかにするとともに、

企業の取締役会や経営陣を対象に情報共有の重要性認識を高めるため、次の 4 節構成で述
べる。
節
1.1

情報共有とは

概

要

情報共有の一般的概念、特に共有（share）の意味づけに
ついて述べる。
次いで、米合衆国政府の 2001 年の 9/11 テロ攻撃後におけ
る、それまでの「知る必要性」に基づいた情報セキュリティ
の基本原則を拡充させた「共有する必要性」へと、セキュリ
ティ文化のシフトについて述べる。

1.2

情報共有の必 要性
と利点

情報共有の必要性について、先ず概括的事項について述べ
る。次いで、情報共有についての我が国及び海外の 2 件の報
告書から、情報共有の必要性に係る内容を紹介する。いずれ
も脅威環境のシフトに伴う情報共有の必要性を示している。
情報共有の利点については 2013 年 1 月、NATO 諸国グル
ープにより編纂・公表された「情報共有フレームワーク」が
示す情報共有の利点を抜粋して紹介する。

1.3

情報共有のあり方

情報共有のあり方については、国内外の 4 つの報告書や論
文に示されている要点を示す。
先ず、これら 4 つの報告書などを総括し、そこから導かれ
たあり方に関する主要要素（信頼性、官の関与、法的問題及
び参加者の認識）を示す。
次いで、各報告書などから情報共有のあり方についての内
容を紹介するとともに、筆者の所見を付記する。
なお、この節で得られた情報共有に係る主要要素は、第 2
章から第 4 章に示す米国、英国及び我が国における情報共有
の現状に対する評価要素としても有用なものである。

1.4

企業目的達成 のた

この節は、特に企業の取締役会や経営陣を対象に企業目的

めの情報共有 の必

達成のための情報共有の重要性を示し、情報共有コミュニテ

要性

ィへの参加が ICT（情報通信技術）社会における企業の目的
達成上の喫緊の優先事項であることを述べる。

1-1

情報共有とは

1.1

本節では、先ず、情報共有の一般的概念を示し、情報共有が示す「共有」の本来の意味を
明らかにする。次に、米国の 9/11 テロ攻撃後の「9/11 委員会報告」で明らかにされた情報
共有という用語の出現について、及びこの報告で明らかにされたそれまでの情報セキュリ
ティの基本原則である「知る必要性」の文化から「共有する必要性」の文化へのシフトにつ
いて述べる。

1.1.1

一般的概念

「情報共有」とは、単に「ある情報を皆で共有する（持ち合う）
」というような簡単なも
のではない。英語の「share」には、（苦楽、仕事、責任などを）分担する、（意見などを）
共にする、伝える（communicate）
、共同で持つ、共通に持つなどの意味がある。このこと
は、コミュニティのある目的（例えばセキュリティの向上）のためには、コミュニティ参加
企業が置かれている運用環境や状況を認識した上で、積極的にセキュリティに係る情報を
提供し合い、しかるべき組織が当該情報を分析・検討した後、コミュニティの各メンバー間
で共有することが、情報共有の真の意味であることを示唆するものといえる。
ちなみに、辞書「weblio 辞書」1では、次のように情報共有の解説がなされている。
見聞や知識、ノウハウを、仲間に伝達し共有すること。組織やメンバー間で知識や情報
などを伝達し合うことで認識などを揃えるといった文脈などで特に使われる表現。

1.1.2

米合衆国政府における用語「情報共有」の出現

情報共有（information sharing）の用語が普及し始めたのは、2001 年 9 月 11 日のテロ
攻撃後の「9/11 聴聞委員会」
、及び「9/11 委員会報告：合衆国に対するテロリスト攻撃につ
いての国家委員会最終報告」2であるとされている3。同最終報告書は、ニューヨーク市世界
貿易センター・ビルへのテロ攻撃計画について、その攻撃事象の発生前に攻撃に係る情報を
知り得る環境にありながら、合衆国としての対応が不十分であったことを指摘している。つ
まり、様々な政府機関が情報セキュリティの知る必要性の原則に従った結果、外部機関への
情報提供がなされず、それら情報を統合することによる攻撃の予兆を把握できなかったと
している。当時のブッシュ大統領は、この報告書に基づく数件の大統領令を発布し、連邦政
府機関に対して組織境界を横断する「情報の共有（share information）」のためのポリシー
の設定を命じた。これが、米国における情報共有への取り組みの本格的な原点であり、今日
のオバマ政権の情報共有に係る一連の政策に至っている（後述の「2.1.l 大統領政策指令 21」
及び「2.1.2 大統領令 13636」を参照）
。
1

weblio 辞書・570 の専門辞書や国語辞典百科事典から一度に検索、
http://www.weblio.jp/content/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%B1%E6%9C%89
2 9/11 Commission Report, http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission_Report, 及び
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-911REPORT/pdf/GPO-911REPORT.pdf
3 Information Sharing, http://en.wikipedia.org/wiki/Information_sharing

1-2

ブッシュ大統領の情報共有に係る大統領令の中核となっているのは、それまでの情報セ
キュリティの大原則である知る必要性の文化から共有する必要性の文化へのシフトである。
つまり、連邦政府の各機関が独自に得た情報を、情報の保護の観点から他の機関にアクセス
させていなかったこと（つまり、他の機関に対して、関連情報への「知る必要性（need to
know）
」を与えてなかったこと）が最大の欠陥であるとして、今後は「共有する必要性（need
to share）
」に基づき、情報の統合を促進する文化へのシフトを命じたのである。
1.1.3

情報共有における知る必要性と共有する必要性に対する考え方

前項に述べた知る必要性から共有する必要性への文化のシフトは、情報セキュリティの
根本的原則である知る必要性の文化に取って代わることを意味するものではない。共有す
る必要性は、知る必要性という情報セキュリティの中で取り扱われ、その上で情報共有がな
される。要は、知る必要性の範囲を組織内に限定せず、当該情報を必要とする他の組織にも
その範囲を拡大することなのである。つまり、それまでの知る必要性を拡充させたものが共
有する必要性ということになる。
このような共有する必要性の文化の台頭について、米国防総省のサイバー及び宇宙政策
担当国防副次官補 Robert J Butler は、記者のインタビュー4に次のように答えている（要
旨だけ）
。


盗まれた秘密区分指定の情報が WikiLeaks 上で掲示されたことは、「勝利のための
共有(share to win)」戦略と「知る必要性」の確実な順守の必要性との間の緊張を強
調させるものとなっている。



軍隊内における情報共有、同盟国パートナーとの情報共有、さらには国防総省外の政
府機関との情報共有は今後とも継続されるが、それらの情報に対する管理はより確
かなものとなる。



勝利のための共有と知る必要性が、相互に排他的なものであるとは考えていない。



知る必要性は、国防総省がセキュリティの考え方に言及するときの簡略的な表現で
あり、共有の必要性を排除するものではない。



我々には勝利のための情報共有が必要であるが、同時に知る必要性についても意識
しなければならない。

前 1.1.2 項で述べた 9/11 委員会報告は、インテリジェンス機関や法の執行機関などにお
ける情報セキュリティ原則としての知る必要性の厳守が、他の関連機関への情報提供を阻
んでいたため、結果としてそれら関係各機関の情報が統合されずにテロ攻撃を阻止できな
かったとしている。同委員会報告は、テロ攻撃という共通目標の観点から関連機関の情報を
統合することにより、つまり共有する必要性に基づく情報共有活動が実施されていれば、テ

4

News Article, American Forces Press Service, Cybersecurity Must Balance “Need to Know” and
“Need to Share”, December 9, 2010, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=62040

1-3

ロ攻撃を阻止することができたと結論付けている。
このような共有する必要性に対する考え方は、民間における業界ごとのコミュニティに
も適用できるものである。当該コミュニティが共通の脅威に対処するため、ある会社が攻撃
を受けた場合や不審なメールを受け取った場合などに、インデント情報をハブ組織に報告
し、ハブ組織で分析・検討の上、コミュニティ内の全会社に攻撃情報や攻撃回避のための対
策情報を通知する、という情報共有である。つまり、コミュニティ内では、お互いに情報を
提供し合い、そこから有効な対策情報をコミュニティ内で共有するものであり、そこには共
有する必要性に基づいた情報共有活動が存在するわけである。このような具体例は、後述の
「4.6.1 サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」に見ることができる。
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1.2

情報共有の必要性と利点

本節では、先ず、情報共有の必要性についての概括的事項を述べる。次いで、情報共有に
係る我が国及び国外の 2 つの報告書から、情報共有の必要性に係る内容を紹介する。これ
らの報告書は、いずれも脅威環境のシフトに伴う情報共有の必要性を示している。
情報共有の利点については、2013 年 1 月に NATO 諸国のグループ活動により編纂・公表
された「情報共有フレームワーク」に示されている情報共有の利点を抜粋して紹介する。

1.2.1

情報共有の必要性

情報共有の要点は、情報セキュリティ対策における「孤軍奮闘には限界があり、活路は共
同対処にあり」ということであり、この簡潔な言葉の中に情報共有の必要性と重要性を感じ
取ることができる。
急速に変化し続けるサイバー脅威の特性と複雑さは、組織が単独で対処し得ないものと
している。他の組織と一緒に共同で対処することが、昨今のサイバー脅威に対する唯一の防
衛手段となっている。このためには、共有する必要性及びコミュニティ内での知る必要性を
基本として、サイバー脅威に係る情報を共有することが求められる。そのような共有によっ
て、脅威に曝された又は攻撃を受けた組織の情報システムの状況が知識として蓄積され、そ
こからコミュニティ自身が採り得る対抗策を講じるための助言を得ることができるのであ
る。
ここで重要なことは、現在のほとんどのコミュニティにおけるインシデントの報告要領
である。仮に、コミュニティ内において速やかな報告が義務付けられているとしても、攻撃
を受けた後の報告までの経過時間は 24 時間～72 時間に及んでいるのが一般的である。し
かしながら、昨今の先進のサイバー脅威環境は、このような経過時間の間にも別の会社に同
様のサイバー攻撃を行う可能性を否定できないものとしている。このためには、準リアルタ
イムでの可及的速やかなインシデント報告、同報告や類似の報告に基づくハブセンターに
おける分析・検討による対策案の策定、そして脅威情報と対策案のコミュニティ参加企業に
対する速やかな伝達が求められる。
以下に、このような現実化を推奨している 2 件の報告書を紹介する。
(1)

サイバーセキュリティと経済研究会の報告

経済産業省が 2011 年 8 月 5 日に発表した「サイバーセキュリティと経済 研究会－報告
書－中間とりまとめ－自律的で弾力的かつ頑強な情報セキュリティを実現する政策」5は、
標的型サイバー攻撃に対する被害防止に情報共有が有効であるとして、次のように報告し
ている（抜粋要約）
。

5

サイバーセキュリティと経済 研究会－報告書－中間とりまとめ－自律的で弾力的かつ頑強な情報セキ
ュリティを実現する政策、2011 年 8 月 5 日、経済産業省、
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110805006/20110805006-3.pdf
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現在知りうるサイバー攻撃への対応として、個々のユーザーにおける対策（脆弱性対
策、振る舞い検知、不正通信の検知や遮断などの技術的対策、並びに社員教育、端末
での可能操作の限定、重要情報の管理などの管理的対策の実施）を多層的に実施した
場合であっても、インターネットへの接続を維持しつつ標的型サイバー攻撃を完全
に防ぐのは困難である。



個々のユーザーが受けた攻撃が発覚した場合に、当該攻撃に関する情報を関係者間
で適切に共有することにより、同様の攻撃による被害が将来発生することを防ぐこ
とが考えられる。



標的型サイバー攻撃の場合には、（同種業界、特定コミュニティなどの企業に限定し
た）少数の標的に対して同様の標的型サイバー攻撃が実施されることから、当該標的
企業との契約関係にある情報セキュリティ企業以外（他の業界やコミュニティなど
との契約関係にある情報セキュリティ企業）は、そのような攻撃が行われている実情
を把握することが困難である。



標的型サイバー攻撃に関する情報セキュリティ企業等の間での情報共有を促進する
ことにより、標的型サイバー攻撃に関する情報を素早く認識することが可能である。
これにより、公知ではない攻撃手法を公知のものにし、第二、第三の被害を防ぐこと
ができる。



ユーザーが考える標的型サイバー攻撃被害拡大防止に最も有効な取り組みのアンケ
ート調査結果（複数回答）は次のとおりである。

(2)



セキュリティ企業と公的機関の連携による情報共有（60.9％）



公的機関による積極的な情報収集と対策（45.7％）



セキュリティ企業間の連携による情報共有（30.4%）



その他（8.7％）



上記の取り組みは不要（0％）

セキュリティ協議会の報告

米合衆国の情報管理ソフトウェア及びストレージ製造企業 EMC 社のセキュリティ部門
である RSA は、「ビジネス革新のためのセキュリティ協議会（Security for Business
Innovation Council: SBIC）
」を開催し、最新の情報セキュリティに係る推奨事項などを公
開している。RSA は 2011 年 8 月、
「APT 脅威が主流となるとき」と題する報告書6を公表
した。同報告は、昨今ますますエスカレートする脅威環境下における組織のセキュリティ戦
略の構築を支援するため、標的型諜報攻撃（APT）7に係る世界中の一流のセキュリティ責

6

Security for Business Innovation Council, When Advanced Persistent Threats go Mainstream,
Building Information-Security Strategies to Combat Escalating Threats, Recommended from global
1000 executives, RSA, http://www.nbcfits.org/files/RSA-Report.pdf
7 標的型諜報攻撃：情報処理推進機構（IPA）は、APT（Advanced Persistent Threat）を広義の標的型
攻撃の一部であるとし（その他は「不特定目標攻撃」
）、
「国の経済や安全保障に影響を及ぼす組織情報を
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任者や専門家計 16 人からの７件の推奨事項をまとめたものであり、その推奨事項の 7 番目
が「情報共有への参加」となっている。
同報告書が情報共有を必要としている理由は、在来型脅威から APT 脅威への脅威環境の
シフト、及び影響を受けやすい企業の対情報セキュリティ・アプローチにあるとしている。
つまり、企業における現行の情報セキュリティ対策は、APT などの新たな脅威環境への対
応を困難なものとしており、この打開策として 7 項目の推奨事項を掲げたのである。
以下に示すのは、在来型脅威から APT 脅威への脅威環境のシフト、情報セキュリティに
対する在来型アプローチと先進アプローチ、及び 7 つの推奨事項とその 7 番目の情報共有
に係る推奨事項の詳細である。
(2-1) 在来型脅威から APT 脅威への脅威環境のシフト
情報資産に対する脅威は、一般的に次のパラメータにより分析することができる。


Who：誰が攻撃の実施や指示を行っているか？



What：どの組織及び情報資産が標的とされているか？



Why：攻撃者の動機は何か？



How：攻撃者はどのテクニックを利用しているか？

現在のサイバー攻撃の波は、今日の脅威環境においては表 1.2-1 に示すように、これらの
パラメータが劇的にシフトしている。このことは、在来型脅威への対策を講じている組織か
ら APT 脅威への対策を講ずる組織へのシフトの必然性を示唆するものである。
表 1.2-1：脅威環境のシフト
項

目

攻撃者は
誰か？

A

在来型脅威
日和見主義のハッカー
又はサイバー犯罪者

P

T

十分な資源と限定された敵対者：国家（及び関
連するグループ）、グローバルに連結した犯罪組
織、無法な会社、ハクティビズム
高価値デジタル資産：知的財産、国家安全保障

標的とな

保護データ：クレジッ

データ、企業機密、ソースコード、研究開発資材、

るデー

トカード・データ、銀行口

市場及び顧客情報、金融システム、事業及び製造

タ？

座データ、個人情報

計画、ミッション・クリティカル事業へのアクセ
スなど

標的とな
る組織

銀行、カード・データ・
プロセッサー、オンライ

政府、防衛、石油・ガス、エネルギー、技術、
金融サービスなどの特定の組織

窃取する活動を背景にし、特定目標組織を継続的に情報偵察する一連の攻撃」と定義している。出典は
「新しいタイプの攻撃の対策に向けた設計・運用ガイド、改訂第 2 版」
、2011 年 11 月、独立行政法人情
報処理推進機構、http://www.ipa.go.jp/files/000017308.pdf
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項

目

は？

A

在来型脅威

P

T

ン小売やサービス、一般
企業

Why？

資産獲得、アイデンテ

市場操作、国防における戦略的優位、企業にお

ィティ窃取、不正行為、ス

ける経済的優位、ビジネス交渉における競合的地

パム

位、重要インフラにおける損害、政治的理由
エンドユーザー及びエンドポイントのエクス

How？

境界攻撃による侵入

プロイトによる侵入：複数の影響力による攻撃の
実施

一般的には既製のマル
ウェア

マルウェ

可能な限りマルウェア

アの利用

を増殖させ、有利な場所
への定着を改善

スキル

テクニカル・スキル

対策への

多くの場合、カスタム設計又は調整されたマル
ウェア
一つの組織を攻撃するためのマルウェアの利
用：システムのハイジャック、迂回路の作成、バ
ックドアの設置、及び指揮統制サーバーによる通
信
偵察：組織の人、ビジネス・プロセス及びネッ
トワーク技術に対する深い知識

容易い標的への移動

対応

達成目標を追求するための攻撃方法の変更

(2-2) 情報セキュリティに対する在来型アプローチ対先進アプローチ
前項（2-1）に述べた脅威環境のシフトは、情報セキュリティ・アプローチの概念を改め
させる「情報セキュリティに対する在来型アプローチ対先進アプローチ」として、表 1.2-2
を示している。この先進アプローチの要点は、全ての資産を保護するという非現実的考え方
から、組織にとって最も重要な情報とシステムの保護に努力を傾注すること、境界防衛中心
の考え方を改めること、そして攻撃者の締め出しから、時に攻撃者が侵入したとしても可及
的速やかに検知して損害の最小限化を図ることであるとしている。そして何よりも、このよ
うな先進アプローチへのシフトに際しては、経営陣のコミットメントが重要であるとも付
言している。
表 1.2-2：情報セキュリティに対する在来型アプローチ対先進アプローチの違い
項

目

管理策の範囲
管理策の焦点

在来型アプローチ

先進アプローチ
最も重要な資産（crown jewels(情報の中

全ての情報資産の防護

で最も価値のあるもの)）の防護努力が焦点

防止型管理策（ウィルス

検知用管理策（モニタリング、データ分

対策、ファイアウォール） 析）
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項

目

在来型アプローチ

先進アプローチ

観点

境界ベース

データセントリック

ログ収集目的

コンプライアンス報告

脅威の検知

インシデント

断片的：マルウェア又は

管理
脅威インテリ
ジェンス
成功の定義

俯瞰：攻撃パターンの検知と詳細分析

感染ノードの無効化
マルウェアについての

攻撃者の現標的と手口及び組織自身の主
要資産と IT 環境についての理解の深化

情報の収集
ネットワーク侵入攻撃
者なし

攻撃者が侵入することもあるが、可及的
速やかに検知し、その影響を最小限化

(2-3) 7 件の推奨事項の項目及び第 7 番目の推奨事項（情報共有）の詳細
下記に 7 件の推奨事項の項目及び同推奨事項の第 7 番目（情報共有）を抜粋要約して示
す。これらの 7 件の推奨事項は、(2-1)項の脅威環境のシフト及び(2-2)項の在来型アプロー
チから先進アプローチへのシフトに基づくものである。
①. インテリジェンスの収集と分析をレベルアップすること。
②. スマートなモニタリングを作動させること。
③. アクセス制御を厳正化すること。
④. ユーザーに対する訓練の成果について、十分な分析・検討を実施すること。
⑤. 経営陣のリーダーシップを有効に利用すること。
⑥. IT を再設計すること。
⑦. 情報共有に参加すること。
⑦. 情報共有に参加すること
最後に、APT を防ぐには、企業 IT の新たなモデルを構築するだけでなく、情報共有に
対する新たなモデルを構築することである。現在の情報共有チャネルに含まれるものと
しては、例えば北米における情報共有・分析センター（ISAC）がある。とはいえ、既存
のチャネルは、脅威情報を伝達するにはあまりにも遅すぎる。一般的な攻撃シグネチャの
ライフスパン（寿命）は時間単位であり、攻撃者は攻撃シグネチャが検知されたと知れ
ば、即座にそれを利用することを止める。したがって、共有メカニズムにはよりリアルタ
イム性が求められることになる。このようにすれば、いったんシグネチャが識別されたな
ら、攻撃の検知に利用できるよう他の組織に伝達することができる。
もう一つの大きな問題は、企業や政府が様々な理由から脅威情報を共有することに乗
り気でないことがあり、特に法的リスクの認識が該当する。大部分の重要インフラは民間
の組織によって所有されていることから、インテリジェンス交換のためのより広範な参
加が求められ、それらには金融サービス、公益事業体、エネルギー、電気通信及び技術セ
クターが含まれる。ところが情報交換において、一般に多くの組織が脅威インテリジェン
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スを受け取ることを望むが、進んで提供する組織はほとんどない。これを是正するには、
組織の積極的な情報提供を促すためのインセンティブがなければならない。
現在の情報共有におけるこのような袋小路は、法律の制定を求めるまでに至っている、
と信じる者もいる。政府主導による官民共同の促進活動は、法の制定無くしてこの袋小路
の解消に対する回答にはなり得ないと思われる。しかしながら、政府にとってのより価値
のある役割は、情報共有に対する障害を取り除くことである。とりわけ、法律は多くの会
社の法務部の懸念事項となっている責任問題に対処することができる。同様に政府は、会
社が重要インフラの一部であるなら信頼コミュニティに属さねばならない、と法的に求
めることができる。実行可能性のあるモデルは、参加を匿名性にすることで特定の実体へ
の追跡情報がないようにすることである。
組織にとっての重大なステップは、法の執行機関とより連携し始めることである。組織
が危殆化された場合、ほとんどの組織は当該インシデントを報告しない。それにもかかわ
らず、
（米合衆国における）連邦捜査局（FBI）や国家安全保障局（NSA）などの政府機
関は、当該情報をサイバー犯罪の証拠収集に必要とし、及びさらなる攻撃に対する組織の
防御を支援することができる脅威情報を持つ必要がある。

1.2.2

情報共有の利点

情報共有の最大の利点は、情報共有が先進の脅威に対応するための主要な効果的手段
となり得ることである。このことを細分化した内容を NATO の文献に見ることができ、以
下にそれを紹介する。
MNE7（多国間実験 7。multinational experiment 7）は 2013 年 1 月 22 日、NATO 加
盟国などの 18 か国によるサイバー状況認識の確立・維持のための解決策の一つとして、
「情
報共有フレームワーク（ISF）
」8を発表した。この ISF は、NATO 加盟各国の情報共有枠組
みを規定するものではなく、ガイダンスとして提供されたものである。この ISF の「付録
B 情報共有の利点と課題」に示されている情報共有の利点を下記に紹介する。
なお、米国防総省は、現在米国家標準技術院（NIST）が大統領令 13636 を受けて策定中
の「サイバーセキュリティ枠組み」に対するコメントの一部として、この ISF を提出して
いる。
利点
(1) 情報共有による強化されたサイバー状況認識がもたらす数多くの利点は、次の 3 種に
大別することができる。
① リスクの削減：組織は、全てではないが、ほとんどの内部サイバー・リスクを管理
することができるが、彼ら自身では共有されたサイバー・リスクを管理することは

8

Multinational Experiment 7, Outcome 3 – Cyber Domain, Objective 3.2, Information Sharing
Framework, 22 January 2013, NATO,
http://csrc.nist.gov/cyberframework/rfi_comments/dod_js_j7_part_2_022713.pdf
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できない。
組織は、情報の共有及びそれら情報に共同で対処することにより、内部及び外部
からのサイバー・リスクを削減する。
② コストの削減：組織は、是正措置により利益を得ることができる。
ある組織における経験や知識は、更なるコストを負うことなく他の組織で再利用
することができる。能力改善のための総コストは、共有され、各組織のコストが削
減される。
③ アジリティ能力の拡大：上記の再利用は、組織横断的及び組織内部に適用すること
ができる。
このようなアジリティは、各組織の効果性と効率性を高める。
(2) 改善されたサイバー状況認識の最終的な成果は、優れた予防策とサイバー脅威に対す
るより適切な対応である。また、このことは下記に示す 4 つの理由から、優れた（共有さ
れた）情報に基づく優れた意思決定を支援することとなる。
① 量：情報と知識の共有は、サイバー領域における全ての情勢について、優れたより
完全な全体像へと導くことができる。
グループは、個人よりもより多くの集約された強固な情報を知る。
② 品質：価値があり、関連性があり、そして複数の情報源からの情報の共有は、サイ
バースペースの進展に対するより完全な洞察力を導くことができる。
このことは結局、優れたより一層の正確な意思決定に導くことができる。
③ 適時性：時宜を得た情報共有は、サイバースペース状況認識を強化することから、
悪意のある活動が発生する前に、より完全な準備をすること及び発生しても迅速な
対応をすることができる。
情報システムは、リアルタイムの情報伝達の必要性、及び法律などの非技術的問
題を含むベストプラクティスやその他の文書のリポジトリ／ライブラリの要求を
考慮しなければならない。
④ レジリエンス：たとえ一つのメンバーが最早不参加となったとしても、コミュニテ
ィにとって情報の継続的利用が可能である。
(3) 危機対応及びインシデント対応：情報共有コミュニティ内における集団的な危機及び
問題の削減。インシデント対応プロセスは、情報共有における重要な役割を果たす。その
理由は、このプロセスが攻撃又は違反の発生時においても情報共有プロセス活動の継続
を確実なものとするからである。情報共有コミュニティの設立と展開は、メンバーがお互
いの相互理解を深めることを可能にする。そしてこの理解が、お互いとグループ全体の更
なる献身に導き、時には責任の共有に結びつけることもある。結局、コミュニティ・メン
バー間における危機と問題は、集団的に解決されるということである。攻撃や違反を先制
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して検知し低減する手順及びプロセスを確立することは、危殆化された情報システムの
復旧を支援することとなる。危機対応計画は、次に示す 6 フェーズから構成される。
① 準備
② 識別
③ 抑制
④ 根絶
⑤ 復旧
⑥ 教訓
(4) さらに、組織はサイバー情報共有継続計画を持つべきである。この計画は、重要なネ
ットワーク・ハブとノードが攻撃や違反の間でも運用を継続することを確実にするもの
である。この計画は、復旧計画と並行に実施されるものとする。
(5) これら全ては、サイバー情報共有の利点である。また、ビジネス・レベルに見出すこ
とができる第二次的な利点もあり、それらは共有されたサイバー状況認識に対するビジ
ネス・ケース全般に対して重要な貢献をなすものである。
なお、MNE7 及び ISF の全般的な紹介については、
「1.3.4 MNE7 の情報共有枠組み」で
紹介する。
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1.3

情報共有のあり方

本節では、情報共有のあり方について、国内外の 4 つの報告書や論文に示されている要
点を示す。
先ず、それら 4 つの報告書などを総括し、そこから導かれたあり方に関する主要要素（信
頼性、官の関与、法的問題及び参加者の認識）を示す。次いで、各報告書などから情報共有
のあり方についての内容を紹介するとともに、筆者の所見を付記する。
なお、この節で得られた情報共有に係る主要要素は、第 2 章から第 4 章に示す米国、英
国及び我が国における情報共有の現状に対する評価要素としても有用なものとなっている。

1.3.1

情報共有の主要要素

情報共有の必要性や重要性については、世界中の経済、防衛、司法、インテリジェンスな
どの様々な分野で関心の的となっており、そのあり方についても盛んに論じられている。第
2 章から第 4 章において、米国、英国及び我が国における情報共有の現状を紹介するが、本
節に示す情報共有のあり方を念頭にそれら実態を見ることは、今後の我が国、とりわけ防衛
産業基盤における情報共有のあり方の検討に際して役立つと思われる。
以下に紹介するのは、情報共有に係る米大学の論文、経済産業省（METI）の研究会報告
書、MNE と NATO の共同による情報共有枠組み、及び国土安全保障省（DHS）の研究報
告書から、情報共有のあり方に関する事項を示したものである。
表 1.3-1 は、これらの文献に共通する主要な情報共有のあり方 4 項目を要約したものであ
る。これら 4 項目は、お互いに密接な係わり合いを持っており、いずれか一つでも達成でき
なければ効果的な情報共有の目的を達成することはできない。それぞれの文献の細部につ
いては 1.3.2 項～1.3.5 項の各項目にその内容を紹介するとともに、筆者の所見を付した。
なお、表 1.3-1 に示すのは情報共有に係るあり方の主要要素だけを記載したものであり、
共有情報の迅速な伝達、確実なアクセス制御などの技術的手段については省略してある。
表 1.3-1：情報共有のあり方（主要要素）
主
信頼性
の確保
官の積
極的な
関与

要

要

素

大学

参加者の信頼性の確保は、効果的な
情報共有に必須のものである。

METI

○

MNE

DHS

○

官からの情報（インテリジェンス、
テロ）の提供、官における情報の集約、
情報共有促進活動など、官の関与が重

○

○

○

○

要な役割を果たす。

法的問

重要インフラ情報の保護、属性情報

題のク

の保護、プライバシー保護、情報の自

リア

由、秘密保護適格証明書、及び情報共
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○

主

要

要

素

大学

METI

MNE

DHS

○

○

有枠組みに係る合意協定やルールに
対する考慮が不可欠である。
経営陣の情報共有の重要性認識に
よる積極的かつ自発的参加の促進、意

参加者

思決定支援への貢献、組織の資源配分

の認識

○

や訓練の実施は、効果的な情報共有に
必須のものである。

1.3.2

大学の情報共有に係る小論文
内容の紹介

(1)

オールバニー大学の政治応用科学センター（Center for Technology in Government）の
小論文「共同と情報共有：政府にとっての 2 つの重要な能力」9は、情報共有に係る信頼性
について次のように述べ、情報共有における組織間での信頼性の重要性を示している。
信頼と境界横断情報共有
信頼の構築は、組織間及び個人間において境界横断の情報共有を展開する際の重要な
ソーシャル・プロセス10である。とりわけ、参加組織間における信頼のレベルは、情報共
有活動に深く係っている。なぜなら、信頼は、リスクテーキング、知識の共有及び意思決
定における利害の衝突を緩和するとともに、共同の過程を容易にするからである。高度の
信頼レベルは、複雑なビジネス・プロセス及び慣行に係るプロジェクト及び知識共有にお
ける完全な参加を大いに支援するものである。常続的な知識共有及び共同に対するリー
ダーシップ、組織文化及び組織体の組み合わせが、さらに重要なのはそれらの相互作用
が、信頼のレベルアップを容易にするものである。

(2)

所見

情報共有における組織間（及び個人間）での信頼性の構築は、一般的に次に対して重要な
役割を果たす。


官民間、組織間及び個人間における良好なパートナーシップの構築と維持、並びに積
極的参加



参加者の秘密の厳守による提供情報の属性の保護及び秘密区分指定情報の保護



積極的な情報の提供により、コミュニティ参加組織へのサイバー攻撃に対する防御
力の向上

9

Collaboration and information sharing: Two Critical Capabilities for Government, Center for
Technology in Government, http://www.ctg.albany.edu/publications/issuebriefs/collaboration
10 訳注：ソーシャル･プロセス（社会過程）とは、文化及び社会組織が変化し維持される過程をいう。
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1.3.3

経済産業省のサイバーセキュリティと経済研究会報告
内容の紹介

(1)

経済産業省は 2012 年 12 月、同年 8 月 31 日に開催された「サイバーセキュリティと経
済研究会・フォローアップ会合」の資料を発表した11。同資料の「資料 4 サイバーセキュリ
ティと経済研究会報告書中間とりまとめ～自立的で弾力的かつ頑強な情報セキュリティ政
策～」の「第 2 章 新しい 3 つの波－(3) 政策の方向性－1 標的型サイバー攻撃への対応－
② ユーザーと情報セキュリティ企業の連携による防止策－ｲ項 情報共有に関する課題と
対応の方向性、及びｳ項 ユーザー・ベンダー一体の防止対策を実施するためのパートナーシ
ップ」は、情報共有の実施にあたって課題とすべき事項、及び官民間パートナーシップの構
築にあたってのプロセスと考慮すべき事項に関して次のように述べている（特に、下線を付
した箇所に注目されたい）
。
ｲ. 情報共有に関する課題と対応の方向性
情報共有を行う際には、以下のような制約又は課題に留意する必要がある。


標的型サイバー攻撃に使用されたメールや不正プログラムの検体には個社に関す
る機微な情報が含まれており、そのような機微な情報を共有することは個社にと
って困難である。



標的型サイバー攻撃を受けた事実が仮に適切な共有範囲を超えて公になることが
あれば、当該企業の企業価値が低下する可能性があり、情報共有にはそのような
リスクが伴うので、個社は情報共有に慎重になる可能性がある。



個社にとって、情報共有を行うことの直接的な便益は明確ではない一方、情報共
有を行うためには、社内で情報を集約したり、個社に関する情報を削除したりす
る必要があり、個社にとってコストがかかる可能性がある。



個社にとっての便益が明確になるような枠組みを構築する必要がある。

（しかしながら、経済産業省が行った調査によれば、ユーザー企業も自社や取引先等を特
定・推測できる情報が含まれない場合には共有可能と考えている。）
ｳ．ユーザー・ベンダー一体の防止対策を実施するためのパートナーシップ
実効的な情報共有体制を実現するためには、上記のような情報共有に関する課題を解
決できるような「ユーザー・ベンダー一体の防止対策を実施するためのパートナーシッ
プ」を構築するための取組を行っていくことが必要である。
なお、上記のようなパートナーシップを構築し、実効あらしめるためには以下の点を
考慮すべきである。


パートナーシップは、情報セキュリティ企業を中心に構築することが効果的・効

11

サイバーセキュリティと経済研究会・フォローアップ会合－配布資料、2012 年 12 月 24 日、経済産業
省、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/cyber_security/007_haifu.html
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率的である（情報セキュリティ企業は、標的型サイバー攻撃に関する情報をユー
ザーから集約して個々のユーザーへの負担なく情報を共有したり、共有を受けた
情報を個々のユーザーに対するサービスの向上に利用したりすることが可能であ
る。このため、個々のユーザーが情報提供したり、提供を受けたりすることより
も、実効性が向上）。


標的型サイバー攻撃の防止のために共有することが有益な情報を精査することが
必要である。



情報の取扱いを含めた情報共有に関するルールを整備することが必要である（標
的型サイバー攻撃に関する情報は機微であることが多いため）。



また、情報を集約するのであれば、公的機関が関与することが適切である。



情報セキュリティ企業の取組に向け、公的機関による普及啓発活動も必要である
（ユーザーが直接情報を提供・共有することを前提としないパートナーシップで
あったとしても、情報セキュリティ企業によるパートナーシップへの積極的な参
画を増やしていくためにはユーザーの理解が不可欠であるため）。



情報セキュリティ企業の参画を促すような公的機関主導のプロジェクトが行われ
ることが望ましい（情報セキュリティ企業がパートナーシップに積極的に取り組
んでいくためには、自らのビジネスに裨益するとの感触が得られることが必要。
そのためには、情報セキュリティ企業の参画を促すような経済産業省主導のプロ
ジェクトが行われることが望ましい）。

以上を踏まえて、公的機関が支援する形で、情報セキュリティ企業、ITユーザー企
業、公的機関の参加を得て、情報共有を試行するためのパイロットプロジェクトを実施
し、そのフィードバックに基づき、情報共有の有効性の検証、情報共有のルール整備、
情報共有にかかるコストの精査等を行いつつ、早期にパートナーシップの構築を目指す
ことが適切である。
パイロットプロジェクトにおいて特に重視すべきことは、情報共有の有効性を確認し
た上で、どのようにすればユーザーとベンダーが自発的に情報共有を行っていくような
仕組みを構築できるかであり、そのためには、なるべく多くの標的型サイバー攻撃に関し
て共有可能なサンプルを得て、実際に共有を行っていくことが重要であり、企業の積極的
な参加が期待される。
また、標的型サイバー攻撃をより広範な範囲で対応していくためには、上述のようなパ
ートナーシップを我が国にとどまることなく、国際的にも展開していくことが有意義で
あるとの指摘も得られているところであり、パートナーシップを更に有効に機能させる
ための要素として今後検討される。

(2)

所見

「ｲ.情報共有に関する課題と対応の方向性」は、情報を提供する組織の属性情報の保護を
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求めたもの、つまり、情報を提供した組織の属性が他の組織に知られないための確実な保護
を求めたものである。他の組織により属性情報が知られれば、結果として競合他社の利益に
結びつくばかりでなく、会社の評判の失墜にもなる。このようなリスクを犯してまで情報共
有に参加する組織はあり得ず、パートナーシップの崩壊、そして情報共有システムの崩壊へ
とつながる。したがって、属性情報に対する取り扱いは極めて重要事項となる。
「ｳ. ユーザー・ベンダー一体の防止対策を実施するためのパートナーシップ」は、具体
的な情報共有システムの構築にあたっての提言であり、これらは第 2 章及び第 3 章に述べ
る米国や英国などの情報共有の具体的な取り組みにも見ることができる。
以下に主要提言事項ごと、所見を述べる。


情報セキュリティ企業の参加：ウィルス対策を含むセキュリティ対策について大部
分の企業が何らかの形で情報セキュリティ企業との係りを持っていること、及び同
企業は一般的に優れたセキュリティ専門知識集団であることから、提供された情報
の分析や検討に重要な役割を果たすことなど、情報共有における情報セキュリティ
企業の参加は極めて重要である。ただし、ハブセンターとして位置づけることには問
題があり、そのスタンスはあくまでも支援であるべきである。



情報共有に係るルールの確立：組織の属性情報の保護、効果的な情報の提供、秘密区
分指定情報の保護、提供情報の取り扱い、関係者の資格、関係者の訓練などの明確な
ルールは、良好なパートナーシップの維持に立脚した情報共有の円滑な活動の推進
に不可欠である。



公的機関の関与：とりまとめにおいて明示されていないが、サイバーインテリジェン
スやサイバーテロに係る情報の公的機関からの提供は、効果的なサイバー攻撃対策
に必須のものであることから、公的機関の関与は極めて重要である。最も望まれるの
は、公的機関がハブセンターとなることである。



公的機関による普及啓発活動の実施：情報共有に関しては、民間セクターから見る限
り、その必要性や重要性が理解されていない現状にある。かつ、情報共有に参加する
ことに対する属性情報の開示などのおそれも懸念されている。これらを払拭するの
は公的機関の責任事項である。法規類で情報共有を義務付けられない現状にあって
は、公的機関による普及啓発活動が我が国における官民間パートナーシップに基づ
く情報共有の促進に必要である。

1.3.4
(1)

MNE7 の情報共有の枠組み
内容の紹介

MNE（Multinational Experiment。多国間実験）は、合衆国の統合軍司令部の指導の下、
中核となる 18 の国々や組織12で実施される一連の実験キャンペーンである。この一つであ
12

MNE7 の参加国：オーストリア、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリ
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る MNE7（MNE7：Access to the Global Common（地球的共有物へのアクセス）
）は、2 年
間に及ぶ多国間や機関間の活動であり、海上、航空、宇宙及びサイバースペースの利用アク
セスを確実なものとすることを目的とした同盟機能の改善を図るものである。
紹介する情報共有枠組み（Information Sharing Framework: ISF）13は、この MNE7 の
活動の一環として 2013 年に発表されたものである。ISF は、組織と集団のサイバー状況認
識の強化、及び個々の組織と集団との意思決定プロセスの改善のための機微情報の共有の
あり方を示すとともに、信頼されたパートナーが共同で対処するために必要なポリシー、手
順及びメカニズムに係る戦略的ガイダンスを示している。
なお、この ISF は、MNE７参加 18 か国によるサイバー状況認識の確立・維持のための
解決策の一つとし発表したものであり、参加国に対してその実施を求めるものではなく、ガ
イドとして利用することを意図している。
この ISF の目次構成は、次のとおりである。
管理者向け要約
序論
目的と範囲
背景
サイバースペースの理解、サイバースペースの利用、サイバースペースの防護、サイ
バー状況認識、利点と課題
情報共有モデル
アーキテクチャー・ビュー、ストラクチャー・ビュー、ハブとノードの構造、情報共
有協定、情報共有プロセス、信頼性・連盟・AAA14、分類、情報開示－トラフィック･
ライト・プロトコル
情報管理モデル
サイバー状況認識の作成と維持、情報の準備、共有情報のタイプ
推奨事項
付録 A：セキュリティ運用管理の管理策
付録 B：情報共有の利点と課題
付録 C：情報共有協定
付録 D：フェデレーションと保証レベル
付録 F：サイバー状況認識情報共有の分類
付録 G：優先的情報要求事項

ー、イタリア、ノルウェイ、ポーランド、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ
及び NATO である。
13 Multinational Experiment 7, Outcome 3 – Cyber Domain, Objective 3.2, Information Sharing
Framework, 22 January 2013, NATO,
http://csrc.nist.gov/cyberframework/rfi_comments/dod_js_j7_part_2_022713.pdf
14 AAA: Identity Authentication, Authorization and Accountability
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付録 H：ハブ／ノード情報共有意思決定プロセス
付録 I：情報共有のための報告様式
付録 J：情報の種類
用語の解
情報共有のあり方に関しては、上記の「付録 B 情報共有の利点と課題」の課題に詳述さ
れている。課題とは解くべき問題であり、それが解決されることがあり方を示すこととなる。
以下に示すのは、この課題の箇所を翻訳したものである。
挑戦事項
情報共有を妨げる多くの種類・分類の障壁があり、それらの障壁に対しては効果的な対
処と管理が必要である。問題は、ポリシー、文化、ガバナンス、資源、技術的制限などの
障害物にどのように打ち勝つかを決定することであり、そのようにすることによって、デ
ータと情報の共有が、拡大されたエンタープライズ全体に可能となり、許され、是認さ
れ、そして奨励されることとなる。
① ポリシーの障壁
(ｱ) 有責義務（liability）の問題
(ｲ) 包括的合意(global agreement)の達成
(ｳ) ポリシー問題は、システム間接続を抑制するおそれがある。
② 管理上の障壁
(ｱ) 情報共有を許すメカニズムがないかもしれない。
(ｲ) 文書記録の手法において、例え同じコミュニティのある組織から次の組織に対
してさえも、明確さと標準が欠けている。お役所主義やその他の官僚主義が過剰
規制及び情報共有の禁止をもたらす。
(ｳ) 対話を活気づける改善された方法が必要とされる。
(ｴ) 民間セクターは、情報共有の展開を「唱導するための実践」を必要とする。
(ｵ) 「フリーライダー（必要なコストを負担せず利益だけを受け取る人）」に対する
不平等な参加又は恐れがある。
(ｶ) サービス品質保証制度（SLA）の欠落又は陳腐化がある。
(ｷ) 参加のリスクと利点に対して、不十分な情報及び理解に基づく意思決定。一般的
に、経営上層部は従業員と技術的世代が異なることから、明確な情報伝達が問題
解決を支援することができる。経営上層部は、最新の脅威と脆弱性を把握してい
ない。
(ｸ) 参加者間に信頼の欠如がある。
③ 法的障害
(ｱ) 包括的セキュリティ協定（General Security Agreement）の欠如：法律、サイバ
ー・メタ法律（Cyber meta law）
、その他国によって様々な法的問題がある。
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(ｲ) 同盟が合意した法的システム（例：最大限定(most restrictive)、最小限定(least
restrictive)にもよるが、法的障害は制限事項と同様に制約事項となり得る。
(ｳ) 情報共有は、地域／法的要求事項（情報の自由法問題、人的プライバシー懸念事
項）に大いに依存する。
(ｴ) ポリシー問題は、システム間の接続を制限し得る。
④ ビジネス障壁
(ｱ) 財政上の問題がある。
(ｲ) 企業全体での共同対応へのインセンティブが欠如している。
(ｳ) ビジネス活動の時間が割かれる。
(ｴ) 競争の圧力が情報共有への投資に対する嫌気を高める。
(ｵ) 重要なビジネス情報を保護し競合相手と公衆に漏えいすることを防止するため
の保証が、情報共有システムに組み込まれていない。
(ｶ) 投資に対する直接の収益がない。
(ｷ) 脆弱性情報は、ほとんどの場合、特定のケースやインシデントに効果的であるた
め、あまりにも商業化されている。
⑤ 資源障壁（技術を含む）
(ｱ) 既存技術の効果のない利用である。
(ｲ) 情報の共有と保管に利用可能な施設の必要性。近代的なデータ・センター内で
は、共有される情報が多ければ多いほど、より多くのデータが維持されメタデー
タで発生されねばならないことから、より多くのハードウェアが必要となる。収
納する施設が大きくなるほど、それを稼動させるより多くの電力が必要となる。
大規模な情報共有は、膨大なデータを取り扱うインフラにとって金のかかかる
ものとなる。
(ｳ) 技術自身のことであるが、多くのシステムは様々な技術上の問題から簡単に相
互接続することはできない。適切に設計・実装されたシステムは、技術上の障壁
をもたらさない。とはいえ、技術の利用に関して組織が設定した制限は障壁とな
り得る。
(ｴ) 障壁の管理は、情報を伝達する技術システムの設計において開始されねばなら
ない。
(ｵ) システムは、互換性のないコンピュータ・プログラミング言語を利用している。
特定のオペレーティング・システム環境で運用するよう設計されたプログラム
の全てが、そのことを断言している。考慮すべき分野としては、例えば MS
Access 対 Oracle フォーマット、及びデータベース・フィールド・フォーマット
がある。
(ｶ) 共通の用語集－分類体系（lexicon-taxonomy）
（運用上、法律、技術などの用語）
がない。
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(ｷ) 関連するビジネス・プロセスを支援する知識と経験を備えた従業員を利用する
ことができない。
(ｸ) 異なる政府の規定により、互換性のない暗号化技術がある。
⑥ 秘密上の障壁
(ｱ) 匿名性、機密性及び所有権情報に係る問題がある。
(ｲ) 政府内の秘密性に係る文化がある。
(ｳ) 民間セクター同盟内で、情報アクセスに対する適切な資格証明書を持たない管
理職員（executives）との情報共有がある。
(ｴ) 潜在的にきまり悪がらせるような（当惑させるような）情報がある。
(ｵ) 過大秘密区分となる。
(ｶ) アカウンタビリティに対する明確な規則がない。
⑦ 人間性に係る（humanistic）障壁／文化上の障壁
(ｱ) 参加者を横断する多様性（文化、言語、法的システムなど）。データ分析で最も
大切なことは、文化によってデータのもつ意味合いが異なることを認識するこ
とである。データの誤った解釈は、重大な問題となり得る。
(ｲ) 例えばセキュリティ組織のようなコミュニティの中には、情報の共有に対する
歴史や信望を持たないものもある。
(ｳ) 全ての参加パーティによる双方向の流れとは裏腹に、現実には一方通行症候群
が存在する。
⑧ リスク上の障壁
(ｱ) 更なる情報の共有に関連するいくつかの現実的な挑戦事項があり、とりわけ秘
密区分指定の情報に係るものである。インテリジェンス機関は、情報の漏えいリ
スクがあることから、機微（センシティブ）な情報を共有することに気乗りしな
いのが一般的である。純粋に対等な（そして同盟された）組織ではない組織と情
報を共有することにより、情報が報道や公衆に漏洩されることに対して備えね
ばならない。電子媒体を通じて情報にアクセスする今日、このようなことは素早
く発生し、運用的セキュリティ管理策に対する脅威となる。
(ｲ) 大いなる情報共有に係るその他の危険は、何が共有され、誰がその情報を得るか
を共有者が決めることである。執筆者又は情報提供組織は、文書に対するセキュ
リティ警告を明示する。その結果、情報共有の範囲が 3〜4 箇所程度のシステム
間だけに限定されるおそれがあり、このことは大いなる情報共有による可能な
利点に対して比較考察されねばならない。
(ｳ) 民間セクターにいては、会社が法律によりある種の情報の暴露（公表）を禁じら
れており、競合相手に同社の運用について漏れることを恐れ、詳細を共有するこ
とに乗り気ではない。このような恐れは、信頼及び官民パートナーシップのガイ
ドラインの確立を介して緩和されねばならない。
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(ｴ) 情報の非対称（不釣り合い、不均整）
：情報共有コミュニティにおける参加者の
中には、サイバー・インシデント調査の手段を欠いているものもあり、これがイ
ンシデント対応及びインシデント報告の遅延をもたらす。
(ｵ) 情報の誤用：情報共有システム内で漏えいインシデントが発生した場合、秘密の
共有情報が不正な組織に利用されるおそれがある。同様に、広範な伝達も情報誤
用をもたらすおそれがある。
(ｶ) 情報の過負荷：あまりにも多くの情報が収集されると、それがときには無関係
（不適切）な情報と組み合わされ、受領した情報の優柔不断又は却下となるおそ
れがある。

(2)

所見

MNE7 の ISF 付録 B が示す課題は、情報共有に係る広範な分野かつ詳細な事項にまで及
んでおり、今日の米国や我が国における情報共有の課題は全て包含されている。付録 B が
示す課題は、解決すべき問題を示すものであり、それを解決することがあり方を示すことと
なる。

1.3.5
(1)

国土安全保障省の情報共有の測定に係る論文
内容の紹介

「サイバーセキュリティ情報共有の測定」15と題する論文が 2012 年 2 月、国土安全保障
省の研究・分析チームから発表された。この論文は、情報共有の効果性を測定する測定基準
の策定を目的としたものであるが、その目的を達成する手段として、情報共有の定義に焦点
を当てている。つまり、情報共有の定義は、情報共有の本質を示すものであり、測定基準と
重要かつ密接な関係を持ち合わせている。また、この測定基準は情報共有に対する要求事項
／条件ともなり得ることから、情報共有のあり方を示すものとも言える。
以下に紹介するのは、同論文に示された情報共有の定義、及び同定義から導出された測定
基準の概念である。


情報共有はプロセスを示すものであり、情報はそのプロセスを通じて一つの実体か
ら一つ又はそれ以上の実体に提供されることにより、不確実な状況下における意思
決定を容易なものとする。



情報共有は、目標指向であるべきである。



情報は、目標達成に効果・影響を及ぼし得る実体に共有されるべきであり、それがで
きない実体には共有されるべきではない。



共有された情報は、目標達成に効果・影響を及ぼし得る目的のために利用されるべき
であり、他の目的に利用されるべきではない。

15

Measuring Cybersecurity Information Sharing, 27 February 2012, Homeland Security Institute,
http://www.securitymetrics.org/attachments/Metricon-6.5-Fleming.pdf
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共有された情報は、不確実性を削減する目的に適したものであるべきである。



情報共有は、すべての不確実性を削減することができない（時には、不確実性を増加
させるかもしれない）
。

そして、論文は、最後にこれらの定義や関連する推断に基づき、次表に示す測定基準の概
念を導出した。これらの測定基準の概念は、別の観点からは情報共有に求められる条件、す
なわちあり方を示すものともいえる。
表 1.3-2：情報共有における測定基準の概念
インプット




プロセス

共有された情報



目標が指定されている。 

共有され

＝データ＋意味



目標は合意されている。

た情報は、

共有された情報



実体は適切である。

戦術目的

は関連する。



実体は参加している。

及び戦略

共有された情報



管理下にある。

目的の両

はアクセスでき



情報のオバーロードは

者に利用

ない。

される。

る。


共有された情報
は正確である。

(2)

アウトプット



成


果

目標は達成
された。

実体の資源／訓練は十
分である。

所見

国土安全保障省の研究・分析チームによる論文は、ハイレベルな情報共有のあり方を述べ
たものとなっているが、言い換えれば情報共有のあり方に関する極めて本質的な面を指摘
したものといえる。
論文に示された測定基準は簡潔明快なものであり、実際に情報共有の仕組みを構築する
にあたっては、これらの事項を基礎として、情報共有の具体的な実施に向けた枠組みやルー
ルの策定を行うべきであると思われる。
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1.4

企業目的達成のための情報共有の必要性

ここでは、特に企業の取締役会及び経営陣を対象に情報共有の重要性を示し、情報共有コ
ミュニティへの参加が企業目的達成上の喫緊の課題であることを述べる。
企業の目的が利益の追求でなく企業価値の向上にあることは、コーポレート・ガバナンス
（CG）の用語の普及とともに当然のこととして受け入れられている昨今である。この CG
の目的は、
「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 2013」16によれば、「コーポレ
ート・ガバナンスの基本原則は経営の効率性、透過性を高め、企業価値を最大化すること」
、
「企業価値の向上のため、また株主に対する経営の透明性を高めるため、コーポレート・ガ
バナンスを経営上の極めて重要な課題に位置づける」、「企業活動を通じて継続的に収益を
上げ、企業価値を高めていくためには、その活動を律する枠組みであるコーポレート・ガバ
ナンスの体制の整備は不可欠であると考える」など、CG の目的として「企業価値の最大化」
を掲げている会社がほとんどであると報告されている。
以下に、昨今の ICT 時代において、この企業価値の最大化を図るサイバースペース関連
の情報共有の必要性について述べる。その要点は、CG の部分集合としてのセキュリティ・
ガバナンス（SG）の重要性、SG を効果的なものとするインプットは何か、SG の成果とし
ての情報セキュリティ戦略はどのようなものか、そしてこれらに大きな影響を及ぼす昨今
の脅威環境のシフトである。図 1.4-1 は、このような関係を示したものであり、本節で述べ
る企業価値最大化のための情報共有の必要性を示すものである。

企業目的：企業価値の最大化
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ戦略）

企業統治（CG）

機敏防衛（AD）

ITｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ITG）
ｾｷｭﾘﾃｨ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（SG）

広域防衛（DiB）
多層防衛（DiD）

脅威環境のｼﾌﾄ

情報共有

図 1.4-1：企業目的達成のための情報共有

16

東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 2013、2013 年 2 月、株式会社東京証券取引所、
http://www.tse.or.jp/rules/cg/white-paper/b7gje60000005ob1-att/white-paper13.pdf
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(1)

コーポレート・ガバナンスにおけるセキュリティ・ガバナンスの重要性

我が国では 2006 年に金融商品取引法が制定され、その中で内部統制報告書の提出が求め
られている。そして、この法律に定められた内部統制（IC）は、コーポレート・ガバナンス
（CG。企業統治）確保のための手段として位置づけられている。ところで、この IC の定義
は、
「基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の
遵守並びに資産の保全の４つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業
務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リス
クの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監視活動）及び IT（情報技術）
への対応の６つの基本的要素から構成される」とされており、企業におけるその整備と運用
に当たって、情報通信技術（ICT）時代の昨今特に重要視されているのがセキュリティ・ガ
バナンス（SG）及び情報技術（IT）ガバナンス（ITG）である。SG は ITG とも密接な係
りがあり、結果として SG の CG における部分集合としての位置づけは極めて高いものと
なっている。
なお、SG の具体的な運用は企業により様々であるが、基本的には経営陣からの支援を受
けた取締役会の責務とされているのが一般的である。

(2)

セキュリティ・ガバナンスを効果的なものとするインプット

セキュリティ・ガバナンス（SG）の主要活動は、企業の情報セキュリティの基本方針と
も言うべき情報セキュリティ戦略の策定、その履行及び監督である。この戦略の策定は経営
陣の支援を得て取締役会で承認されるのが一般的であり、そのための主要なインプットと
なるのがセキュリティ脅威環境であることは言うまでもない。図 1.4-1 に示す情報セキュリ
ティ戦略は歴史的な戦略のシフトを示しており、10 数年前の多層防衛戦略（Defense in
Depth: DiD）に始まり、広域防衛戦略（Defense in Breadth: DiB)を経て、現在は機敏防衛
（Agile Defense: AD）にシフトしつつある。この戦略シフトの最大要因がセキュリティに
係る脅威環境であることは周知の事実であり、この脅威環境の変化の最大の特徴が、標的型
サイバー攻撃に代表される APT（Advanced Persistent Threat）である。APT 攻撃は、組
織や国家的支援の下に行われ、我が国の国家や経済の安全保障を脅かすという、これまでの
単なるウィルスの撒き散らし、サービス妨害攻撃や預金口座番号などの窃取とは異なる組
織的かつ巧緻なサイバー攻撃となっている（脅威環境のシフトの詳細については、前「1.2.1
情報共有の必要性－（2）セキュリティ協議会の報告」を参照されたい）。
ついでながら、このような APT 攻撃や巧妙なインサイダー脅威に対しては、進化したと
いわれつつも単なる技術的又は物理的セキュリティ対策では十分な対応ができないのであ
る。それら技術的対策などに対する時宜を失しない適格なインプット、つまり情報共有によ
るインプットが必要なのである。
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(3)

情報セキュリティ戦略の変化

前（2）項に述べたように、現在の情報セキュリティ戦略は、過去の境界型防衛である多
層防衛戦略から進化し、脅威（セキュリティ・リスク）の変化に迅速に対応する機敏防衛戦
略（ADS）へとシフトしつつある。この ADS の焦点は、APT 情報などの迅速な入手とその
対応策の情報システムへの速やかな組み込みであり、これにより組織の重要資産に対する
脅威からの窃取を阻止することにある。APT 攻撃による組織の重要な情報の窃取は、米国
は無論のこと我が国でも近年重大な問題とされ、そのための取組が急務となっている。我が
国では、後述の「4.6.1 サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」の取組が注目されて
いる他、防衛省も 2013 年 7 月にサイバーディフェンス・カウンシル（CDC）を立ち上げ
た。
では、どのようにすれば APT などの進化した脅威情報の入手が可能なのであろうか？
(4)

情報共有の必要性

APT などの進化した脅威情報の入手を組織が独立で実施することはできない。できたと
しても、組織自身が攻撃を受けた後となる。また、仮に入手できたとしても、そのような脅
威に効果的に対抗できる対策を組織自身が案出の上講ずるのは極めて困難である。
概括的な情報共有のあり方については、前節「1.3 情報共有のあり方」に述べたとおりで
あるが、一般的には同種業界で一つの情報共有コミュニティを立ち上げ、その中核的役割と
してのハブセンターを所管省庁とするのが世界的な傾向となっている。ハブセンターは、情
報コミュニティ参加企業からのインシデント報告を受けるとともに、その他の政府機関等
からも関連情報を入手し、分析・検討を行い、情報共有コミュニティ参加企業に対して脅威
情報とそのための対応策を迅速に伝達する役割を担う。
ついでながら、オペレーティング・システム会社やウィルス対策会社からのアップデート
情報の入手だけでは、寸秒を争う角逐的要素を伴うサイバー脅威の進化に対応することは
できない。このことは、第 2 章～第 4 章に述べる米国、英国及び我が国における情報共有
の取り組みの趣旨や内容からも明らかである。
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2

米国における情報共有の現状
本章は、米国における情報共有の現状について、国家としての情報共有に対する取り組み、

並びに主として防衛企業基盤に焦点を当てた国土安全保障省及び国防総省の取り組みを次
の 3 節構成で述べる。
節
2.1

国家としての取
り組み

概

要

先ず、2013 年 2 月、相次いで発布された「大統領政策指令
21：重要インフラのセキュリティとレジリエンス」及び大統領
令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改善」につ
いて、その概要と情報共有関連の内容を紹介する。
次に、これら大統領令などに必ず重要視・明示されている「プ
ライバシー及び自由権の保護」について、どのように示されて
いるのか、それらに対するガイダンスや原則はどのようなもの
か、そしてこれらの根源となっている「重要インフラ情報法」
を紹介する。

2.2

国土安全保障省
の取り組み

先ず、国土安全保障省内の重要インフラ情報保護に取り組む
組織の全体像を紹介する。
次に、企業から報告されるインシデント情報の保護のための
「重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）」について、同プ
ログラム及びマニュアルの詳細な内容を紹介する。
最後に、国土安全保障省内の様々な情報共有活動のうち、防
衛企業基盤に関連した 2 つの取り組みとしての「国土安全保障
情報ネットワーク（HSIN）」及び「強化サイバーセキュリティ・
サービス（ECS）
」を紹介する。

2.3

国防総省の取り
組み

先ず、国防総省内の「防衛重要インフラ・プログラム（DCIP）
」
の概要、及び 10 セクターから構成される DCIP と防衛企業基
盤（DIB）セクターとの関係を示す。
次に、本調査報告の焦点でもある DIB セクターを対象にし
た国防総省の「防衛企業基盤サイバーセキュリティ／情報保証
（DIB CS/IA）プログラム」について、その概要、国防総省の
関連達の内容、DIB CS/IA プログラムの運用状況、並びに情報
共有システムやネットワークなどの具体的な取り組みの概要
及び国土安全保障省の ECS と DIB CS/IA プログラムとの関
係を紹介する。
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2.1

国家としての取り組み

ホワイトハウスは 2013 年 2 月 12 日、
「大統領政策指令 21：重要インフラのセキュリテ
ィとレジリエンス」17及び「大統領令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改善」
18を発布したが、これら両文書とも重要インフラ防護における情報共有の重要性を示してい

る。以下は、これら両文書の情報共有に係る内容に焦点を当て、その要約を示すものである。
なお、これら両文書の制定の経緯についてのホワイトハウスからの公式発表はないが、サ
イバースペース防衛に係る法の整備が急がれる中、議会における複数のサイバーセキュリ
ティ関連法案が頓挫したことを背景に、現行法及び規則に基づき実施し得る範囲での苦渋
の規定内容であるとの報道もある。また、特に注目すべきは、重要インフラのセキュリティ
及びレジリエンスの強化において、重要インフラを所有又は経営している民間企業の参加
が不可欠であることから、情報共有に際しての個人のプライバシー及び自由権の保護を両
文書とも力説していることである。

2.1.1
(1)

大統領政策指令 21：重要インフラのセキュリティとレジリエンス
概要

ホワイトハウスが 2013 年 2 月に公表した「大統領政策指令 21：重要インフラのセキュ
リティとレジリエンス（PPD21）
」は、2003 年 12 月に発布された「国土安全保障大統領指
令 7：重要インフラの識別、優先順位づけ及び防護（HSPD7）
」19に置き換わるものであり、
項目としては序論、ポリシー、省庁の役割と責任事項、3 つの戦略的不可避事項、革新と研
究開発、実施要領、16 の重要インフラ・セクターと所管省庁及び定義から構成されている。
重要インフラ・セクターの数は、これまでの 18 から 2 つ削除され（国家的記念建造物と像
及び郵政の 2 セクター）
、16 に改められている。今後の重要インフラ・セクターの追加又は
削除は、国土安全保障省（DHS）長官と国土安全保障・カウンターテロリズム担当大統領補
佐官との調整によるとされている（HSPD7 では、国土安全保障省長官に追加の権限が与え
られていた）
。また、HSPD7 に基づく現在の 2009 年版の「国家インフラ防護計画(NIPP)」
は、この PPD21 に基づき、2013 年 10 月までに国土安全保障省が改訂版を出すことを命じ
られている。
表 2.1-1 は、PPD21 の抜粋要約である。

17

Presidential Policy Directive – Critical Infrastructure Security and Resilience, February 12, 2013,
The White House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directivecritical-infrastructure-security-and-resil
18 Executive Order 13636 of February 12, 2013, Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, The
White House, February 12, 2013, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-03915.pdf
19 Homeland Security Presidential Directive – 7, Critical Infrastructure Identification, Prioritization
and Protection, December 17, 2003, The White House, https://www.dhs.gov/homeland-securitypresidential-directive-7
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表 2.1-1：PPD21 の抜粋要約
項 目
序論

抜


粋

要

約

本指令は、重要インフラのセキュリティとレジリエンスに係る国家ポ
リシーを確立するものである。

ポリシー



連邦政府は、重要インフラの所有者／経営者及び州・地方・地域・部
族・準州（SLTT）と協力の上、リスクの運用管理のための積極的な
方法を講じ、
国家の重要インフラのセキュリティとレジリエンスを強
化するものとする。



国家の安全保障、経済の安定、公衆衛生と安全又はこれらの組み合わ
せのいずれかに弱体化の影響を及ぼす全ての災害を考慮する。



エネルギーと通信システムが全ての重要インフラ・セクターを横断し
て機能させるものであることから、他に比類なく重要であると確認し
ている。



「戦略的不可避事項」の項に示す３件は、重要インフラのセキュリテ
ィとレジリエンスを強化する連邦政府の取り組み方である。

役割と責任



事項

DHS：国家の重要インフラのセキュリティとレジリエンスを促進す
るための戦略的ガイダンスの提供、国家による統一努力の促進、全連
邦政府省庁の活動の調整などを行う。



セクター所管省庁：関連する他の連邦政府省庁との調整、重要インフ
ラ所有者／経営者との共同、脆弱性の識別及びインシデント低減のた
めの技術的支援の提供、促進などを行う。
次に示す 3 つの戦略的不可避事項は、重要インフラのセキュリティと

戦略的不可
避事項

レジリエンスを強化する連邦政府の取り組み方である。
1) 重要インフラのセキュリティとレジリエンスを強化する国家統一努力
を推進するため、連邦政府を横断する機能的な関係を精緻化し明確に
する。
2) 連邦政府に対するベースライン・データとシステム要求事項を明らか
にすることにより、効果的な情報交換を可能とする。
3) 統合と分析の機能を導入し、重要インフラに係る計画立案と運用上の
意思決定のための十分な情報を提供する。
DHS は、科学技術政策局（OSTP）や関連する連邦政府機関と調整し、

革新と研究
開発

国家の重要インフラのセキュリティとレジリエンス強化のための研究開
発項目を策定の上、連邦政府の研究開発活動に組み入れる。
DHS に対する以下の実施は、関係する全ての連邦政府機関や州・地方

本指令の実
施

自治体及び民間セクターとの調整を前提とする。


DHS は本指令の発布 120 日以内に、重要インフラのセキュリティと
2-3

項 目

抜

粋

要

約

レジリエンスに係る DHS 内及び全連邦政府機関間における機能上
の関係について明らかにするものとする。


DHS は本指令の発布 150 日以内に、既存の官民パートナーシップ・
モデルの分析を実施し、物理的空間及びサイバー空間の両者における
パートナーシップの効果性改善のための選択肢を勧告するものとす
る。



DHS は本指令の発布 180 日以内に、重要インフラのセキュリティと
レジリエンス強化に関連する情報とインテリジェンスの効率的な交
換を可能とするベースライン・データとシステム要求事項を明らかに
する。



DHS は本指令の発布 240 日以内に、重要インフラに対する準リアル
タイムの状況認識能力を実証するものとする。



DHS は本指令の発布 240 日以内に、本指令の実施に取り組む国家イ
ンフラ防護計画を策定の上、大統領に提出するものとする。



DHS は本指令の発布 2 年以内に、国家重要インフラのセキュリティ
とレジリエンスに係る研究開発計画を大統領に提出するものとする。

重要インフ



2.1-2 のとおりである。

ラ・セクター
定義

16 の重要インフラ・セクター及びそれらセクターの所管省庁は、表



全災害（all hazards)



共同（collaboration)



調整（coordination）



重要インフラ（critical infrastructure）



連邦政府省庁（federal departments and agencies）



国家の必須機能（national essential function）



主要ミッション必須機能（primary mission essential function）



国家安全保障システ（national security systems）



レジリエンス（resilience）



セクター所管省庁（Sector-Specific Agency: SSA）



セキュア化及びセキュリティ（secure and security）

表 2.1-2：重要インフラ・セクターとセクター所管省庁
重要インフラ・セクター

セクター所管省庁

化学

国土安全保障省（DHS）

商業施設

DHS

通信

DHS
2-4

重要インフラ・セクター

セクター所管省庁

重要物製造

DHS

ダム

DHS

防衛企業基盤

国防総省（DoD）

緊急サービス

DHS

エネルギー

エネルギー省（DOE）

財務サービス

財務省（DOT）

食料及び農業

農務省（DOA）及び健康社会福祉省（DHHS）

政府施設

DHS 及び総合サービス局（GSA）

健康福祉

DHHS

情報技術

DHS

原子炉、核資材、核廃棄物

DHS

運輸システム

DHS 及び運輸省（DOT）

給水及び排水システム

環境保護庁（EPA）

(2)

情報共有関連の内容

情報共有関連では、下記に示す 6 つの事項が明示されている。この中で特に注目すべき
は、対象となる脅威がサイバー脅威や自然災害を含む全災害（all hazards)であること、通
信とエネルギー関連インフラとの依存関係を強く認識していること、様々な情報及びイン
テリジェンスを統合的に収集・把握し分析すること、情報の収集にはインテリジェンス・コ
ミュニティ20を含む官民の様々な情報源が対象となっていること、状況認識及び分析結果の
効率的・効果的かつレジリエントな共有を行うとしていること、並びにプライバシーと自由
権を順守することである。以下は、これらについての PPD21 の規定内容を抜粋要約したも
のである。


対象となる脅威は全災害：国家の重要インフラのセキュリティとレジリエンスの強化
にあたって、国家の安全保障、経済の安定、公衆衛生と安全又はこれらの組み合わせの
いずれかに弱体化の影響を及ぼすすべての災害を対象とする。
全災害は、脅威又はインシデントであって、自然又は人為的なものを意味し、人命、
財産、環境及び公衆衛生と安全の保護、並びに政府、社会又は経済活動の混乱を最小化
するための活動を正当化するものである。この全災害に含まれるものには、自然災害、

20

インテリジェンス・コミュニティ：合衆国の外交関係及び国家の安全保障の遂行上必要と思われるイ
ンテリジェンス活動を行う 16 の政府機関から構成されている。主なコミュニティ・メンバーには、中央
情報局（CIA）
、連邦捜査局（FBI）
、国家安全保障局（NSA）などがある。カウンターテロリズム、国土
安全保障及びインテリジェンス活動に係る TOPSECRET のクリアランスを保持する要員数は 854,000 人
に及び、合衆国内の 1,271 の政府機関及び 1,931 の会社に在籍していると報じられている。
（出典：
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community）
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サイバー・インシデント、企業事故、パンデミック、テロリズム行為、サボタージュ及
び重要インフラを標的とした破壊的犯罪行為がある。


インフラの相互接続性と相互依存性の反映：合衆国の強化努力は、インフラの相互接続
性と相互依存性を反映するとともに、統合された包括的な方法で重要インフラのセキ
ュリティとレジリエンスに対処するものとする。また、エネルギーと通信システムが全
ての重要インフラ・セクターを横断して機能させるものであることから、他に比類なく
重要であると認識している。



統合と分析のための国家センターの設立：DHS は、全災害を対象に重要インフラに係
る脅威、脆弱性及び潜在的な帰結を分析する。このため、DHS に重要インフラ・パー
トナーの中核となって物理的及びサイバー側面の重要インフラを防護するための状況
認識と利用可能な情報を獲得する国家センター（物理的及びサイバー）を設立する。国
家センターの成功は、重要インフラの所有者／経営者及び地方自治体は無論のこと、セ
クター所管省庁やその他の連邦政府省庁から受け取った情報とインテリジェンスの品
質と適時性に依存する。



効果的な情報交換（3 つの戦略的不可避事項の一つ）
：連邦政府に対するベースライン・
データとシステム要求事項を明らかにすることにより、効果的な情報交換を可能とす
る。セキュアで機能的かつレジリエントな重要インフラは、インテリジェンスを含め、
効率的な情報の交換を全てのレベルの政府機関と重要インフラの所有者／経営者の間
で必要とする。これは、インシデント間における状況認識の展開は無論のこと、脅威と
脆弱性の情報の適時な交換を促進するものでなければならない。目標は効率的な情報
交換を行うことであり、これはデータと情報のフォーマットとアクセス容易性、システ
ム相互運用性、並びに主システムの中断に備えた予備システム及び代替機能に対する
要求事項を明確化することにより可能となる。



インテリジェンス関連情報の統合・分析とその結果の共有：インテリジェンス・コミュ
ニティ、国防総省、司法省、DHS、その他のインテリジェンス又は情報に関連する連邦
政府省庁は、国家の重要インフラのセキュリティとレジリエンスに係る情報の統合と
分析に際して、関連する適時・適切な情報を国家センターに提供することにより、十分
な情報を知らせるものとする。また、この統合と分析の機能は、地方自治体や非政府分
析組織を含め、他の重要インフラ・パートナーによって提供された情報とインテリジェ
ンスを利用するものとする。この統合及び分析の機能は、DHS から重要インフラへの
準リアルタイムによる状況認識能力の維持と共有能力を支援するものとする。この状
況認識には、切迫した脅威についての訴訟可能な情報、重要な傾向及び重要インフラに
影響を及ぼし得るインシデントの認識が含まれる。



プライバシーと自由権の尊重：政府内及び民間セクターとのさらなる情報共有は、プラ
イバシーと自由権を尊重することによってなされねばならないし、それによって可能
となる。連邦政府省庁は、既存のすべてのプライバシー原則、ポリシー及び手順がしか
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るべき法律やポリシーに従って実施されていること、並びに省庁の情報共有努力が適
切に行われることを確実なものとするため、省庁のプライバシー担当上級責任者を統
治及び監督に含めるものとする。

2.1.2
(1)

大統領令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改善
概要

米国では、今日に至るまで、サイバーセキュリティにおける連邦政府の役割が 10 年以上
に及ぶ論議のテーマとなっている。とはいえ、議会の法整備に係る相当な努力にもかかわら
ず、このテーマに関する法律は、2002 年の連邦政府情報セキュリティ管理法（FISMA）以
来、新たな制定はなされていない。ホワイトハウスは 2013 年 2 月、合衆国の重要インフラ
（CI）のサイバーセキュリティを改善するため、
「大統領令 13636：重要インフラ･サイバ
ーセキュリティの改善（EO 13636）」を発布した。この EO は、既存の連邦政府監督機関の
利用は無論のこと、連邦政府機関及び民間所有の重要インフラの所有者／経営者を含む自
発的かつ共同的な取り組みにより、CI のセキュリティとレジリエンシーを強化しようとす
るものである。
あるセキュリティ関連のオブザーバーは、包括的なサイバーセキュリティ法令が存在し
ない状況下にあって、この EO がサイバー脅威から重要な資産を安全に保つための必要な
ステップであると主張している。また、他の者は対照的に、この EO は新たな法案の制定の
見込みがないものとして、既存の法定権限の下の規則の強化や民間セクター活動に対する
政府の介入を導くものであるとの見解を表明している21。このようなことから、この EO は
その本文において、
「EO は、既存の法律に加え CI 監督のための権限を付与するものでない
こと、及び既存の権限を替えるものではないこと」と明記している
この EO は、12 のセクションから構成されている：1 ポリシー、2 重要インフラ、3 ポリ
シーの調整、4 サイバーセキュリティ情報共有、5 プライバシー及び自由権の保護、6 諮問
プロセス、7 重要インフラのサイバー・リスク削減のためのベースライン枠組み、8 自発的
な重要インフラ・サイバーセキュリティ・プログラム、9 最大リスクにある重要インフラの
識別、10 枠組みの採用、11 定義、及び 12 総則。これらの中核的内容は、サイバーセキュ
リティの改善の要ともなる情報の共有及びサイバーセキュリティ枠組みの 2 つの事項であ
る。また、PPD21 と同様に、この EO も情報の共有にあたってのプライバシー及び自由権
の保護を力説している。EO 13636 の 12 のセクションの抜粋要約は、表 2.1-3 示すとおり
である。
なお、PPD21 との関連について、PPD21 はこれまでの重要インフラ防護に関する大統領
指令 HSPD7 に置き換わったものであり、米国の重要インフラに対する物理的及びサイバ

21

The 2013 Cybersecurity Executive Order: Overview and Considerations for Congress, March 1,
2013, Congressional Research Service,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-089.pdf
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ースペースにおける重要インフラの防護のための国家計画であるが、一方の EO 13636 は
PPD 21 のうちのサイバースペースの防護に焦点を当てたものである。
表 2.1-3：
「大統領令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改善」の概要
セクション

主

1 ポリシー

な

内

容

国家の重要インフラのセキュリティ及びレジリエンスを強化す
ること、並びに安全性、セキュリティ、ビジネス上の機密保持、プ
ライバシー及び自由権を促進しつつ、効率性、革新性及び経済的繁
栄を助長するサイバー環境を維持することは、合衆国の国家ポリシ
ーである。我々は、重要インフラの所有者及び経営者とのパートナ
ーシップによるサイバーセキュリティ情報共有の改善及びリスク
に基づく標準の共同開発及び導入により、これらの目標を達成す
る。

2 重要インフラ

重要インフラとは、合衆国にとって極めて重要なシステムや資産
を意味し、それが物理的又は仮想的であることを問わず、そのよう
なシステム及び資産の無能力化又は破壊が、国家の安全保障、経済
の安全保障、国家の公衆衛生と安全性又はこれらの組み合わせを弱
体化させる影響を及ぼすものである。

3 ポリシーの調整

EO において割り当てた機能及びプログラムに対するポリシー調
整、ガイダンス、論争の解決及び定期的な進行状況のレビューは、
2009 年 2 月 13 日付の「大統領政策指令 1：国家安全保障委員会シ
ステムの組織」で確立された政府機関間相互プロセスによる。

4 サイバーセキュリ
ティ情報共有

主要事項は次のとおりであり、細部は後述の(2)項で述べる。


インテリジェンス及び法の執行機関からの情報の共有（非秘密
区分指定及び秘密区分指定の両情報）



すべての重要インフラに対する強化サイバーセキュリティ・サ
ービス（ECS）プログラムの拡張



重要インフラの優先順位づけ、及び重要インフラのしかるべき
人物に対する秘密保護適格証明書付与の促進


5 プライバシー及び
自由権の保護

連邦政府のサービスにおける民間セクター専門家の利用
正当な情報慣行原則、その他のプライバシーや自由権のポリシ

ー、原則及び枠組みに基づき、サイバーセキュリティ活動へのプラ
イバシー及び自由権の保護を確実に組み込む。
（この詳細については、次項「2.1.3 プライバシー及び自由権の
保護」で述べる）

6 諮問プロセス

国土安全保障省は、重要インフラのサイバーセキュリティ改善の
2-8

セクション

主

な

内

容

調整に対する諮問プロセスを確立する。
7 重要インフラのサ

国家標準技術院（NIST）は、重要インフラに対するサイバー・

イバー・リスク削減

リスク削減のための枠組み（サイバーセキュリティ枠組み）を策定

の た め の ベ ー スラ

する。このサイバーセキュリティ枠組みには、サイバー・リスクに

イン枠組み

対処するためのポリシー、ビジネス及び技術的アプローチと調整し
た一連の標準、手法、手順及びプロセスが含まれる。

8 自発的な重要イン



国土安全保障省は、セクター所管省庁と連携の上、重要インフ

フラ・サイバーセキ

ラの所有者／経営者、その他関心を持つ企業実体によるサイバ

ュリティ・プログラ

ーセキュリティ枠組みの採用を支援するための自発的なプロ

ム

グラムを確立する。


セクター所管省庁は、セクター固有のリスク及び運用環境に対
処するための導入ガイダンス又は補足資料を策定する。



国防総省と共通役務庁は、国土安全保障省及び連邦調達規則委
員会と相談の上、セキュリティ標準を調達計画と契約執行に組
み入れることについて大統領に勧告する。

9 最大リスクにある

国土安全保障省は、リスクに基づいたアプローチを利用し、サイ

重 要 イ ン フ ラ の識

バーセキュリティ・インシデントが公衆衛生若しくは安全、経済安

別

全保障又は国家の安全保障に対し地域的又は国家的な破壊的影響
をもたらす結果となる重要インフラを識別する。

10 枠組みの採用

セクター所管省庁は、重要インフラの所有者／経営者と相談の
上、サイバーセキュリティ枠組みの履行に関するコメントを行政管
理予算局（OMB）に報告する。

11 定義



機関（agency）



重 要 イ ン フ ラ ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 諮 問 委 員 会 （ Critical
Infrastructure Partnership Council）



正 当 な 情 報 慣 行 原 則 （ Fair Information Practices and
Principles）

12 総則



独立規制機関（Independent Regulatory Agency）



セクター調整委員会（Sector Coordination Committee）



セクター所管省庁（Sector Specific Agency）
この EO は、既存法の下に機関が持つ重要インフラ・セキュリテ

ィの取り締まり権限に追加又は超える権限を付与するものではな
い。
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(2)

情報共有関連の内容

情報共有の重要性は、
「セクション 1：ポリシー」において次のように明確に示されてお
り、国家の重要インフラのセキュリティ及びレジリエンスの強化に不可欠なものであると
位置づけている。
国家の重要インフラのセキュリティ及びレジリエンスを強化すること、並びに安全性、
セキュリティ、ビジネス上の機密保持、プライバシー及び基本的人権を促進しつつ効率
性、革新性及び経済的繁栄を助長するサイバー環境を維持することは、合衆国の国家ポリ
シーである。我々は、これらの目標を重要インフラの所有者及び経営者とのパートナーシ
ップによるサイバーセキュリティ情報共有の改善、並びにリスクに基づく標準の共同開
発及び導入を介して達成することができる。
「セクション 4：サイバーセキュリティ情報共有」では、国土安全保障省長官の実施事項
を示しており、関連する連邦政府省庁、地方自治体及び民間セクターとの調整や連携の上、
次の 4 項目の実施を命じている。このうち(a)項と(b)項は、サイバー犯罪やインテリジェン
スに係る情報の共有に際して、その情報の確実な伝達と保全を示したものである。(c)項は、
国土安全保障省が既に国防総省の防衛産業基盤（DIB）セクターを対象に実施している強化
サイバーセキュリティ・サービス（ECS）を、他のインフラ・セクターにも拡張するもので
ある。
（d）項は、秘密区分指定の情報の共有にあたって、会社側の責任者を確保するための
秘密保護適格証明書の獲得の促進を求めるものである。また、(e)項は、民間からのサイバー
セキュリティ専門家を連邦政府機関に招聘し、官民間の情報共有の充実を図るものである。
(a) 合衆国の民間セクター企業実体とのサイバー脅威に係る情報共有の量、適時性及び
品質を高めることは合衆国のポリシーであり、そうすることによってそれらの民間
セクター企業実体のサイバー脅威に対する優れた防護及び防衛が可能となる。
司法長官、国土安全保障省長官及び国防情報局長は本命令の 120 日以内に、彼ら
の権限及び本命令のセクション 12(c)（情報源と情報収集手法の保護）の要求事項に
従い指令を出し、特定の標的企業実体を明らかにした合衆国本土に対するサイバー
脅威に対する非秘密区分指定報告の適時な作成を確実なものとする。
(b) 国土安全保障長長官及び司法長官は、国防情報局長と調整の上、標的となった実体に
対し、上記(a)項に従って作成した報告書を迅速に伝達するプロセスを確立するもの
とする。また、このようなプロセスは、秘密区分指定報告書を受領する権限を持つ重
要インフラ企業実体への秘密区分指定報告書の伝達を含め、国家安全保障情報の保
護ニーズに従うものとする。
国土安全保障省長官及び司法長官は、国防情報局長と調整の上、これらの報告書の
作成、伝達及び廃棄を追跡するためのシステムを確立するものとする。
(c) 国土安全保障省長官は、6U.S.C.13322に従うとともに、国防総省長官と共同の上、本
22

6 U.S.C 133：保護された重要インフラ情報（PCII）として自発的に提出された特定の文書は、公表さ
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命令の 120 日以内に、すべての重要インフラ・セクターに対し強化サイバーセキュ
リティ・サービス（ECS）プログラムを拡張するための手順を確立するものとする。
この自発的な情報共有プログラムは、政府からの秘密区分指定サイバー脅威と技術
情報を、資格を有する重要インフラ会社又は重要インフラに対しセキュリティ・サー
ビスを提供している商用サービス・プロバイダーに提供するものである。
(d) 国土安全保障省長官は、2010 年 8 月 18 日付けの大統領令 13549「州・地方・部族・
民間セクター企業実体に対する秘密区分指定国家安全保障情報プログラム」に対す
る秘密区分指定国家安全保障情報プログラムの行政官として、重要インフラの所有
者及び経営者が雇用したしかるべき人物に対する秘密保護適格証明書に係る処理、
及び本命令のセクション 9（最大リスクにある重要インフラの識別）で明らかにした
重要インフラの優先順位づけを促進するものとする。
(e) 国土安全保障省長官は、民間セクターとのサイバー脅威情報共有の効用を最大化す
るため、民間セクターの対象事項専門家を一時的に連邦政府サービスに加えるプロ
グラムの利用を拡大するものとする。これらの対象事項専門家は、サイバー・リスク
の削減及び低減にあたり、重要インフラの所有者と経営者に最も有用となる情報の
内容、構造及びタイプに係る助言を提供するものとする。
連邦政府のセクターを含む各重要インフラ・セクター内及びそれらセクター間において、
サイバーセキュリティの脅威、脆弱性、攻撃、対策、インシデント対応などに係る情報の共
有を改善することは、ほとんどのサイバーセキュリティ専門家に重要であると理解される
はずである。ただし、セクション 1（ポリシー）及びセクション 5（プライバシー及び自由
権の保護）における企業機密や所有権情報の保護、プライバシーや自由権の保護と誤用の問
題などについては、これまでもそうであったように、現行法や規則の範囲内で十分な対応が
できるかどうかについて、様々な報道において問題が提起されている。つまり、適時・適切
なサイバーセキュリティ情報に対する防護側のニーズと、ビジネス上、経済利益上さらには
プライバシーや自由権の保護に対するニーズとのバランスをどうするかが問題となり、こ
のバランスがうまく機能しなければ、情報共有の改善が困難になると思われる。
また、サイバー脅威が及ぼす国家の安全保障、経済の安全保障及び国民の安寧への影響の
可能性は日増しに高まっていることから、本指令においては官民間のパートナーシップ、と
りわけ民間セクターからの自発的報告を期待している。これは、例えば防衛産業基盤（DIB）
セクターなど、連邦政府規則や契約に基づく報告を含むサイバーセキュリティへの対応が
求められているのは民間セクターのほんの一部にすぎないことによるものである。とはい
え、自発的な情報提供への依存を基本としているこの指令は、連邦政府の権限が及ばない領
域であり、官民間の良好なパートナーシップの確立は情報共有改善の絶対条件とも思える。
さらに問題と思えるのは、インテリジェンスや政府所有のサイバーセキュリティ情報、特
れないとする重要インフラ情報法。
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に秘密区分指定情報の共有である。このような情報共有は、民間企業の特定従業員に対する
秘密保護適格証明書の付与を前提としており、適格性の審査やその後の適格性継続審査な
どに要する組織・時間・審査員などの問題も提起されねばならないこととなる。
なお、(c)項の強化サイバーセキュリティ・サービス（ECS）については、防衛産業基盤
（DIB）セクターにおける実証が済んでおり、その詳細については「2.3.2.4－(3) DIB 強化
サイバーセキュリティ・サービス（DECS）
」に記述する。

2.1.3

プライバシー及び自由権の保護

前項の「2.1.1 大統領政策指令 21」の「ポリシー」、
「戦略的不可避事項」及び「本指令の
実施」
、並びに「2.1.2 大統領令 13636」の「5 プライバシー及び自由権の保護」において、
情報共有における「プライバシー及び自由権の保護」を明確に示している。
情報共有に際して最も重要視すべきは、他から何らの妨害も受けずコミュニティ内で有
用な情報が適切かつ適時に参加者の間に共有されることであるが、その前提となるのがプ
ライバシー及び自由権の保護である。2001 年に 9/11 テロ攻撃を受けた米国は、「重要イン
フラ情報（CII）法」を 2002 年に制定した。この CII 法は、民間セクターから自発的に提
供された重要インフラ情報（情報の提供者又は実体を含む）について、当該情報提供者の文
書による同意がない限り、法律の条項や連邦政府機関の規則に拠らないのは無論のこと、地
方自治体や裁判所なども含め、それらに対する情報開示が行われないとする免責条項を定
めている。このため CII 法は、自発的に提供され、共有される重要インフラ情報の保護及び
提供者のプライバシーと自由権を保護するため、国土安全保障省長官に対し同情報の受領、
取り扱い及び保管に係る手順の確立を命じた。そして、この命令に基づき確立されたのが後
述の「2.2.2 重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）及びマニュアル」である。
なお、CII 法における重要インフラ情報の定義は次のとおりであり、サイバー脅威を含め
た全災害を対象としていることが理解できる。
重要インフラ情報とは、慣例上公共ドメインには存在せず、重要インフラ又は保護対象
システムに関する情報をいう。具体的には、重要インフラ又は保護対象システムに対する
実際の妨害、可能性のある妨害若しくは脅威となった妨害、危殆化又は無力化に係る情報
であり、それら妨害、危殆化又は無力化は、重要インフラ又は保護対象に対する物理的若
しくはコンピュータ・ベースによる攻撃、又はその他の類似の行為（これにはあらゆる種
類の通信及びデータ伝送システムに対する不正なアクセスが含まれる）によって行われ、
連邦、州又は地方自治体の法律を犯し、合衆国の州際通商を損なわせるか又は公衆衛生若
しくは安全を脅かす。
以下に、プライバシー及び自由権の保護について、
「2.1.1 大統領政策指令 21：重要イン
フラのセキュリティとレジリエンス」及び「2.1.2 大統領令 13636：重要インフラ・サイバ
ーセキュリティの改善」において示されている内容、並びにそれらに引用されている「正当
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な情報慣行原則」について紹介する。
2.1.3.1 大統領政策指令 21 が規定するプライバシー及び自由権の保護
前 2.1.1 項において大統領政策指令 21（PPD21）の概要を紹介したが、プライバシー及
び自由権の保護については次の 3 箇所で明確に規定しており、プライバシー及び自由権の
保護が効果的な情報共有に対していかに重要であるかを示唆している。


ポリシー：連邦政府省庁は、適用法、大統領指令及び連邦規則に従い本指令を実施する
ものとするが、その実施にあたっては「プライバシー、市民権及び自由権が含まれる」
としている。



戦略的不可避事項－2 効果的な情報交換を可能とする：
「政府内及び民間セクターとの
更なる情報共有は、プライバシーと自由権の尊重を伴うことで可能であり、かつ、そう
せねばならない。連邦政府省庁は、既存のプライバシー原則、ポリシー及び手順が適用
法及びポリシーに従って実施されること、並びに情報共有が適切に実施されることを
統制及び監督するため、省庁の責任者を含めることを確実にするものとする」としてい
る。



指令の実施－3 効果的な情報共有の実現：効果的な情報共有の実現のためのベースラ
イン・データ及びシステム要求事項の明確化において、
「個人のプライバシー及び自由
権に対する適切な保護を含めるべきである」としている。

2.1.3.2 大統領令 13636 が規定するプライバシー及び自由権の保護
2.1.2 項に紹介した大統領令 13636（EO13636）は、ポリシーから総則に至る 12 のセク
ションのうち、
「セクション 1：ポリシー」、
「セクション 5：プライバシー及び自由権の保
護」及び「セクション 7：サイバーセキュリティ枠組み」において、プライバシー及び自由
権の保護に言及している。
セクション 1 のポリシーでは、
「国家インフラのセキュリティとレジリエンスの強化には、
プライバシー及び自由権の保護を伴う」ことが、重要インフラのサイバーセキュリティの改
善にあたっての合衆国のポリシーであるとしている。また、セクション 7 のサイバーセキ
ュリティ枠組みでは、
「枠組みに個人のプライバシーと自由権を保護するための手法を含む
べきである」としている。
プライバシーと自由権保護のための具体的な命令は、セクション 5 のプライバシー及び
自由権の保護に規定されており、各政府機関のプライバシーと自由権に係る責任者、及び国
土安全保障省の最高プライバシー責任者と自由権の保護責任者の責任事項を規定している。
その内容は、国土安全保障省が同省の情報共有に係って毎年実施するプライバシーと自由
権のリスクアセスメント結果の報告について、他の機関の意見を反映することを規定した
ものである。下記は、この規定内容を抜粋翻訳したものである。
なお、この規定の中に散見される「正当な情報慣行原則」及び「プライバシーや自由権の
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ポリシー・原則・枠組み」については、2.1.3.3 項以降で述べる。
セクション 5：プライバシー及び自由権の保護
(a) 機関は、本命令に基づく活動について、機関のプライバシー及び自由権責任者と調整
し、情報共有活動にプライバシー及び自由権の保護を確実に組み込むものとする。こ
のような保護は、正当な情報慣行原則、その他のプライバシーや自由権のポリシー、
原則及び枠組みに基づくものとする。
(b) 国土安全保障省（DHS）の最高プライバシー責任者及び公民権と自由権の責任者は、
本命令の要求に従い、DHS が着手した機能とプログラムに係るプライバシーと自由
権のリスクのアセスメントを行うとともに、当該リスクの最小限化又は低減の方法
について国土安全保障省長官に勧告するものとする。同勧告は、公的に利用可能な報
告書であり、本命令の 1 年以内に出版されるものとする。本命令の下に活動を行っ
ている他の政府機関のプライバシー及び自由権責任者は、彼らの機関の活動に係る
アセスメントを実施の上、その結果を同報告書に対する意見として DHS に提供する
ものとする。同報告書は、年次ベースでレビューされ、必要に応じ改定されるものと
する。同報告書は、必要な場合、秘密区分指定の添付書類を含めることができる。ア
セスメントには、正統な情報慣行原則、その他の適用可能なプライバシーと自由権ポ
リシー、原則及びフレームワークに対する活動の評価を含めるものとする。機関は、
機関における活動に対するプライバシーと自由権保護の実施にあたり、前記のアセ
スメントと勧告を考慮するものとする。
(c) 国土安全保障省の最高プライバシー責任者及び市民権と自由権の責任者は、本セク
ションのサブセクション(b)が求める報告書を作成する際、プライバシー及び自由権
審査会に諮るとともに、行政管理予算局と調整するものとする。
(d) 重要インフラから本命令の下に重要インフラ情報法（6U.S.G.133）に従い自発的に
提出された情報は、法が許す最大限の開示から保護されるものとする。
2.1.3.3 正当な情報慣行原則
前「2.1.3.2 大統領令 13636 が規定するプライバシー及び自由権の保護」で規定された情
報共有活動にプライバシー及び自由権の保護を確実に組み込むための正当な情報慣行原則
（The Fair Information Practice Principles: FIPP）の例として、国土安全保障省の「プラ
イバシー・ポリシー・ガイダンス覚え書き」23に示されている FIPP を抜粋要約して紹介す
る。この FIPP は、目的、権限、ポリシー、背景及び FIPP から構成され、提供された情報
に含まれる識別可能な個人情報（PII）に対する保護を確実なものとするため、PII の収集、
利用、保管及び監査に及ぶ包括的な原則を示したものとなっている。この FIPP の利用例と

23

Privacy Policy Guidance Memorandum, Subject: The Fair Information Practice Principles:
Framework for Privacy Policy at the Department of Homeland Security, December 29, 2008, Chief
Privacy Officer, DHS, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_policyguide_2008-01.pdf
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しては、
「2.2.4 強化サイバーセキュリティ・サービス（ECS）」の情報共有において謳われ
ている原則がある。
1 目的
本覚え書きは、正当な情報慣行原則（FIPP）を国土安全保障省（DHS）のプライバシ
ー・ポリシーと実施のための基本原則として示すものである。
2 権限
FIPP は 8 項目の原則から構成されており、その根源はプライバシー法 1974 の主義に
ある。DHS において最高プライバシー責任者（CPO）がこれら 8 原則を DHS のプライ
バシー・ポリシーの枠組みとして利用する権利は、国土安全保障法 2002 の条項に基づく
ものである。
3 ポリシー
FIPP は、DHS の識別可能個人情報（PII）の利用を律するプライバシー・コンプライ
アンス・ポリシーと手順の基礎を形成する。それらの原則とは、透明性、個人の参加、目
的の明示、データの最小限化、利用の制限、データの品質と完全性、セキュリティ及びア
カウンタビリティと監査である。DHS は、FIPP をプライバシー保護のアセスメントと
強化のために利用している。その方法は、DHS のミッションを満足させるための PII 収
集の特性と目的を分析すること、及び DHS がこれら原則に照らし合わせ、最善の方法で
プライバシー保護を提供しているかを分析することによる。
4 背景的情報
FIPP は、広く受け入れられる枠組みであり、プライバシー法 1974 の中核でとなって
いる。そして、多くの外国や国際組織は無論のこと、合衆国の多くの州の法律にも反映さ
れている。
・・・
（以下省略）
5 正当な情報慣行原則
①. 透明性：DHS は、識別可能個人情報（PII）の収集、利用、伝達及び保管に関して透
明であり、個人に対してこれらを通知するべきである。
②. 個人の参加：DHS は、PII 利用のプロセスにおいて可能な限り当該個人を巻き込む
べきであり、PII の収集、利用、伝達及び保管の同意を個人に求めるべきである。ま
た、DHS は、DHS の PII 利用に係る適切なアクセス、訂正及び是正のメカニズムを
示すべきである。
③. 目的の特定：DHS は、PII の収集許可権限について特に明らかにするべきであり、
とりわけ PII の利用意図の目的を明らかにするべきである。
④. データの最小限化：DHS は、特定の目的の達成に直接関係し、かつ、必要なものだ
けを収集するべきであり、また、その保管は特定の目的を果たすために必要な期間だ
けとするべきである。
⑤. 利用の制限：DHS は、専ら通知書に特定された目的だけに PII を利用するべきであ
る。DHS 外への PII の共有は、PII が収集される目的と一致するものとするべきで
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ある。
⑥. データの品質と完全性：DHS は、実行可能な限り、PII が正確、適切、時宜を得た、
完全なものであることを確実なものとする。
⑦. セキュリティ：DHS は、損失、不正なアクセス若しくは利用、破壊、改ざん又は意
図しない若しくは不適切な開示などのリスクに対して、適切なセキュリティ対策に
より（すべての媒体中の）PII を保護するべきである。
⑧. アカウンタビリティと監査：DHS は、これらの原則を順守すること、PII の収集と
利用に係る全ての職員に訓練を提供すること、並びにこれらの原則及びすべての当
てはまるプライバシー保護要求事項の順守を証明することに対して責任を持つこと
とするべきである。
2.1.3.4 市民権と自由権の保護ガイダンス
市民権（civil rights）とは、公民権又は市民的権利とも呼称され、人種・皮膚の色・宗教・
出身国に基づく差別を解消する目的で制定された連邦法である。また、自由権（civil liberty）
とは市民的自由のことであるが（政府の恣意的な干渉からの自由、出版の自由、思想や言論
の自由などをいい、合衆国憲法の権利章典（Bill of Rights）で保証されている）
、コミュニ
ティにおいて情報共有システムを構築する際、一番厄介な問題となるのがこの自由権（市民
的自由）である。以下に示すのは、米国の情報共有環境（ISE）がこれら問題に対処するた
めのガイダンスとして発表したものであるが、個人識別可能情報（PII）の保護がいかに重
要であるかを示すものである。

(1)

ISE の市民権と自由権保護ガイダンス

2001 年の 9/11 テロ攻撃後、9/11 委員会が設立され、同委員会報告において多くの勧告
が行われた。この勧告に基づき 2004 年 8 月、
「大統領令 13356：アメリカ防護のためのテ
ロリズム情報共有の強化」が発布され、テロリズム防止並びに政府機関及び州や地方の政府
とのテロリズム情報の共有を最優先順位に位置づけた。そして、この大統領令 13356 の主
要原則を包含した 2004 年の「インテリジェンス改革及びテロリズム防止法」は、「情報共
有環境（Information Sharing Environment: ISE）
」の設立を大統領に命じた24。この ISE
は 2008 年、情報共有を円滑に促進する「市民権と自由権保護ガイダンス」25を公表し、そ
れをプライバシー要求に応えるベストプラクティスとした。同ガイダンスは、「市民権と自
由権保護ガイダンス」及び「背景と注釈」から構成されており、前者が要求事項で後者がそ
の解釈的な役割を果たしている。また、この ISE のガイダンスの要求事項は、国土安全保

24

Information Sharing Environment, Background and Authorities, ISE,
http://www.ise.gov/background-and-authorities
25 Civil Rights and Civil Liberties Protection Guidance, ISE, Aug 11. 2008,
http://www.ise.gov/sites/default/files/CR-CL_Guidance_08112008.pdf
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障省が 2009 年に発表した「プライバシーと自由権ポリシー・ガイダンス覚え書き」26や他
の政府機関のプライバシー保護に係るガイダンスの構成要素となっている。
次項に紹介するのは、後者の背景と注釈からの情報であり、市民権や自由権の用語の解、
及び情報共有に市民権や自由権問題が生起する理由を述べる。

(2)

自由権と市民権の定義

自由権と市民権の定義は次のとおりである。


自由権：自由権の用語は、発言、出版（報道）又は信教の自由、法の適正な過程27、そ
の他個人の活動を抑制又は指図する政府権力に対する制限など、基本的な個人の権限
に言及するものである。これらは、権利宣言において保証された自由であり、1791 年
合衆国憲法に付加された最初の 10 か条の修正である。
自由権は、政府による不当な措置及び恣意的な政府の干渉から個人を保護するもの
である。
自由権は、市民権の権利と権限、及び平等な保護に言及するものであり、国が個人の
価値と係りのない人種、宗教、性別、その他の特性などにかかわらずすべての市民を憲
法に従って保証することとされるものである（つまり、法律によって明確に禁止されな
い限り、許容できる行為）
。これらの権利は、権利宣言によって明確に保護される必要
がないものである。個人の自由及び連邦政府権力の制限に対する一般的な概念は、憲法
の 9 条の修正に明確に述べられている。
（自由権に係る ISE の影響を評する際、米国の生活における自由権の法律と文化の重
要性を念頭に置くことが重要である）



市民権：市民権の用語は、公民権及び平等な保護の権利と権限を示すものであり、国は
すべての市民に対して、個人の価値に関係のない人種、信教、性別その他の特性などに
かかわらず、法律的に保証する義務がある。市民権の保護は、政府に対して肯定的な義
務を課すものであり、法の下に平等な保護を促進させるものである。人の自由に対する
これらの市民権は、憲法の第 13 条及び第 14 条の修正及び議会の決議によって、全合
衆国市民に対して保証されている。
一般的に、市民権は侵害行為を保護するための政府の明確な（確信的な）活動に係る
ものである。一方の自由権は、政府の制限に係るものである。

(3)

情報共有環境における市民権と自由権に係る問題の発生

情報共有環境（ISE）における市民権と自由権（CR/CL）に係る問題の発生は、一般的に
情報の取得（例：不正な検索）及びその保管又は不法な若しくは不適切な目的での利用の際
26

Privacy and Civil Liberties Policy Guidance Memorandum, June 5, 2009, DHS Chief Privacy
Officer, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_crcl_guidance_ise_2009-01.pdf
27 法の適正な過程：正当な法の手続き又は法によらなければ個人の権利・自由が奪われないとするこ
と；合衆国憲法修正第 5 条及び第 14 条で保証されている。

2-17

に発生する（例：犯罪又は国家の安全保障活動にリンクされていない合衆国憲法修正第 1 条
の情報）
。しかしながら、次に示すように、ISE を介しての情報の伝達もまた潜在的な CR/CL
違反の源となる。政府機関は、これらのリスクに対して心に留めるべきであり、このような
情報の共有によってもたらされる不利な結果の可能性の制限を追求するべきである。
仮に、ISE が取得した情報に対する点検や保護が適切でなく、適切な利用についての管理
が行われない場合、ISE パートナーに伝達された共有情報に個人識別可能情報が含まれ、結
果として当該個人の CR/CL に影響を及ぼすことになる。ISE で共有される情報に含まれる
ものには、テロリズム情報、国土安全保障情報及び法の執行機関の情報（テロリズム関連情
報）がある。テロリズム関連の情報を迅速かつ広範に共有するとする国家の緊急時に、この
ような情報が後になって不正確、不完全、時宜を得ない、又は見当違いと決定された場合も
あり得る。結果として、この伝達は政府機関による CR/CL 違反活動となり、伝達が広範で
あればあるほど、危害のリスクは大きくなる。共有情報の中で明らかにされた又は誤って明
らかにされた個人情報は、政府機関又は民間セクター実体による不利な活動の対象となる
おそれがあり、それらの活動を中断させるおそれもある。
2.1.3.5 重要インフラ情報法
重要インフラ情報法（Critical Infrastructure Information (CII) Act）の概要については
これまでの記述の随所で紹介したとおりである。CII 法の細部については、
「付録 2：重要イ
ンフラ情報法」において、その翻訳文を紹介している。

2.1.4

官民間パートナーシップの必要性

情報共有における官民間のパートナーシップの必要性について、普遍的かつ一般的な考
え方を述べるとともに、CERT のポッドキャスト28で示されている現実的なパートナーシッ
プの必要性を紹介する。また、同ポッドキャストは、情報共有の必要性に付随して、それを
実現するための課題についても触れており、情報共有パートナーシップ構築のための貴重
な情報を提供している。
2.1.4.1 一般的考え方
サイバーセキュリティに係る官民間のパートナーシップの必要性は、米国における重要
インフラの大部分（85％以上）が民間セクターの所有であることに代表される。つまり、こ
の帰結として、サイバー攻撃やサイバー脅威に曝される度合いも官より民間セクターの方
が大となることから、実際の攻撃や脅威情報も官より多く保有することとなる。一方で、サ
イバーインテリジェンスやサイバーテロに係る情報は、国家のインテリジェンスや司法機
関などによる早期探知の可能性が高いと考えるのが自然である。

28

ポッドキャスト：Podcast とは、インターネット上で音声や動画のデータファイルを公開する方法の一
つであり、オーディオやビデオのウェブログとして位置づけられている。

2-18

情報共有が民間セクター内のある特定コミュニティに限定された場合、他コミュニティ
との情報共有、官からの情報の提供などは、お互いの信頼関係が確立されない限り、困難か
つ不十分な情報共有に限定されることになる。また、民間セクターのあるコミュニティから
見た場合、官の仲介的存在は信頼性が担保されることから、他のコミュニティとの情報共有
は無論のこと、官からの官しか知りえない重要な情報の提供が可能となることに期待が持
てる。官においても、そのような民間セクターとの情報共有が、結果として国家の安全保障
や経済安全保障、さらには国民生活の安寧に結びつくことから、積極的に民間セクターとの
情報共有に努力すべきと考えるのは当然のことといえる。
したがって、官民間の情報共有のためのパートナーシップの醸成・構築・確立は、民間セ
クターにおけるサイバーセキュリティの強化は無論のこと、結果として国家の安全保障に
大いに貢献するものとなる。
2.1.4.2 CERT の官民パートナーシップに係るポッドキャスト
CERT は 2010 年、一連のポッドキャストの一つとして「国家サイバーセキュリティに必
須の官民パートナーシップ：トランスクリプト」
（Public-Private Partnerships: Essential
for National Cyber Security Transcript）
」29を公開した。このポッドキャストは、Part1：
通信・信頼・情報共有、Part2：民間セクターの利益と痛点、及び Part3：官民パートナー
シップ成功例としての NERC の 3 部で構成されており、パートナーシップの構築や必要性
に係る貴重な情報を提供している。
以下に紹介するのは、このポッドキャストの内容を抜粋要約したものである。より詳細を
望む場合は、脚注に示したポッドキャストのウェブサイトを参照されたい。

(1)

Part1：通信･信頼・情報共有

国家サイバーセキュリティ活動を強化するための政府と企業間の官民パートナーシップ
の設立の必要性は、次のとおりである。


インフラの大部分は民間の所有であること。



政府や官はインフラの防護責任を有していること（とはいえ、その責任を十分に果た
していない）
。



したがって、官民パートナーシップがこの共有リスク管理を促進するメカニズムと
なる。



政府は、様々な手段や手法を通じて多くの情報を持っている。



重要インフラの所有者／経営者は、情報システムに実際に触れることができ、かつ、
防護のために必要な処置を講ずることができる。

Public-Private Partnerships: Essential for National Cyber Security Transcript
http://search.cert.org/search?q=information+sharing&entqr=0&ud=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&o
utput=xml_no_dtd&oe=UTF-8&ie=UTF8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&site=default_collection
29
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運用上の責任は民間セクターにある。



政府は監督の責任がある。



情報共有に際しての挑戦事項や障壁として考慮すべきは、法律、海外に所有する重要
インフラ、グローバル経済がある。

パートナーシップにおける 2 つのトップレベル目標は、次のとおりである。
① 官民間の通信の促進：政府は共有すべき情報を持っており、民間はそれを履行又は処
置を行うことから、このための通信を促進するべきである。
② 官民間の関係は、国家サイバーセキュリティ全体を支援するという故意の（計画的な）
理由で存在するものであり、何もない状態で理解することはできない。彼らは次の文
脈内に包含される：彼らが通信を行う理由は何か、通信から何を引き出すか、国家が
これら通信ニーズを強化又は可能とするものは何か。
上記の第①目標の通信の促進については；


政府と企業は、両者の間に信頼を構築することが必要である。



とはいえ、会社つまり利益追求の会社には、政府との情報交換を妨げる構造的かつ法
的障壁がある。



このような種類の通信は従来から行われていなかった。そこには、政治的な理由、法
的要素も考えられる。



例えば、合衆国政府は 2001 年の 9/11 テロ攻撃後、重要インフラの脆弱性及びある
脆弱性について、より多くの情報共有を行うことを企業や重要インフラ・プロバイダ
ーに奨励したが、情報の自由という法律が問題となった。情報の自由法は、政府が保
管している情報の公開を市民が求めることができるという法律である。民間プロバ
イダーが政府に情報を提供した場合、それが一般に公開されはしないかという心配
が存在する。犯罪者や競合相手は、この法律を武器にして政府に提供されたそれら情
報を要求し、誤用することができる。したがって、政府は法の修正が必要となる。又
は、情報の自由法の対象とならないようにしなければならない。



情報交換に際しては、法の問題及び障壁の問題に注目しなければならない。



重要なことは、個人レベルにおける信頼である。とりわけ政府の指導者のやる気と企
業との関係の構築を無視してはいけない。



通信方法、通信チャネル及び通信ルールの問題である。

第②目標の官民間の関係について考慮すべきは；


情報の保護や交換にあたってのルールを確立する。



政府が機微情報を会社に提供した場合、会社でどのように利用されるか、誰に共有さ
れるかを双方で十分に考慮する。
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その際、情報、情報の共有及び情報の秘密区分指定又は分類、情報の取り扱い方法が
主要な考慮事項となる。



情報共有に際して、セクターによる特異性があるか、セクター間の共通性があるかを
考慮する。



共通性の一つとして機微な政府情報がある。例えば脅威情報などであり、これらは全
てのセクターに共通であろう。


(2)

これとは逆に、企業から政府に提供する情報には、セクターごとの特異性がある。

Part2：民間セクターの利益と痛点：パートナーシップ・モデル

企業組織の利益及び懸念事項について、企業側はパートナーシップによる利益の裏面で
懸念事項があると思われるが、実際そのとおりである。政府は準備態勢ができていないで機
微な情報を持っていること、及び企業側は準備態勢ができているもののその政府の情報を
持たないことが痛点となっている。ここでは先ず、民間セクターの情報共有における利益と
痛点を述べ、次いで現存する 3 つの官民間パートナーシップの利点と欠点を紹介する。
民間セクターの利益と痛点：


企業側の利益：利益は、解決策の策定に参加できることである。新たな脅威が出現し
た場合、又は民間セクター側にサイバーセキュリティの取り扱い方法に関心がある
場合は、解決策の策定、低減策の策定への参加に大きな利点がある。とりわけ複雑な
場合はなおさらである。



民間セクターが法的に低減すべき役割を担っている場合、何らかのインプットがあ
れば、提供された脅威情報に基づき、脅威や脆弱性の低減のための優れた対応ができ
る。また、情報共有によって、解決策を収集することもできる。



民間セクター側の利点は、政府が脅威の理解に係る優位性を持っていることである。
民間側は、従来から歴史的データと脅威情報の確率を見ているというのが民間にお
けるリスクモデルとなっているが、新生の脅威に対するリスクモデルを持ち合わせ
ていない。したがって、政府は、このような低頻度の事象について民間セクターを支
援することができる。民間セクターは、意思決定に必要なそのようなリアルタイム情
報を真に必要としている。民間セクターの従来からの内部情報のリスクモデルは内
部脅威情報を対象としたものであり、政府が提供するハイインパクトで低頻度の事
象を対象とすることはできない。



民間側の痛点は現在、政府から関連する情報を受け取ることが困難な状態にあるこ
とである。とりわけ、政府と民間セクター間の情報の流れに信頼関係が構築されてい
ない場合はなおさらある。何らかの説明における幅広いブラシでなでたような脅威
情報（具体的でない情報）は、実際には民間セクターにほとんど関係ない。また、実
現できない解決策しかあり得ない脅威情報の提供は民間セクターを挫折させるもの
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となる。何ら対応策が実現できないような扇情主義・興味本位・人気取りは、官民間
の対話を破壊させるものである。要は、官がやたらめったとたくさんの情報を提供す
るのは誤りであり、民間の活動を支援するに十分かつ有用な情報を政府が提供する
ことである（訳注：政府は、それなりの脅威分析能力を持ち、民間に有用な脅威情報
を提供しなければならないということ）
。
官民パートナーシップ・モデル（3 種）
以下に示す 3 つの官民パートナーシップ・モデル（階層的モデル、コミュニティ・モデル
及び第三者組織モデル）は現存のモデルであり、お互いに特性を共有している。


階層的モデル(hierarchical model)：階層的モデルは多くの方法に共通のものである。
国土安全保障省は 18 の重要インフラ・セクターと関係している。それらセクターは
多かれ少なかれ（階層的な）ミーティング計画を設定しており、企業と政府のリーダ
ーに対し何らかの組織やフォーラムを開催している。英国にはこれと同様の情報交
換があり、そこでは異なるインフラ・セクターを一体としたミーティングが計画され、
情報の交換が行われている。
このモデルに対する賛否両論は、どのような階層構成であってもルール・ベースに
よる傾向があるということである。利点としては、情報共有のための優れたルールが
あるということである。欠点としては、階層的であるがゆえに、常に適切な組織の全
てを包括したものでないこと又は情報が常に活動に有益なものでないことであり、
これらはすべて階層構成に依存するものである。



コミュニティ・モデル(community model)：共通の関心事を持つ異なる会社又は異な
るグループが寄り集まり、お互いにそして政府とも情報を共有するモデルである。こ
の最大の例が英国の WARP(Warning, Analysis and Reporting Point)である。この
パートナーシップは、政府が指示したものではない。コミュニティ自身が情報共有の
ためのルールを設定し、共通の報告形式を確立している。
現実的な利益は、異なるコミュニティに対するアウトリーチと意識向上である。欠
点は、機微情報の共有に対してベストとはいえないこと。この一例が、北米電気信頼
性組合（North America Electric Reliability Corporation: NERC）である。



第三者組織促進モデル(third party facilitated model)：民間企業と政府の間に別個の
法人格が存在するモデルである。この例には、合衆国連邦法の執行機関と銀行企業間
の NPO がある。銀行企業は NPO と情報を共有するが、それらの銀行企業は合衆国
連邦法の執行機関と直接に情報を共有する必要はない。
このような情報共有の利点の一つは、防護のために追加の階層で中立的な場であ
り、かつ、実質上別個の法人格であることから、そこでは民間セクター企業による情
報共有がより快適に行われること、及び第三者組織によって匿名化と伝達が行われ
ることから、政府に直接に情報提供することよりも快適というわけである。第三者組
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織は情報の保護に際して、彼ら自身のルールをもつことができる。より率直に言うな
らば、資本投下の状況にもよるが、第三者組織は情報の利用に係るデータ違反の取り
扱い、又はあらゆる問題への対処に独立に対処することができる。この他にも第三者
組織による利点があり、CERT 及びソフトウェア・エンジニアリング研究所（SEI）
は、実際に民間セクターから大量の情報を受け取り、異なる方法で利用し、政府と情
報を共有している。そして民間セクター及び政府の両者の協力なくしては得られな
い研究・分析成果を提供している。

(3)

Part 3 NERC：官民パートナーシップの成功

ここでは、効果的な官民パートナーシップの成功例として、コミュニティ・モデルの例に
挙げた NERC を紹介する。
NERC は、企業標準の設立組織として 1960 年代から存在している。NERC は極最近に
なって、企業横断の義務的・強制的標準を提供する法定の責任が課せられた。また NERC
は、極めて共同的なコミュニティ・ベースの組織であるが、強制的な側面を持っており、一
日あたり数百万ドルの罰則規定もあることから、組織内に独特の緊張感を持たせている。信
頼のできる電力の供給は、政府と企業の両者が目標を共有するものであることから、信頼性
は軽減策を適用することは無論のこと、サイバーセキュリティ脅威及び脆弱性の両者に対
する主要な要素となっている（訳注：NERC は国土安全保障省の国家インフラ防護計画
（NIPP）が規定する 16 セクターの一つとして、電力セクター情報共有分析センター（ESISAC）を設立している）
。
NERC のメンバーシップは強制的なものではないが、自発的なものでもない。とはいえ、
NERC のオープンな対話への参加は自発的でオープンである。この点に関しては 2 つの側
面がある。一つは、官民コミュニケーションの促進の可能性の方法である。NERC は、金
銭の支払いを伴うプログラム活動として、真に重要インフラ防護に深く係っている企業の
アセスメント実施している。
NERC（ES-ISAC）には現在、1,900 以上の組織が参加しているが、その利点の一つに重
要インフラ防護に係るそれら組織の個々との接触が可能なことにある。参加組織は、NERC
が参加組織対する強制的標準を持つことから、参加に深い関心を抱いている。参加組織は、
NERC が運用している ES-ISAC を介して、情報の提供や速やかな重要情報の入手が可能と
なっている。このようにして、NERC は様々な方法で政府と民間セクター間のコミュニケ
ーションに貢献している。
NERC は、アセスメント及びコンプライアンスの側面の両者に係る企業知識を持ち、標
準や軽減対策の策定について企業共同で作業している。また、NERC は連邦エネルギー規
制委員会（Federal Energy Regulatory Commission: FERC）に報告するとともに、国土安
全保障省（DHS）やその他のプログラムに深く係っていることから、多くの NERC 要員が
政府と民間セクターとの関係を維持している。
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電力網に関係した主要な脅威又は新生のインシデントが発生した場合の NERC の役割は、
誇張なしで一日以内に、全企業に対して注意報を出し、全企業の周知を図ることである。
NERC は、インシデント情報を提供した組織と連絡をとるとともに、新生の脅威が発生し
た場合、当該情報を速やかに入手することもできる。
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2.2

国土安全保障省の取り組み

国土安全保障省（DHS）は、前節「2.1 国家としての取り組み」で紹介した大統領政策指
令（PPD21）及び大統領令（EO13636）において、国家の重要インフラのセキュリティと
レジリエンス促進の中核となって、全政府機関の実施事項の調整を行う任務が課せられて
いる。その中で、情報共有に係る事項についても、政府機関を代表して国家の重要インフラ
に対する脅威情報等の提供を行っている。
本節では、先ず、重要インフラ保護に取り組む国土安全保障省内組織の全体像について、
DHS 内における主担当としての国家防護・プログラム局（NPPD）の活動内容の概略を紹
介する。次いで、企業から報告されるインシデント情報の保護のための「重要インフラ情報
保護プログラム（PCIIP）
」の詳細な内容を紹介する。そして最後に、国土安全保障省内の
様々な情報共有活動のうち、防衛企業基盤（DIB）に関連した 2 つの取り組みとして、
「国
土安全保障情報ネットワーク（HSIN）
」及び「強化サイバーセキュリティ・サービス（ECS）
」
を紹介する。

2.2.1

情報共有取り組みの全体像

国土安全保障省（DHS）は、サイバー・インシデント、テロリスト攻撃及び自然災害を含
む全災害事象に対し、合衆国の重要インフラの所有者／経営者が実施する準備、予防、保護、
軽減及び対応のための支援を行っている。このため、DHS は、官民のセクター・パートナ
ーと共同し、国家の重要インフラに直面するリスクに対処するセキュリティとレジリエン
スに係る効果的な解決策を促進しており、その具体的な活動が情報共有である。
DHS においてこのような活動任務が付与されているのが国家防護・プログラム局
（National Protection and Program Directorate: NPPD）である。図 2.2-1 はこの NPPD
の組織図を示す。NPPD は、図に示すとおり、サイバーセキュリティ・通信（Cybersecurity
and Communications: CS&C）
、インフラ防護（Infrastructure Protection: IP）、連邦保護
サービス（Federal Protective Service: FPS）及び合衆国視察の 4 部門で構成されている。
この中で、次項以降で述べる「重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）
」は IP が、
「強
化サイバーセキュリティ・サービス（ECS）」は CS&C がそれぞれ担当する。また、「国土
安全保障情報ネットワーク（HSIN）」については、運用調整・計画オフィス（Office of
Cybersecurity Coordination and Planning : C&P）が担当する。NPPD の中でサイバーセ
キュリティに最も深く係っているのは CS＆C であり、CS&C の下位組織である国家サイバ
ー セ キ ュ リ テ ィ ・ 通 信 統 合 セ ン タ ー （ National Cybersecurity and Communication
Integration Center: NCCIC）内の下部組織に合衆国 CERT（United States Computer
Emergency Readiness Team: US-CERT）や企業制御システム CERT（Industrial Control
Systems Cyber Emergency Response Team: ICS-CERT）などがある。
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国土安全保障省（DHS）
国家防護･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ局（NPPD）

運用調整･計画（OC&P）
HSIN

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･通信部
（OCS&C）

ｲﾝﾌﾗ防護（IP）

合衆国視察（U.S.V）

連邦保護ｻｰﾋﾞｽ（FPS）

PCIIP

ｻｲﾊﾞｰ･ｲﾝﾌﾗ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ（SE&CIR）
ｻｲﾊﾞｰ･通信 調整・運用統合ｾﾝﾀｰ（CCOIC）

緊急通信部（OEC）
合衆国CERT（US-CERT）
国家ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･通信統合ｾﾝﾀｰ
（NCCIC）
企業制御ｼｽﾃﾑCERT（ICS-CERT）
連邦ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ（FNR）
電気通信国家調整ｾﾝﾀｰ（NCC）
ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｾｷｭﾘﾃｨ展開（NSD）
ECS

図 2.2-1：国土安全保障省の国家防護・プログラム局の組織図
重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）及びマニュアル

2.2.2

重 要 イ ン フ ラ 情 報 保 護 プ ロ グ ラ ム （ Protected Critical Infrastructure Information
Program: PCIIP）30は、重要インフラの所有者／経営者と政府間の自発的な情報共有の強
化を目的とした情報保護プログラムである。この PCIIP における重要インフラ情報（CII）
の保護は、国土安全保障パートナーとしての重要インフラの所有者／経営者が自身のイン
フラ情報を政府と共有する際、保護を要するデータ又は企業機密のデータが公開されない
と確信できることを意味している。国土安全保障省やその他の連邦政府、州、部族及び地方
の分析家は、保護された重要インフラ情報（PCII）を利用して次を実施する。


重要インフラと保護下にあるシステムの分析とセキュア化



脆弱性の明確化とリスクアセスメントの実施



復旧準備対策の強化

「第 1 章 情報共有の概説」及び前節「2.1 国家としての取り組み」で述べたとおり、民
間セクターから提供される情報の確実な保護が、官民間に信頼性をもたらし、効果的な情報
共有活動へと導く大前提となっている。PCIIP は、この大前提を確実なものとするための
プログラムであり、我が国における官民間の効果的な情報共有に大いに参考となるもので
ある。
以下に、2009 年 4 月に公表された「重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）手順マ
30

Protected Critical Infrastructure Information Program Procedures Manual, April 2009, DHS,
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/pcii_program_procedures_manual.pdf
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ニュアル」31から、提供された情報の保護のための主要事項（PCIIP 制定根拠及び運用管理
者、並びに PCII の保護対策、アクセス・配布・利用、配布、追跡、民事訴訟における利用、
法の執行機関等への配布、無資格組織／マスメディアからの要求、開示法に基づく情報要求
への対応、作業成果物、派生作業成果物、及びサニタイズされた注意報・警報・警告）を抜
粋要約して述べる。これらの内容は、重要インフラ情報の保護を目的としているが、我々が
日常的に取り扱う保護を要する情報、秘密の情報、企業機密情報などに対する保護対策の参
考にもなり得るベストプラクティスとも考えられるものである。
なお、PCIIP 手順マニュアルの目次構成は次のとおりであり、総頁数は 145 に及んでい
る。
1

序論

2

役割と責任事項

3

DHS への提出に対する要求事項

4

受領と受領通知

5

提出情報の確認

6

PCII に対する標記

7

PCII の保護

8

PCII のアクセス、伝達及び利用

9

PCII 保護のための訓練プログラム

10 取扱い政府機関の承認プロセス
11 PCII の破棄
12 PCII プログラム要求事項の監督と順守
2.2.2.1 重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）の制定根拠
PCIIP の制定根拠は、
「重要インフラ情報法」及び同法の履行に係る連邦規則「重要イン
フラ情報取扱手順；最終規則」32である。PCIIP 履行のための「PCIIP 手順マニュアル」の
初版は 2006 年に発行されたが、その後の情報共有ツールとしての PCIIP の進化に基づき
2009 年に改定されている。以降の各項目は、この 2009 年版に基づくものである。
2.2.2.2 PCIIP の運用管理責任者
PCIIP の運用管理責任は、DHS の国家防護及びプログラム担当次官であり、インフラ防
護局(Office of Infrastructure Protection: IP)における PCIIP 及び PCIIP マネージャーの
指導監督を行っている。
PCIIP マネージャーは、同次官に任命された者であり、日々の PCIIP
運用を管理する。
31

Protected Critical Infrastructure Information Program Procedural Manual, April 2009, DHS,
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/pcii_program_procedures_manual.pdf
32 Procedures for Handling Critical Infrastructure Information; Final Rule, codified at 6 Code of
Federal Regulations Part 29
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2.2.2.3 PCII の保護対策
PCIIP オフィスに提出された情報は、そのライフサイクルを通じて適切に保護される。
この保護対策処置は、重要インフラ情報法及び同法に基づく連邦規則集の下、PCIIP のプ
ログラム・マネージャー（PM）により確立されている。その根底となるのは、PCII の受領
者全員が PCIIP オフィスにより確立されたポリシー及び処置に従い、PCII が適切に保護さ
れることを確実にする責任を共有することにある。
連邦政府の職員がこれらの保護対策処置に従わない場合、懲戒処分並びに重要インフラ
情報法に規定された民事罰及び刑事罰の対象となる。また、PCII を受領する州政府及び地
方自治体についても、刑法又は非雇用者法の対象事項として、被雇用者及び契約者による保
護対策要求事項違反を取り締まることが求められている。
この PCII 保護対策は、全ての PCII 及び確認プロセス中の PCII に適用される。以下に、
PCII の保護対策に係る一般原則、保護の具体策、送信、分散されたデータ・フレームワー
ク及び旅行などにおける保護について述べる。

(1)

PCII 保護対策の一般原則

保護対策はすべてを網羅することを意図しているが、保護対策が明確なガイダンスを示
していない個人の行動（PCII へのアクセス）に係る場合は次による、と PCIIP 手順マニュ
アルに定められている。


法規類やガイダンスなどに確実に従った行動をすること。



不明確な事項についての改善又は明確化を管理者に通知すること。

一般的な保護対策は次を確実にすることとされている。


認可されていない人物による会話の立ち聞き、PCII 資料の実見又は当該情報の入手
を防止するための予防策を講ずること。



PCII は、認可されたユーザーだけがアクセスできること。



提出された情報は、実現可能な範囲で不適切な利用のリスクとならないこと。



PCII を不適切に広めないこと。

(2)

PCII 保護の具体策

PCII（写しを含む）の受領者及び PCII からの派生成果物は、次を確実にしなければなら
ない。


PCII の取り扱い要領について適切な訓練を受け、かつ、認可されたユーザーによっ
てアクセスされること。



PCIIP のプログラム・マネージャー（PCIIP PM）が制定したガイダンスに従い、す
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べての処置対策を講ずること。
PCIIP PM 又は PCII 責任者（組織や機関の責任者）は、次に示す保管及び取り扱い要求
事項を満足させねばならない。


物理的保管場所へのアクセスを制御し、明確に認可されたユーザーだけに PCII アク
セスを許可すること。



同上保管場所内の複写機、シュレッダー及びプリンターは、認可されたユーザーだけ
がアクセスできること。


複写機（これには、FAX マシンやその他の複写を行うマシンが含まれる）
及びプリンターの機能不全については、利用後にクリアされねばならず、
PCII の紙の通過がチェックされ、かつ、すべての利用不可のページは速や
かにシュレッダーにかけられねばならない。



PCII の伝送又は複写に利用される複写機、FAX マシン、スキャナー及び同
様の装置で、かつ、メモリーにコピーするものは、ベンダー要員による当該
マシンの修復若しくは保守又は廃棄のためのアクセスを許可する前に、そ
れらのメモリーがクリアされねばならない。



PCII は、施錠可能な容器又はキャビネットに保管される。これらの保管容器は、認
可されていない人物のアクセスを防止するため、アクセス制限区域に設置されねば
ならない。PCII は、現金などの貴重品と一緒に保管してはならないが、秘密区分指
定情報と一緒の容器に保管することはできる。施錠可能な容器又はキャビネットが
ない場合は、PCII を十分な物理的アクセス制御対策を講じた部屋又は区域に保管す
ることができる。そのような部屋又は区域は、適切な防護を備えるとともに、一般人、
訪問者やその他の知る必要性を保持していない人物による認可されていないアクセ
スを防止する機能を備えるものとする。このような例に含まれるものとして、アクセ
スがガード、暗号かぎ又はカードリーダーで制御される施錠された部屋又は区域が
ある。



PCII 責任者若しくはその指定者又は政府組織に付託する権限をもつ上級職員は、電
子データベース上のオリジナル PCII の保護対策のための要求事項を明らかにした
運用合意書（Agreement To Operate: ATO）に署名しなければならない。この合意書
の条項の順守を怠った場合、持っているすべての PCII は当該政府機関から取り去ら
れ、PCIIP オフィスで保管される。



システム及びコンピュータ・ワーク・ステーションは、政府組織が合意したシステム
要求事項合意書（System Requirements Agreement: SRA）に定められたシステム
要求事項を満足しなければならない。



コンピュータ・ワーク・ステーションは、PCII の保管に利用される電子データベー
スへのアクセスが認可されたユーザーだけに行われるよう、環境設定されねばなら
2-29

ない。


アクセス及び PCII 返却のロギングの指示が規定されねばならない。



PCII を記録する電子データベースは、認可されないアクセスを防止するため、ウィ
ルス対策及びスパイウェア対策ソフトウェアを備えた適切なファイアウォールを設
置しなければならない。



オリジナル PCII を記憶するすべての電子データベースは、適切な SOP 及び次表に
示す「バックアップ要求事項」
（省略）に従ってバックアップされねばならない。す
べての PCII を含むバックアップ・テープに「PCII」と標記するとともに、秘密が保
たれた場所に保管されねばならない。さらに、システム・バックアップに物理的及び
仮想的にアクセスする者全てのリストが、PCIIP オフィスに提供されねばならない。
また、このアクセス・リストの更新の全ては、PCIIP オフィスに伝達されねばならな
い。バックアップが運用継続のためオフサイトに保管される場合は、その保管場所の
名称及び住所が PCIIP オフィスに提供されねばならない。



PCII を含むシステム又はデータベースの全てに対して、PCII データに対するユーザ
ー・アクセスの全てを監査しなければならない。監査データは、少なくとも次を含む
ものとする。





ユーザーの名前



ユーザーの役割



アクセスの日付と時間



アクセスされたデータ

電子データベースは、PCII 作業成果物の作成者若しくは提出者又は PCIIP PM の許
可を除き、PCII に対するいかなる変更も防止されるものとする。



電子データベースは、
「DHS 機微システム・ポリシー・出版物 4300A（DHS Sensitive
System Policy, Publication 4300A）」及び非秘密区分指定情報ではあるが保護を要す
る情報に対する国家標準技術院（NIST）の標準を順守するものとする。さらなる情
報については、NIST の様々な特別出版物（例：NIST SP 800-16, 800-26, 800-34,
800-37, 800-50, 800-53）や連邦政府情報処理標準（FIPS））
（例：FIPS 199）に見出
すことができる。

(3)

送信

以下に示すのは、通常環境下における PCII の安全な送信方法を示すものである。緊急環
境下の場合は、認可された方法又は当該環境に適切な方法により情報交換が行われるもの
とする。
(3.1) 郵送
PCII は、各部局間（事業所間）サービス、合衆国郵政公社の第 1 種郵便（手紙などの書
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状用郵便）、又は商用運送業者を利用して郵送することができる。郵送によって送られる
PCII は、以下に示すステップに従った包装がなされねばならない。
1.

紙文書のすべてに表紙を付す。コンパクト・ディスクなどの他の媒体に対しては適切
な標記を行う。識別番号が目視できることを確実にする。

2.

PCII を不透明、耐タンパ性封筒又は包装、及び意図しない開封を防止するための十
分な密封を行って、開封の証拠を明らかにすること。

3.

封筒又は包装の外側のすべての側面に、
「ストップ! PCII 内包文書。認可された個
人だけがアクセスすることができる。貴方がこの情報を見ることが認可されていな
い場合は、差出人に返送するか又は PCIIP オフィス（電話 202-360-3023）に連絡す
ること」と同様の表示を標記すること。

4.

このパッケージを第 2 の外側封筒に入れること。パッケージには、PCII であると明
示しないこと。封筒には意図する受領者の完全な氏名と住所を記載すること。同受領
者は、PCII のアクセスが認可された者でなければならない。外側の封筒には、当該
あて先に意図する受領者が所在しない場合、当該パッケージを送達側に送り返さね
ばならない旨を明示すること。当該パッケージの送達及び受領についても追跡する
こと。

(3.2) 有線電気通信及び FAX
認可されたユーザー（複数）は、当該情報に対し認可されていない開示が防止されている
制限区域内に両者が所在する場合、
有線電気通信を利用して PCII を交換することができる。
このことは、電話による会話及び FAX 伝送にも適用される。PCII の会話が有線電話ネット
ワーク又は FAX を介して行われる場合の暗号の利用は要求されない。
(3.2.1) 電話
1.

電話をする人物は、認可されていない開示を防止し、かつ、会話が認可されていない
ユーザーに漏れ聞かれることができないスペースで実施しなければならない。

2.

電話をする人物は、通話先の相手が電話口に出たら、相手もまた認可されていない開
示を防止するスペースに所在していることを確認すること。

3.

PCII の共有に先立って、受け取り側に対して何が保護されねばならないか、及びど
のように保護されねばならないかを理解するよう警告すること。

4.

受け取り側に対して、PCII に関連するすべてのメモが保護されねばならないこと、
及びそのメモには会話された PCII の識別番号を含め適切な標記をすべきであるこ
とを確認すること。

(3.2.2) FAX
FAX 送信は有線電気通信を介することができるが、コンピュータやその他の装置ではな
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く FAX で受信するものとする。
FAX 送信シートの直後に PCII カバー・シートを置くこと。
FAX が受信されたら、FAX 送信シートを取り除くことができる。
PCII のアクセス認可を得ている個人は、FAX マシンがアクセス制御区域外に設置されて
いる場合、当該情報を受け取るため、受領側の FAX マシンのそばに居なければならない。
送り側は、PCII の FAX 送信に先立ち受領側と連絡し、送信側に受領を通知するよう指示し
なければならない。
(3.3) 無線電気通信：インターネット又は高周波若しくはその他の無線信号（携帯電話を含
む）
無線電気通信を利用する場合、PCII 送信側及び PCII 受信側の両者に対して、利用可能
な何らかの暗号手法を利用することが求められる。このような暗号の利用が運用上困難又
は危急の環境下にある場合、本要求は緩めることができる。しかしながら、このような暗号
能力が利用できないことをもって、PCII を暗号なし状態の無線通信技術により日常的に伝
送できるとすることを正当化するものではない。
(3.4) E メール
E メールによる PCII の送信は、暗号により保護されるか、又はセキュア通信システム内
で送信されるものとする。このことが実行不可能又は利用できない場合、PCII を非セキュ
アな E メール・アカウント33を利用することができる。PCII を非セキュアの E メール・チ
ャネルで送信する場合は、セキュリティを高めるため、パスワードで保護された添付により
当該情報を送信するものとする。そのパスワードは、別封により提供される。表 2.2-１は、
パスワード保護文書方法のガイダンスを示すものである。
表 2.2-1：パスワード保護文書
マイクロソフト・ワード文書のパスワード保護説明書


「ツール」をクリックし、次に「オプション」をクリックする。



「セキュリティ」のタブをクリックし、カーサーを「読み取りパスワード」上に置く。



選択したパスワードをそのボックス内にタイプする。



「読み取り専用を推奨」のボックスにチェックマークを付け、「OK」をクリックす
る。



「パスワードの確認」のスクリーンがポップアップする。パスワードを再入力し、
「OK」をクリックする。

33

メール・サーバーにアクセスするための使用権のこと。そのメール・サーバー上でメール・アドレス
を取得したユーザーに与えられる権限であるので、通常はメール・アドレスと一対一に対応する。メー
ル・アカウントを与えたユーザーに対しては、一対のユーザーID とパスワードを割り当て、メール・サ
ーバー上に受信メールを保存するためのメール・ボックスを用意する。これにより、そのサーバー上でメ
ールの送受信ができるようになる。
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これで、パスワードにより文書が保護される。

マイクロソフト・パワーポイント文書のパスワード保護説明書


「ツール」をクリックし、次に「オプション」をクリックする。



「セキュリティ」のタブをクリックし、カーサーを「読み取りパスワード」上に置く。



選択したパスワードをそのボックス内にタイプする。



「パスワードの確認」のスクリーンがポップアップする。パスワードを再入力し、
「OK」をクリックする。



これで、文書がパスワードにより保護される。

WinZip ファイルのパスワード保護の説明書
（省略）
マイクロソフト・エクセル・ファイルのパスワード保護の説明書
（省略）
ユーザーは、E メールを利用して PCII を送信する場合、PCII を添付資料として送信し、
E メールのテキスト又はサブジェクト行に PCII と確認できる情報を書き込まないこと。
この場合の送信者は、次であるものとする。


すべての受領者が国土安全保障職務及び知る必要性を持っていることを確認するこ
と。



受領者に対して E メールを作成すること。



「この E メールには PCII が含まれている」と、E メールのサブジェクト行に挿入す
ること。



E メールの文に、表 2.2-2 に示す標準 PCII 専門用語を挿入すること。



E メール添付資料として PCII 文書を添付すること。



すべての E メール・アドレスのタイピングをチェックすること。



受領者に E メールを送信すること。
表 2.2-2：標準 PCII E メール専門用語

（省略：E メールの本文に、50～60 行に及ぶ様々な注意書きを挿入するようになってお
り、その定型文書が記述されている）
(3.5) 情報処理システム（Automated Information System: AIS）
PCII の取り扱い、保管又は伝送に利用されるすべての AIS 又は AIS ネットワークは、認
可された人物及びプロセスだけが電子 PCII をアクセスすることを確実にするため、運用的
管理策及び技術的管理策を講じなければならない。連邦政府組織の CIO は、連邦政府及び
DHS 標準に従い、PCII を含むすべての AIS に対する評価・承認を行わねばならない。考
慮する文書としては「機微システム用 DHS 情報技術（IT）セキュリティ・ハンドブック」
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及びさらなるガイダンスとして「Publication 4300A」がある。この評価・承認結果の写し
を PCIIP オフィスに送るものとする。
州及び地方政府組織は、同様のセキュリティ対策を講ずることが求められる。これには、
運用環境のセキュア化、厳格な識別と認可対策及びアクセス制御が含まれ、セキュリティ・
ポリシー及び権限が与えられた職務を遂行するために求められる最小限のアクセス権限を
確実なものとする。

(4)

分散されたデータ・フレームワーク

PCIIP オフィスは、PCII の原文及び写しの受領、保管及び配布に対して、
「分散されたデ
ータ・フレームワーク(distributed data framework)」を利用する。PCII 及び PCII の写し
は、分散されたデータ・フレームワークの一部として異なるシステム上に保管される。


PCIIP オフィスイに提出された原文の PCII は、PCIIP オフィス自身の PCII リポジ
トリで維持される。



指名者（指定された者）に対して断定的含有（categorical inclusion）34の一環として
提出された原文 PCII は、受領者である指名者が責任を有する連邦政府の所有及び管
理するシステム上で維持される。このようなシステムでは、PCII の写しも維持する
ことができる。



PCII の写しは、州又は地方政府組織が所有する承認されたシステム上で保管するこ
とができる。このような組織の各 PCII 責任者は、これらシステム上で保管される
PCII に対して責任を有する。

指定された者は、断定含有の一環として提出された原文の PCII の受領及び標記の責任を
有する。また、これらの提出物が保管されている PCII リポジットリへのアクセス促進を行
うことも、指定された者の責任である。PCII 責任者又は指定された者は、連邦政府所有及
び管理のリポジトリからの PCII の初期配布について、確実に追跡する責任を有する。PCII
責任者は、PCII がいったん元の PCII リポジトリを超えて散布されたら、その PCII の利用
について監督する責任を有する。PCII 管理システム（PCIIMS）は、分散データ・フレーム
ワークを形成する複数の地理的に分散配置されたシステム上に保管されている PCII の共
有を促進するため、フレームワーク内のすべてのシステム上にあるすべての原文 PCII に対
する定義されたメタデータ35・セットを維持する。
認可されたユーザーは、分散フレームワークの一部であるリポジトリをアクセスするた
34

予め定められた事項やタイプの情報については、確認済み PCII として考慮されるもの。指名者が管理
できるのは、この categorical inclusion だけである。
35 データ記述を含むデータ要素に関するデータ、並びにデータの所有者、アクセス経路、アクセス権及
びデータの変更度に関するデータ
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め、特定のリポジトリに対するアカウント保持者又は当該リポジトリ・アクセス許可が与え
られた者でなければならない。PCIIMS で作成され、認可されたユーザーに正式に配布され
た PCII カタログは、PCII の所在を通知するものである。仮に、カタログ・エントリが当
該 PCII のアカウントを持っていないリポジトリに保管されていると示した場合、ユーザー
は当該リポジトリの管理者又はシステム所有者に連絡し、当該 PCII のアクセスを要求する
ものとする。リポジトリ所有者又は管理者が、当該ユーザーが正当な知る必要性を持ってい
ないことから当該 PCII に対するユーザーのアクセス拒否を決定した場合、当該ユーザーは
PCIIP オフィスに直接連絡するものとする。
(5)

旅行及び一時的勤務地

通常、PCII は承認された組織の保護施設から持ち出されるべきではない。しかしながら、
PCII 文書を携行して旅行する必要性がある場合、さらなる保護対策が講じられねばならな
い。通常、PCII は携帯電話、ラップトップ又はその他の個人電子装置（例：公共の場では
放置されない）に適用される保護対策と同一の一般原則を利用した保護対策を講ずるもの
とする。
PCII 及び秘密区分指定情報の両者を含む文書を携行して旅行する場合、「大統領令
12958：秘密区分指定国家安全保障情報」及びその実施指令に規定する旅行時の要求事項に
従わねばならない。
次に示すのは、旅行時における PCII 保護に係る対策要求事項である。PCII に対して実
際又は不審な危殆化があった場合、PCII 手順マニュアルの 12.3 節に示す「PCII 手順違反」
（記述省略）に従うものとする。


すべての場合


PCII は、常に認可されたユーザーの管理下になければならない。



PCII を利用しない場合、旅行時には PCII を不透明な封筒に入れ、二重包
装を行わねばならない。PCII の二重包装についてのさらなる情報は、
「
（3.1）
郵送」を参照。



PCII 及び PCII から派生した資料は常に表紙が付けられねばならず、PCII
が利用されない時、当該資料が展示されることがあってはならない。



PCII 提出者を識別する情報も PCII であり、それゆえに保護されねばなら
ない。



輸送中


PCII は、公共の場において公然と見られることがないこと。



PCII は、公共の輸送手段の利用時には手持ち式としなければならず（手荷
物預かり旅行カバンに入れてはならない）、旅行者は常に PCII を所持して
いなければならない（例：トイレ、食堂車両などにも携帯すること）
。



車で旅行するときは、旅行者が車両から離れる場合、適切に包装された PCII
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をトランクルームに施錠して保管してもよい。


ホテルで


適切なルーム・セーフが利用できるならば、ホテルにおける PCII の保護方
法としては好ましい。さもなければ、認可されていない個人から PCII を保
護するため、適切な用心により不正変更（タンパリング）の証拠を明らかに
する。このような用心は、旅行時における個人の貴重品の保護に利用される
用心と似ているかもしれない。



PCII（ハード・コピー又は電子的）は、PCII へのアクセス認可のない個人
又は当該情報に対する知る必要性を持たない個人に見られることがあって
はならない。

2.2.2.4 アクセス、配布及び利用
この項は、PCII へのアクセス、配布及び利用に対する手順を明らかにするとともに、
「連
邦規則第 29.8 条：PCII の開示」を満たすものである。認可された PCII ユーザーは、PCII
が適切な目的のために利用され、CII 法、連邦法、その他 PCIIP 手順マニュアルが公表し
たガイダンスに明らかにされた手続きに従い、PCII の保護及び取り扱いを確実に行う責任
を有する。PCII 責任者及び指名を受けた者は、PCII のアクセス、配布及び利用に対するさ
らなる監督責任を有する。

(1)

PCII アクセス要求事項：正規対一時的

PCII ユーザーは、正規又は一時的ベースにせよ PCII へのアクセスを許可される前に、
一定の標準要求事項を満足しなければならない。
(1.1) 正規の PCII アクセス要求事項
PCII ユーザーに対しては PCII 責任者が指定され、ユーザーはいかなる質問に対しても
同責任者から答えを求めることができる。通常、PCII 責任者は同じ組織（又は州）で PCII
ユーザーとして勤務している個人である。PCIIP オフィスは、PCII 責任者が未だ決まって
いない組織における認可されたユーザーに対する PCII 責任者として活動する。
個人は、PCII へのアクセスに先立ち、次であることが求められる。


連邦、州又は地方政府の組織における個々の従業員又は契約者であること：民間セク
ター、個々の市民、メディア、事業者団体、その他の民間セクターのメンバーは、PCII
の認可されたユーザーにはなり得ない。



国土安全保障の任務が割り当てられていること：PCII のすべてのユーザーは、国土
安全保障の任務が付与されていなければならない。その任務は、重要インフラ又は保
護システムのセキュア化を支援することであり、分析すること、警告すること、相互
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依存性の調査を行なうこと、復旧すること、再構築すること又はその他の適切な目的
であり、これには制限を設けないで、国土に対するテロリスト攻撃の識別、分析、防
止、強制排除、途絶などが含まれる。


PCII 訓練を完了すること：ユーザーは PCII のアクセスに先立って、PCII の保護及
び取り扱い要求事項についての訓練を受けなければならない。この訓練の達成のた
めの最も一般的かつ好ましい方法は、個人が PCII 認可ユーザー訓練を完了すること
である。この訓練は、PCIIP オフィスに E メールすることで取得することができる。
ユーザーはある状況下において、PCII に関連するプロジェクトの一部として、教室
で PCII 認可ユーザー訓練を完了することができる。この場合、教室の訓練者は、訓
練を受ける各個人が首尾よく訓練を完了したことの証拠を提出する責任がある。
PCII 訓練は制限された状況下及び危急の状況下において、PCII 表紙（PCII Cover
Sheet）で迅速に達成することができる。これらのステップの詳細を下記に示す（後
述の「2.2.2.13 PCII 訓練プログラム」において、訓練要求事項を示す）。



非開示合意に署名すること（非連邦政府職員だけ）
：すべての非連邦政府職員は、PCII
へのアクセスに先立ち、PCIIP 手順マニュアルに規定された非開示合意（NDA）に
署名しなければならない（PCIIP 手順マニュアルの付録 16 に詳細が記述されている
（記述省略）
）
。個人は NDA に署名することで、個人は CII 法、規則及び PCIIP 手
順マニュアルに定められたすべての PCIIP 要求事項、並びに PCIIP オフィス、その
指名者、PCII 責任者又は副 PCII 責任者から知らされたいかなる要求事項について
も熟知し、順守することを証明することとなる。
NDA の実施にはいくつかの方法がある。NDA は PCII 表紙とそれに含まれる条項
をレビューすることによって実施することができる。個人は、表紙に添付されている
PCII を受諾することにより、非開示条項を受諾したこととなる。これらのステップ
の詳細を次に示す。



PCIIP オフィス又は PCII 責任者によって認定されること（契約者だけ）
：契約者は
PCII のアクセスに先立ち、PCIIP オフィス又は PCII 責任者のいずれかにより認定
されねばならない。契約者は、PCIIP への参加前又は参加中に、PCIIP 要求事項の
指示及び履行を行う契約によって合意しなければならない。PCIIP 手順マニュアル
の「セクション 10.5：契約者の認定」
（記述省略）は、契約者の認定及び政府組織と
の契約に盛り込む約款についてのさらなる詳細を示す。



正当な知る必要性を持つこと：PCII をアクセスする個人は、PCII に対する知る必要
性を持たねばならない。PCII の保持者は、PCII を配布する前に、予期される受領者
が当該情報に対する正当な知る必要性を持っているか否かを決定しなければならな
い。個人又は組織が正当な知る必要性を持っているか否かの決定は、一件ずつ慎重に
下さねばならないが、決定は当該個人が国土安全保障任務を持っているか否か、及び
受領者が PCII で何を意図しているかによってなされるものとする。CII 法のセクシ
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ョン 214(a)は、PCII 認可ユーザーのリストを次のように掲載している（これには、
作業成果物における PCII の利用が含まれる）。


インフラ及び保護システムのセキュア化



分析



警告



相互依存性調査



復旧



再構築



その他の情報提供目的。これには、制限することなく、合衆国の国土に
対するテロリスト脅威の識別、分析、防止、強制排除及び途絶のいずれ
か又は組み合わせが含まれる。

受領者が、PCII を CII 法及び連邦規則に明確に禁止されている規制目的又は他の目的で
利用する意図をもつっている場合、当該受領者は正当な知る必要性を持っているとはいえ
ない。この件に関して PCIIP オフィスは、詳細なガイダンスを示すことができ、個人の知
る必要性の正当性の係る質問や疑問について連絡するものとする。
正当及び不当な知る必要性の例
(記述省略)
指名を受けた者、連邦・州・地方政府組織、及び認可された PCII ユーザーは、配布先の
人物が上記に示されたすべてのアクセス要求事項を満足していることを確実にした上で、
自身が所持する PCII を配布することができる。認可されたユーザーは、
「2.2.2.3-(3) 送信」
に定められた PCII の伝送手順に従い、PCII を伝送しなければならない。
(1.2) 一時的 PCII アクセス要求事項
連邦、州又は地方政府の職員又は契約者は、PCII 認可ユーザー訓練を完了する以前に、
PCII アクセス要求をすることができる。PCII は、当該アクセスの 30 日以内に PCII 認可
ユーザー訓練を完了する用意がある場合、一時的ベースでアクセスできる。PCII の保持者
は、次のプロトコルを固守することにより、事前に認可されていない受領者と PCII を共有
することができる。


PCII の保持者は、受領者が連邦、州又は地方政府の職員又は契約者であり、国土安
全保障任務に就いていると確認する。



PCII 保持者は、受領者が正当な知る必要性を持っていると確認する。



受領者は、PCII 表紙をレビューし、PCII の取り扱いと保護の要求事項の順守に合意
する。
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受領者の PCII 表紙と付随する PCII の受諾は、当該 PCII への一時的アクセスに対
する NDA 要求事項を満足する。



受領者は、PCII 表紙の指示に従い、PCII 受領の 30 日以内に PCII 認可ユーザー訓
練を完了する。

(1.2.1) 会議の席上での PCII の配布と討論
会議参加者が PCII について討論する場合があり得る。理想的には、すべての参加者が認
可されたユーザーであり、PCII についての討論を計画している PCII 保持者がこのことを
確認し、すべての参加者が前述「(1.1) 正規の PCII アクセス要求事項」に定められた要求
事項を確実に満足していることを確認することである。参加者が PCII 認可ユーザーでない
場合には、PCII 保持者はさらなる手続きに従い、参加者が一時的ベースの認可者であるこ
とを確実にしなければならない。下記に示すプロトコルは会議の間、PCII が適切にアクセ
スされることを確実なものとする。
(1.2.2) 事前打ち合わせ
PCII 保持者は、当該会議の主催者と連携の上、次を実施しなければならない。


出席者のすべてが認可された PCII ユーザーであり、国土安全保障任務が付与され、
かつ、正当な知る必要性を持っていることを確認する。



すべての出席者に対し、会議の間に PCII が配布及び討論されることを E メールで
知らせる。



認可されていないユーザーに対しては、PCII 認可ユーザー訓練を完了し認可される
よう指示する。この訓練は、PCII オフィスに E メールをすることで入手することが
できる。



PCII 表紙がすべての PCII に添付され、会議の間に配布されることを確実なものと
する。

(1.2.3) 会議の間
PCII 保持者は、当該会議の主催者と連携の上、次を実施しなければならない。


すべての出席者が国土安全保障任務及び正当な知る必要性を持ち、PCII 認可ユーザ
ー訓練を完了していることを確認する。



PCII 表紙上に示されている PCII 取り扱い要求事項を簡単にレビューする。



会議において PCII について討論する前に、すべての非連邦政府職員が NDA に署名
していることを確認する。



PCII を配布する。



非認可の個人に対し、会議の 30 日以内に PCII 認可ユーザー訓練を完了して、認可
されることを指示する。この訓練は、PCII オフィスに E メールをすることで入手す
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ることができる。
これらのプロトコルは、非認可ユーザーが会議の間に PCII にアクセスすることを許可す
るものである。正規ベースで PCII にアクセスする場合は、PCII 認可ユーザー訓練を完了
しなければならない。
(1.3) 身辺調査
「連邦規則セクション 6 C.F.R 29.7(b)」は、DHS が実行できる範囲でかつ CII 法の目的
に従い、適切な身辺調査を実施し、PCII をアクセスする個人が国家の安全保証に脅威をも
たらさないことを確実にすることとしている。身辺調査に係るすべての調査事項は、PCIIP
オフィスに転送されるものとする。

(2)

配布

CII 法の下に保護が必要であるとして提出された情報は、当該情報の確認を終了するまで
配布することはできない。PCIIP オフィス又はその指名を受けた者は、当該情報に対する
アクセスが CII 法に定められた国土安全保障目的を支持すると決定された場合、PCII への
アクセスを与えることが許可される。PCIIP オフィス又はその指名を受けた者は、PCII を
連邦政府省庁、及び PCIIP プログラム・マネージャー（PCIIP PM）と MOA を締結し、か
つ、PCII 承認プログラムの最小要求事項を満足している州と地法政府組織に提供すること
ができる。PCIIP PM 又はその指名を受けた者は、最初に連邦、州又は地方政府組織に提供
した PCII の追跡責任を有する。これについては、後述の「2.2.2.5 追跡」を参照されたい。
(2.1) PCII の制限配布要求
提出者は、PCII がいったん確認された場合、当該情報が特定の政府組織又は個人だけに
共有されることを要求することができる。しかしながら、このような制限は、米会計検査院
（GAO）若しくは議会又は CII 法を支援する目的で PCII を共有することを含め、PCII に
係るすべての要求事項及び義務に影響を及ぼすものではない。この要求では DHS を締め出
すことはできないが、DHS 内の特定のオフィス又は構成組織によるアクセスを制限するこ
とができる。PCIIP オフィス又はその指定された者は、提出者と共同し、PCII が適切な組
織、プログラム又は個人に配布されることを確実にする。ユーザーは、制限配布要求の PCII
を共有する場合、すべての受信者は提出者が識別した組織の職員であることを確実にする
ため、余分なステップを踏まねばならない。
ユーザーが、制限要求された PCII を提出者が識別した組織に勤務していないユーザーと
共有する必要がある場合がある。例えば、提出者がメリーランド州だけがその PCII をアク
セスすることを要求し、ヴァージニア州のユーザーが非緊急状況下でアクセスを必要とし
た場合である。メリーランド州の PCII ユーザーの PCII 責任者は、ヴァージニア州ユーザ
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ーにアクセスを与える前に提出者に通知しなければならないが、提出者の同意はヴァージ
ニア州のユーザーとの PCII 共有を必要条件とするものではない。さらに、緊急下において
は、メリーランド州の PCII 責任者は、ヴァージニア州のユーザーと当該情報を共有する前
に、提出者との連絡ができないかもしれない。
仮に、非緊急下において提出者が同意しない場合は、ヴァージニア州のユーザーと当該情
報を共有する前に次の手順に従わねばならない。
1.

メリーランド州 PCII 責任者は、
PCIIP オフィスがヴァージニア州のユーザーと PCII
を共有するか否かの最終決定者であることを提出者に知らしめる。

2.

メリーランド州 PCII 責任者は PCIIP オフィスと連絡をとり、ヴァージニア州のユ
ーザーが制限配布要求の PCII をアクセスすることを望んでいるものの、提出者はヴ
ァージニアとの共有に合意していないことを PCIIP オフィスに知らしめる。

3.

PCIIP オフィスは、当該情報を共有すべきか否かの最終決定を行う。当該情報を共
有すべきと決定した場合、PCIIP オフィスは、当該情報をヴァージニア州のユーザ
ーと共有する旨、提出者に対し通知する。

4.

提出者には、PCII 保護を除去することを求める選択肢がある。このような場合、
PCIIP オフィスは当該情報の状況を変更し、当該情報はもはや PCII でなくなる。さ
らに、提出者の指示により、当該情報の破壊又は提出者への返送を行う。

5.

仮に、提出者が PCII の状況変更をせず、当該 PCII が破壊又は提出者に返送される
場合、PCIIP オフィスはメリーランドの PCII 責任者に対し、当該情報をヴァージニ
ア州のユーザーに提供することを指示する。

メリーランド州のユーザーは当該情報が共有された後、提出者と連絡をとり、次の事項に
ついて知らせねばならない。


共有された情報



情報が共有された時



共有相手

また、メリーランド州のユーザーは、情報がヴァージニア州のユーザーと共有されたこと
を PCIIP オフィスに知らせるとともに、同じ情報を PCIIP オフィスに提供しなければなら
ない。
(2.2) 連邦、州及び地方政府組織によるさらなる配布
指名を受けた者若しくは PCII 責任者、又は連邦、州及び地方政府組織の PCIIP オフィ
ス外の認可されたユーザーは、次により彼らが所有する PCII を配布することができる。


当該個人が認可されたユーザーであり、かつ、前述「2.2.2.4-(1.1) 正規の PCII アク
セス要求事項」に定められた要求事項を満足することを確認すること。
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受領者に対し、共有及び配布する情報の追跡を奨励すること。

連邦政府職員及び契約者が認可されていないユーザーと PCII の共有を望む場合、当該ユ
ーザーは認可されるか、又は認可されていないユーザーと PCII を共有するため、PCIIP PM
又はその指名を受けた者からの明示された許可を得なければならない。
(2.3) 前もって PCIIP PM 又はその指名を受けた者により認可されていないユーザーへの州
及び地方政府組織によるさらなる配布
PCII を受領する州及び地方政府の職員及び契約者は、同 PCII を PCIIP PM 又はその指
定する者により認可されていないいかなる組織とも共有することができない。仮に、州及び
地方政府の職員及び契約者が認可を受けていないユーザーとの PCII の共有を望む場合、当
該ユーザーは認可を受けるか、又は認可されていないユーザーと PCII を共有するため、
PCIIP PM 又はその指名を受けた者からの明示された許可を得なければならない。PCIIP
PM は通常、提出者の同意文書なしにこのような承認をすることはない。
(2.4) 提出者の同意文書を求める配布
PCII は、最初に提出者からの同意文書が得られない限り、DHS やその他の連邦政府当
局、州若しくは地方の当局、又は連邦法若しくは州法から生じるいかなる民事訴訟における
第三者組織によっても直接利用することはできない。このような同意は、各要求個々に対し
て求められる。
PCIIP PM 又は指定された者だけが、情報を提出する人物又は組織からの同意文書を求
めて入手することができる。ただし、そのような同意の求めは、CII 法の開示許可に基づく
場合である。州及び地方の受領組織は、あらゆる状況下にあっても、そのような同意が CII
法に基づいて求められる場合、PCIIP オフィス又はその指定する者の承認を得て、PCII を
開示するための同意を提出者に求めなければならない。
緊急の状況下及び PCIIP PM への同時発生の通知時には、CII 法に基づきそのような同
意が求められる場合、PCIIP に参加している連邦政府の職員の誰もが提出者に直接連絡し、
PCII 開示のための同意を提出者に求めることができる。
2.2.2.5 追跡
PCII は、指定された状況下において追跡されねばならない。
以下のセクションにおいて、追跡プロセスを明らかにする。

(1)

Who

PCIIP オフィス又は指定された者は、オリジナル PCII がオリジナル PCII リポジトリか
ら配布される場合、オリジナル PCII のアクセスと配布を追跡しなければならない。PCIIP
2-42

オフィスは、PCIIP オフィスが保持していた PCII の認可されたユーザーへの最初の配布を
追跡しなければならない。同様に指定された者は、彼が管理しているオリジナル PCII リポ
ジトリからの情報配布の追跡に対する監督責任がある。その後は、認可されたユーザーが何
時そして誰に情報を与えたかを記録することが推奨されるが、要求されるものではない。デ
ータベースのようなシステム・ベースのリポジトリに PCII が含まれている場合は、PCII が
何時受領され、配布され、ダウンロードされ、及び破壊されたかを記録しなければならない。

(2)

What

PCIIP オフィス又は指定された者は、次の情報を記録しなければならない。


PCII の識別番号



当該情報が共有された日付



受領者の氏名及び組織



受領者の連絡先情報



受領者への PCII 提供方法

情報が手動又はシステムによってログされようと、当該ログは上記の 5 要素を取り込ま
ねばならない。

(3)

How

情報がオリジナル PCII リポジトリからある人物（システムに対立するものとして）に配
布される場合、指定された者は追跡記録が最新で正確であることを確実なものとしなけれ
ばならない。仮に情報システムが PCII を保持及び配布する場合、当該システムは追跡情報
の記録及び維持の機能を持たねばならない。
追跡記録は、
関連する PCII が除去されるまで、
又は PCIIP オフィス若しくは関連する政府組織が追跡記録について、管理上、法律上、監
査やその他の運用目的上のいずれか最も遅いもので、もはや必要でなくなるまで、保持され
ねばならない。PCIIP オフィス又は PCII 責任者は、追跡を定期的に点検し、追跡手順が適
切に順守されていることを確実なものとする。
2.2.2.6 民事訴訟における PCII の利用／PCII が提出者の支配下に存在
CII が提出され、PCII として確認されると、その情報及び文書、並びに提出者又は同提
出者と共に活動する人物によって保持されているドラフト及び写しは、当該 CII に係る
DHS とのいかなる議論も同様に、PCII として考慮され、提出者の同意無しでは、民事証拠
開示（civil discovery）の対象又はいかなる民事訴訟におけるその他の直接利用に供し得な
い。
「民事訴訟」の用語には、いかなる訴訟手続きの文言又は法廷も含まれ、合衆国、合衆
国の機関、責任者又は職員若しくは組織による訴訟手続きを問わない。たとえ、PCII が提
出された意見、評価、結論又は分析を含め、民事訴訟において直接利用されることがないと
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しても、PCII とは別の情報源から民事訴訟において自主的に取得され独立に存在する事実
に基づく情報は、当該目的に利用することができる
2.2.2.7 法の執行機関、議会及び会計検査院長官への配布
CII 法及び連邦規則は、次に示す組織からの要求時、すべての PCII を提出することを
PCIIP オフィスに求めている。


法の執行機関による捜査又は犯罪行為訴追の促進



上院又はその管轄権範囲内での委員会かその委員会のサブ委員会若しくは統合委員
会かその統合委員会のサブ委員会



会計検査院長官又は会計検査院長官の権限代理者による GAO の任務遂行

さらに、PCII を DHS の監察官に対し提供することができる。
PCIIP オフィスは、PCII を受領する個人が PCII の受領を認可されていること及び PCII
の保護と利用に関して適切な訓練を受けていることを確実にする策を講じない環境下にお
いて、PCII を開示することはない。とりわけ、国会の PCII アクセスに関しては、次であ
るものとする。


PCIIP オフィスは DHS の法務局及び政府間事務局（intergovernmental affairs）と
共同し、当該要求が CII 法の要求に基づくものであって、議員委員会のメンバーとし
ての職務遂行上、議員によってなされたものであることを確認する。



議員の代理として要求を行っている職員が前もって認可されたユーザー訓練を受け
ていない場合、PCIIP オフィスは具体的な PCII が開示される前に、コンピュータ・
ベースの訓練を提供する。



連邦政府職員としての国会の職員は、NDA の署名を求められることはない。
むしろ、
彼 ら は 「 PCII の 取 り 扱 い 、 利 用 及 び 保 護 に 対 す る 役 割 と 責 任 事 項 の 確 認
（Acknowledgement of Roles and Responsibilities）」
（付録 13 参照（記述省略）
）に
署名する。



国会の認可されたユーザーは、
「記録受領様式(Receipt of Record)」
（付録 13 参照（記
述省略）
）に署名することにより、PCII の受領確認書に合意する。当該受領書には、
PCII 識別番号が含まれねばならない。さらに、認可されたユーザーは、PCII を与え
た者に対し同様の PCII 受領確認書を求め、その記録の写しを保持する。

GAO の PCII アクセスに関して
1.

PCIIP オフィスは、DHS の GAO/IG（会計検査院／監察総監）連絡室と共同し、当
該要求が GAO によって行われていることを確認するとともに、当該要求への回答に
ついて調整する。
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2.

前もって認可されたユーザー訓練を受けていない GAO の職員が PCII へのアクセス
の可能性を持つ場合、PCIIP オフィスは特定の PCII が開示される前に、コンピュー
タ・ベースの訓練を提供する。

3.

連邦政府職員としての GAO の職員は、NDA の署名を求められることはない。

4.

PCIIP オフィスは、GAO の PCII 保護対策及び取り扱い要求事項の履行を支援する。

議会、会計検査院院長又は DHS 監察総監が、PCII 責任者、指定された者又は認可され
たユーザーに対し PCII を直接要求した場合、それらの個人は次であるものとする。
1.

上記に述べた手順を固守すること。

2.

当該要求について、PCIIP オフィスに直ちに通知すること。

3.

議会からの要求の場合、PCIIP オフィスに役割と責任事項の確認及び記録受領様式
の署名付き写しを提供すること。

PCIIP PM は、議会からの要求のすべてについて DHS の法務局及び政府間事務局に知ら
せるか、又は PCII に対する GAO からの要求のすべてについて DHS の GAO/IG に通知す
る。
2.2.2.8 無資格組織又はメディアからの要求
一般大衆、情報共有・分析組織（Information Sharing and Analysis Organization: ISAO）
及び外国政府は、PCII が提供する注意報、警報及び警告を受け取ることができるが、これ
は、それらの成果物が PCII 提出者を識別するいかなる情報も含んでいないこと、又は著作
権情報、ビジネス上の保護を要する情報若しくは企業機密を含んでいないことを前提とす
る。一般大衆、ISAO 及び外国政府は、提出者の同意文書なしに PCII それ自身を受け取る
ことはできない。注意報、警報及び警告に係るさらなる情報については、
「2.2.2.10 PCII 作
業成果物」を参照すること。
メディアからの PCII 関連の質問は、承認された組織又はユーザーの PCII 責任者に向け
て出されなければならない。PCII 責任者に対しては、日常的な質問（例：提出要求事項）
については質問者を PCII ウェブサイトに問い合わせるようにすることが推奨される。メデ
ィアからの本質的な質問に対する応答は、PCIIP オフィスと調整しなければならない。
2.2.2.9 開示法に基づく情報要求への対応
PCII は、情報の自由法（FOIA）に基づく開示、その他同様の州及び地方の開示法から免
除されている。公開からの PCII 保護に係る質問を受けた参加組織は、PCIIP オフィスに連
絡することができる。
PCII に対し FOIA に基づく要求がなされた場合（又は同様に、州及び地方の法律に基づ
2-45

いて要求がなされた場合）
、PCIIP 参加者は当該要求が次のように取り扱われることを確実
にしなければならない。


州及び地方の参加組織：PCII 責任者は、それぞれの開示責任者が、PCII は連邦政府
の情報であって、それぞれの開示法に基づく PCII の要求に対する適切な対応が備わ
っていることに気付いている、ということを確実にしなければならない。州又は地方
の組織は、州又は地方の開示法に基づく要求に従った PCII の開示要求を受け取った
場合、当該組織の PCII 責任者が PCIIP オフィスに直ちに連絡するものとする。州
又は地方の開示責任者は、
要求者に対し PCII は連邦政府の情報であり、
CII 法の下、
すべての開示法に基づく開示から保護されていることを通知しなければならない。
PCII に係る開示法の適用に関するさらなる質問事項については、州及び地方の参加
組織が PCIIP オフィスに直接差し向けることを推奨する。



連邦政府参加組織：指定された者及び PCII 責任者は、PCII に対するすべての FOIA
要求について、PCIIP オフィスを支援する DHS の開示責任者に差し向けなければな
らない。PCII を含まない資料に対する FOIA 要求のすべては、FOIA 要求処理に係
る内部手順に従い、各連邦政府組織で取り扱わねばならない。



PCIIP オフィス：PCIIP オフィスが直接 FOIA 要求を受けた場合、PCIIP PM は当
該要求をしかるべき DHS 開示責任者に差し向けねばならない。

さらに、すべての指定された者及び PCII 責任者は、次を実施することが推奨される。


それぞれが関連する連邦、州又は地方の開示責任者に対し、PCIIP に参加している
ことを認識させること。



当該開示責任者に対し、PCII が FOIA 及び州や地方の開示法から保護されているこ
とを確実に理解させること。



開示責任者が CII 法の下に保護されている情報要求を受けた場合、それらの全てに
ついて指定された者又は PCII 責任者に対する通知プロセスを展開すること。

2.2.2.10 PCII 作業成果物
連邦、州及び地方の政府の受領組織は、PCII から派生した 2 種類の分析作業成果物を作
成することができる。それらは、派生作業成果物及びサニタイズされた（好ましくない部分
を削除した）作業成果物である。
PCIIP オフィスは、これらの成果物を作成することはないが、PCII の分析を行う組織に
ガイダンスを提供し、当該状況下において適切に PCII を保護させる責任を持つ。組織の指
定された者又は PCII 責任者は、作業成果物における PCII の利用について監督する責任を
有する。CII 法のセクション 214(a)及び連邦規則は、認可された PCII の利用を次のように
示している（作業成果物における PCII の利用を含む）
。


重要インフラ及び保護システムのセキュア化
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分析



警告



依存性調査



復旧



再構築



その他の情報上の目的であり、制限することなく、我が国土に対するテロリスト脅威
の識別、分析、予防、強制排除（preemption）
、破砕のいずれか又は組み合わせを含
む。

2.2.2.11 派生作業成果物
PCII を含む作業成果物は、元の PCII と同様の取り扱い、保管及び標記要求事項の対象
となる。作業成果物が一字一句そのとおりの PCII 又は提出者若しくは提出された CII を明
白に若しくは暗黙のうちに言及する場合、当該作業成果物は PCII として分類され取り扱わ
れねばならない。さもなければ、PCII の指定は要求されないし又は不適切なものとなる。
非秘密区分指定 PCII 成果物の場合、PCII を含む段落、表、グラフ及び図だけが、挿入句
的な方法で PCII として標記されねばならない。その他の段落、表、グラフ、図などに対し
ては、部分標記がなされない。
「PCIIP 手順マニュアル」の「付録 8 PCII 作業成果物ガイ
ド」は、PCII 作業成果物に係る取り扱い及び標記に関してのさらなる情報を示している。
秘密区分指定情報と混じりあった PCII は、PCII 及び混じりあった秘密区分指定情報の
最も高いレベルの両者の標記要求事項を順守せねばならず、このことは大統領令 12958 及
びその実施指令に定められている。このような秘密区分指定情報の含まれている PCII は、
その PCII 標記を保持し、当該文書がその後に秘密区分指定解除とされても、PCII 保護が
失われることはない。
作業成果物が PCII を含んでないものの、PCII が単に結論又は仮説に導くための見識を
提供した場合は、非 PCII として配布することができる。
2.2.2.12 サニタイズされた注意報、警報及び警告
連邦、州又は地方の組織が、民間セクター、一般大衆又は外国政府に対し、重要インフラ
に対する潜在的な脅威及び脆弱性に係る注意報、警報及び警告を配布するための準備に
PCII を利用する場合、当該派生成果物を作成する組織はサニタイズを行わねばならない。
PCIIP の目的上、
「サニタイズ(sanitize)」は情報を蒸留することを意味し、提出者が突き止
められることなく、そして次であることのいかなる情報をも明らかにしない。


所有権、ビジネス上センシティブ又は企業機密であること。



具体的な提出者又は提出組織に関連付ける（明示的又は暗黙的）こと。



さもなければ公共領域に慣例上ないこと。
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状況が緊急下にない限り、上記の指示に従ったサニタイズが実施されない一般大衆への
警告は、DHS 長官、国家保護・プログラム担当次官、サイバーセキュリティ及び通信担当
次官補、又はインフラ防護担当次官補（ASIP）の承認を得なければならない。
このような緊急事態が存在するのは、DHS 長官、国家保護・プログラム担当次官、サイ
バーセキュリティ及び通信担当次官補、又はインフラ防護担当次官補（ASIP）の承認に対
して、効果的な注意報、警報又は警告の発行のための適切な時間が得られなかった場合であ
る。指定された者又は PCII 責任者は、連邦規則に従い、これらの警告の発行について PCIIP
オフィスと調整しなければならない。DHS は、注意報、警報及び警告の発行に際して次を
実施しなければならない。


状況の緊急度、公共又は重要インフラに及ぼす危害の可能性の程度、及び注意報又は
警告の必要範囲を考慮すること。



すべての情報に対する開示からの保護のための適切な処置を講ずること。それらの
情報とは、所有権、ビジネス上センシティブ、提出者若しくは提出組織の識別に利用
されるもの、又は公共領域において不適切なものをいう。

2.2.2.13 PCII 訓練プログラム
PCIIP オフィスは、DHS に自発的に提出された CII の受領、確認及び保護の責任を持つ。
PCIIP オフィスは、この機微かつ貴重な情報に対する保護を適切なものとするため、PCII
資料へのアクセス許可の条件として、適切な訓練の受講完了を求めている。
PCIIP オフィスは、PCII プログラム参加条件としての適切なレベルを確保させるため、
次を含む訓練を提供している。


認可されたユーザーに対する訓練と意識向上



PCII 責任者の候補者に対する特別訓練



指定された者の候補者に対する特別訓練



危急状況下における PCII の共有と取扱いの訓練



PCII 訓練コースの監査



リフレッシュ訓練

2.2.3

国土安全保障情報ネットワーク（HSIN）

ここでは、国土安全保障省（DHS）が、国土安全保障ミッションに従事する連邦、州、地
方、部族、準州、民間セクター及び国際パートナーを対象に、これら組織間の情報共有及び
協同に資することを目的とした、国家のセキュアで信頼されたウェブ・ベースのポータルと
しての「国土安全保障情報ネットワーク（Homeland Security Information Network:
HSIN）
」の概要を紹介する。
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(1)

HSIN の概要

米国は、国家の重要インフラ防護を目的とした「国家インフラ防護計画（NIPP）
」36の実
施を効果的なものとするため、政府と民間セクターの積極的な参加、つまり多方向性の情報
共有に基づく官民間パートナーシップが重要であるとしている。HSIN は、民間セクターの
重要インフラの所有者／経営者が、この多方向性の情報のフローに参加し、重要インフラに
対する脅威又は災害に係る包括的な状況の提供を受けることにより、彼らの実施するリス
クアセスメント、賢明なセキュリティ投資及び適切なレジリエンス戦略の策定に係る能力
を実質的に強化することができる、としている。同様に、政府がこの多方向性情報共有によ
り民間セクターの情報ニーズが何であるかを知ることができれば、政府は自身が行う情報
収集・分析・統合・伝達に係る活動を適切なものにすることができる。
HSIN は、重要インフラ防護の情報共有環境における NIPP の多方向性ネットワーク情
報共有アプローチを採用しており、国家通信プラットフォームに接続されているメンバー
から構成された「国土安全保障情報ネットワーク（HSIN）
」37として活動している。

(2)

HSIN の機能概要

HSIN は、国土安全保障ミッションに従事する連邦、州、地方、部族、準州、民間セクタ
ー及び国際パートナー間の情報共有及び協同に資することを目的とした、国家のセキュア
で信頼されたウェブ・ベースのポータルである。この HSIN は、利益共同体（Communities
of Interest: COI）と呼称されるコミュニティ・ネットワークから構築されている。COI に
は、州の組織、連邦政府組織、法の執行機関、重要インフラ・セクター、インテリジェンス
などのミッション分野から組織されている。ユーザーは、各々のコミュニティ内で秘密が保
たれた状態で情報を共有すること、又は必要に応じ他のコミュニティにリーチアウトする
ことができる。このようにして HSIN は、パートナーがその居場所にかかわらず即時に一
緒に作業することで、伝達、協同及び調整を可能としている。
この HSIN の主な機能は次のとおりである。


24/７の可用性



ドキュメント・ライブラリー



インスタント・メッセージング・ツール



ウェブ・カンファレンス



インシデント報告



コモン・オペレーション・ピクチャー（COP）による状況認識と分析の提供



統合共通分析ビューアー（iCAV）38による地理的可視化の提供

36

National Infrastructure Protection Program：2013 年末では 2009 年版であるが、前述の大統領政策
指令 21 により、2013 年版が策定されつつある。
37 Homeland Security Information Network (HSIN), http://www.dhs.gov/homeland-securityinformation-network
38 Integrated Common Analytical Viewer(iCAV)：セキュアでウェブ・ベースの地理情報可視化ツール
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声明（Announcement）



ディスカッション・ボード



タスク・リスト



Requests For Information/For Your Information (RFIs/FYs)



カレンダー



Really Simple Syndication (RSS) Feeds



オンライン訓練資料

(3)

COI の例（HSIN-I 及び HSIN-DIB）

利益共同体（COI）の例として、HSIN-I（インテリジェンス）や HSIN-DIB（防衛企業
基盤）などがある。
HSIN-I は、DHS とそのパートナー間における重要なインテリジェンス情報共有ニーズ
を支援するために確立されたものであり、DHS のインテリジェンス及び分析（I&A）を支
援する連邦、州、地方及び部族のステークフォルダ間における主要な機微インテリジェンス
情報の共有、伝達及び通知を促進している。
また、HSIN-DIB は、防衛企業基盤（DIB）セクター調整センター（SCC）及び SCC の
様々な常設委員会に対する専用の情報共有プラットフォームとして機能している。下記は、
HSIN-DIB の主な支援機能である。


信頼されたコミュニティ・メンバー間において、機微情報のオープンな共有を行うこ
と。



ドキュメント・ライブラリーを利用することにより、メンバー、DHS、その他の政府
組織の防護とレジリエンシーに係る情報を適時にアクセスすること。



ディスカッション・ボードを利用することにより、身辺調査されたセクターの同僚グ
ループとセキュアなディスカッション及び文書共有を行うこと。



警報と警告（Alerts and Notifications）を介して、新生の脅威及びインシデント情報
を常に最新の状態に保つこと。

なお、このHSIN-DIBにアクセスするためには、DHSの身辺調査を受けることが必要であ
り、次の情報をcikriseaccess@dhs.govに提出することとされている。


氏名



組織



役職



会社の E メール・アドレス(Work email)

であり、商用及び政府所有の複数の情報源からのデータや映像を統合し、重要インフラ計画立案者及びス
テークフォルダに対し包括的な状況及び戦略的認識を確立する支援を行う。
（詳細は、
http://www.dhs.gov/replacement-integrated-common-analytical-viewer-icav を参照）
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2.2.4

強化サイバーセキュリティ・サービス（ECS）

ここでは、国土安全保障省（DHS）が運用している「強化サイバーセキュリティ・サービ
ス（Enhanced Cybersecurity Service: ECS）
」を紹介する。この ECS は、DHS が入手し
たサイバー脅威に係る機微情報及び秘密区分指定情報を重要インフラの事業者等に提供す
るものであり、これにより重要インフラの情報システムのセキュリティ能力を向上させる
ことを意図している。現在、この ECS を受けている重要インフラは防衛企業基盤（DIB）
だけであるが、
「2.1.2 大統領令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改善」で
述べたように、他の重要インフラ・セクターにもこの ECS を拡大することとしている。
(1)

ECS の概要

DHS は 2012 年 5 月、それまで実施してきた国防総省との統合サイバーセキュリティ・
サービス・プログラム（JCSP）を改め、自発的な参加プログラムとしての「強化サイバー
セキュリティ・サービス（ECS）
」プログラムを確立した。この ECS は、重要インフラやそ
の他の民間セクターのネットワークのサイバーセキュリティを強化することを目的とした
政府による最新の活動である。
ECS の主要な目的は、重要インフラの所有者／経営者などを支援し、彼らのシステムに
対する不正なアクセス、エクスプロイテーション又はデータの窃取（exfiltration）を防護す
るための改善を行うことである。このため、ECS は、連邦政府を横断する様々なサイバー
セキュリティ組織との共同による機微及び秘密区分指定のサイバー脅威情報や指標を入手
し、適格と認定した商用サービス・プロバイダー（Commercial Service Provider: CSP）を
通じて、それら脅威情報を重要インフラなどに提供している。
現在、この ECS を利用している重要インフラ・セクターは防衛企業基盤（DIB）セクタ
ーだけであるが、前述「2.1.2 大統領令 13636：重要インフラ・サイバーセキュリティの改
善」で述べたとおり、
「国土安全保障省長官は、6U.S.C.13339に従うとともに、国防総省長
官と共同の上、本命令の 120 日以内に（2013 年 7 月までに）全ての重要インフラ・セクタ
ーに対し ECS プログラムを拡張するための手順を確立するものとする。この自発的な情報
共有プログラムは、政府からの秘密区分指定サイバー脅威と技術情報を、資格を有する重要
インフラ会社又は重要インフラに対し、セキュリティ・サービスを営む CSP に提供するも
のである」と定められている。ECS は、CSP が重要インフラ会社に対し強化された保護を
提供することを可能とするものであるが、ECS の意図は重要インフラ会社が運用又は利用
可能である既存のセキュリティ・サービスを補足するものであって、それらに取って代わる
ものではない。

39

6 U.S.C 133：保護された重要インフラ情報（PCII）として自発的に提出された特定の文書は、公表さ
れないとする重要インフラ情報法。
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なお、ECS において利用されるサイバー脅威、指標及び CSP の定義40は、次のとおりで
ある。


サイバー脅威：合法的権限なしに、連邦政府のアプリケーション又はシステムに対
するアクセス、漏えい、操作、又はデータの完全性、機密性、セキュリティ若しく
は可用性を損なわせることについて明らかにされた活動のすべてをいう。
サイバー脅威についての情報は、政府、公共機関又は民間セクターの情報源から
受け取ることができる。
サイバー脅威の種類に含まれるものの例には、フィッシング、IP なりすまし、ボ
ットネット、サービス妨害、分散サービス妨害、マン・イン・ザ・ミドル攻撃、他
のタイプのマルウェアの挿入がある。



指標：指標は、何らかの形式のマリシャス・サイバー行為を識別するために用いら
れる人的に読むことが可能なサイバー・データであり、IP アドレス、ドメイン、E
メール・アドレス、ファイル及びストリング（文字列）に係るデータであると定義
することができる。
指標は、非秘密区分指定又は秘密区分指定のどちらでも可能である。識別された
指標の秘密区分指定は、その情報源によって規定される。



CSP：CSP は、公共団体又は民間の会社であり、有線、無線、インターネット、ケ
ーブル、人工衛星及び管理されたサービス・ビジネスにより、情報を電子的に転送
する。適格性要求事項を満足する管理されたセキュリティ・サービス・プロバイダ
ーは、CSP になることができる。

(2)

国防総省とのパイロット・プログラム

DHS は、統合サイバーセキュリティ・サービス・パイロット（JCSP）の下に、DHS
のサイバーセキュリティ及び通信（CS&C）オフィスを介して国防総省（DoD）とパート
ナーを組み、既知若しくは不審なサイバー脅威についてのサイバー脅威指標やその他の情
報を CSP と共有してきた。このパイロットは、DHS／DoD による統合概念実証として開
始されたものであり、既存の DoD DIB 試験的サイバーセキュリティ・イニシアティブ
（DIB Opt-in Pilot）の運用を拡張し、DIB Opt-in Pilot に DHS に対する運用上の関係を
CSP とともにシフトしたものである。パイロットの目的は、参加した DIB 重要インフラ
会社のサイバーセキュリティを強化し、サイバー脅威による不正なアクセス、窃取及びエ
クスプロイテーションから参加 DIB 会社を保護するものであった。このパイロットは 180
日間実施され、その間を通じて参加 DIB 会社の保護を目的とした CSP とのサイバー脅威
情報の効果的な共有目標を満足したとされている。
40

Privacy Impact Analysis for the ECS, January 16, 2013, Office of Cybersecurity and
Communications, National Protection and Program Directorate,
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy/privacy_pia_nppd_ecs_jan2013.pdf
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(3)

サイバーセキュリティ及び通信オフィスの役割

サイバーセキュリティ及び通信（CS&C）オフィスは、ECS の運用を担当している部門
である。
CS＆C オフィスは、サイバー・インフラ防護促進ミッションの一部として、複数の情報
源から「指標（例：インターネット・プロトコル（IP）アドレス、ドメイン、E メール・
ヘッダー、ファイル、ストリング）
」の形式で入手し、既知又は不審なサイバー脅威を識
別するための情報を分析する。これらの「指標」は、侵入検知シグネチャ41を作成するた
めに利用されるか、又はサイバー脅威の検知及び低減の手段として利用される。これらの
指標収集のための情報源に含まれるものに、DHS によるサイバーセキュリティ分析活動、
国内及び国際の民間セクター組織、並びにサイバーセキュリティの促進に利害関係を持つ
国際、連邦政府又は州の機関がある。また、既知又は不審なサイバー脅威についての指標
は、連邦政府の文民系行政執行機関のネットワークの収集ポイント42上に設置された
EINSTEIN センサーによって収集された情報から収集することもできる。
サイバー指標は、人間が読み取れるサイバー・データであり、何らかの形式のマリシャ
ス・サイバー行為を識別するために利用されるものとして定義することができる。サイバ
ー指標は次に関係するものである。
1) IP アドレス
2) ドメイン
3) E メール・アドレス
4) ファイル
5) ストリング
個々の指標の特性は明確な機能を持っており、例えば：


IP とドメインの指標：IP とドメインの指標は、一様性の資源識別子（Uniform
Resource Identifiers: URI）43を含んでおり、一般的に公的に利用可能な情報で
ある WHOIS44に見出すことができる。

41

シグネチャは、ネットワーク・トラフィック上の機械が読み取れる特有のパターンであり、コンピュ
ータ・ネットワーク、システム及び情報の完全性、機密性又は可用性に影響を及ぼす。例えば、特定のシ
グネチャは、許可なくコンピュータからファイルを削除するよう設計された既知のコンピュータ・ウィル
スと見きわめることができる。
42 これらのセンサーは、連邦政府システムに接続するコンピュータのインターネット・プロトコル
（IP）アドレスとドメイン／ホストネーム情報、ｿｰｽがコミュニケートするために利用するポート、コミ
ュニケーション発生の時刻、連邦政府のあて先 IP アドレス、コミュニケートするために利用するプロト
コル、及びあて先ポートを識別するレコードの流れを捉える。
43 URI は、World Wide Web 上のオブジェクトを示すすべてのタイプのネーム及びアドレスに対する一
般的用語である。Uniform Resource Locator (URL)は、URI の一種である。
44 WHOIS は、トランスミッション・コントロール・プロトコル（TCP）に基づくトランザクション・
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E メール指標：E メール指標は、伝送日、件名、リンク、添付資料、送信者の氏
名、及び送信者の E メール・アドレスなどのメッセージ属性を含むことができ
る。



ファイル指標：ファイル指標は、マリシャス・ソフトウェア（マルウェア）に係
る情報を含むことができる。マルウェアは、とりわけファイルのサイズなど、コ
ンピュータ・システムに損害を与えるか又は混乱させるように仕組まれている。



ストリング指標：ストリング指標は、マリシャス行為に特有のしつこいかつユニ
ークな識別子からなる。それらは、文字、数字又はシンボルなどであり、単語又
はフレーズを示すために利用される。

(4)

個人識別可能情報に対する考慮

指標は、上記（3）に示したいずれかについて、サイバー脅威に係る様々な詳細さを含
むことができ、一つの指標が他の指標との関係をもつことができる。例えば、E メールは
添付資料を含むことができ、その添付資料はマルウェアを含むことができる。これらの指
標は、ばらばらにせよ又はまとまったグループであるにせよ、「指標報告」に該当するも
のとして提出される。指標報告は、どのような指標の組み合わせでも作成すること、及び
単一の指標又は複数タイプの指標をもつことができ、各タイプの中に複数のエントリーを
もつことができる。例えば、ある指標報告は一つの E メール、一つのファイル及び一つの
ドメインを含むことができ、他の指標報告は 4 つのファイル、又は 2 つのドメイン及び 3
つの IP アドレスを含むかもしれない。指標と指標報告は、CS＆C オフィスのサイバーセ
キュリティ分析家により、CS&C、民間セクター組織、その他政府機関のパートナーによ
って識別・確認された既知又は不審なサイバー脅威に基づいて、作成・確認される。指標
は、既知又は不審なサイバー脅威に関連し、かつ、E メール・アドレス、ドメイン・ネー
ム又は IP アドレスなどの個人識別可能情報（PII）と考えられる情報を含むことがある。
CS&C は、
「PII と考えられる情報」のフレーズを利用している。その理由は、あるサイ
バー脅威指標は、個人が E メール・アドレス又は IP アドレスとドメイン情報など、オン
ライン・コミュニケーションにおいて自身を識別するために利用するのと同じタイプの情
報であるかもしれないからである。これらの情報が、ECS の文脈において個人を識別する
ために利用されることはない。その代り、これらの情報は、特定の既知又は不審サイバー
脅威に対する参照点として利用される。例えば、サイバー脅威の作成者がフィッシング E
メール脅威における「from」の箇所に詐欺の（なりすましの）E メール・アドレスの利用
を選択した場合、指標はなりすましの E メール・アドレスを含んだサイバー脅威に対応し
て作成されることとなる。同様の状況は、脅威行為者が特定の IP アドレス又はドメイン
オリエンテッドの質問／回答プロトコルであり、インターネット・ユーザーに情報サービスを提供するた
めに広く利用されている。元来は、登録されたドメイン・ネームの「white page」サービスと情報を提供
するために利用されていたが、現在の運用ではより広範な情報サービスを対象にしている。このプロトコ
ルは、人間が読み取れるフォーマットでその内容を伝達する。
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を悪意のあるデータ漏えいのあて先又は「指揮統制」機能の一部として利用した場合に起
こり得る。ECS は、これら両者の例において、E メール・アドレス又は IP アドレスを
PII として利用することはない（すなわち、その E メール・アドレスに関連した特定の個
人を識別するための方法として利用することはない）、又はいかなる特定の人物について
の一般的な情報であっても利用することはない。CS&C オフィスは、PII と考えられる情
報を持つ指標を確立することがあるが、それは当該情報が既知又は不審なサイバー脅威の
理解に分析的に関係すると証明された場合だけである。
CS&C オフィスは、指標が PII と考えられる情報を含むこれらの場合において、規定さ
れた標準運用手順（SOP）及びサイバーセキュリティ情報取扱ガイドラインに従う。とり
わけ CS&C オフィスは、受領したデータと情報をレビューし、捜査、調査及び CS&C 報
告書の作成の間に当該情報が偶発的に PII を含んでいるか否かを決定する。このタイプの
情報は、当該情報に対するレビュー後、及び既知又は不審なサイバー脅威の指標であると
決定された場合にだけ共有される。仮に PII が発見され、かつ、分析されているサイバー
脅威に直接関係していないと決定された場合、当該情報はしかるべき SOP に従って取り
扱われる。CS&C オフィスは SOP に従い、その中で分析家は分析の理解又は作成に必要
でない PII データを上書き、訂正又は交換する。
(5)

ECS、CSP 及び ECS 参加者との情報共有

ECS は、ECS 参加者の代理である商用サービス・プロバイダー（CSP）と非秘密区分
指定及び秘密区分指定のマリシャス・サイバー行為の指標を共有する。CS&C は、重要イ
ンフラの保護に極めて重要なこれらの指標を明らかにし、秘密が保たれた通信チャネルを
介して CSP と当該情報を共有する。CSP は、その指標を「シグネチャ」に形成する。シ
グネチャは、機械が読み取れるソフトウェア・コードであり、当該指標に関連した既知又
は不審なサイバー脅威の自動検知を可能とする45。
CSP と DHS 間の関係は ECS 合意覚え書き（MOA）により管理され、CSP と ECS 参
加組織の間の関係は商業上の協定により管理される。したがって、CS&C はこれら協定の
関係者とはならない。
CSP は、CSP が ECS 参加者の代理としてシグネチャを実行し、そのシグネチャがアラ
ートの引き金となった場合には、商業上の協定及び何らかの適用可能なセキュリティ要求
事項に従い、ECS 参加組織に対して通知する。また、CSP は、ECS 参加組織の許可を得
て、CS&C が ECS プログラムの成果を理解する上で十分な、かつ、限定され・匿名化さ
れ・総計されたサイバーセキュリティ測定情報を CS＆C に提供することもできる。これ
には、既知又は不審なサイバー脅威に関連した予防における指標の効果性が含まれる。提

45

指標とシグネチャに関する詳細については、2012 年 7 月 30 日付で出版した National Cybersecurity
Protection System (NCPS) PIA を参照されたい。
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy/privacy-pia-nppd-ncps.pdf.
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供される情報は、発生事象の時刻、関連する指標、及び影響を受けた実体がメンバーとな
っている重要インフラ・セクターの識別に限定されたものとなる。特定のインシデントに
係る会社名やその他の識別可能な情報などの情報は共有されない。CSP が ECS に加入し
ている連邦政府の文民系行政執行機関の代理としてシグネチャを導入し、そしてそのシグ
ネチャがアラート発生の引き金となった場合には、CSP は重要インフラ会社に対するもの
と同様の要約情報を CS&C と共有する。
ECS プログラムは、政府による民間ネットワーク又は通信のモニタリングを含めていな
い。CSP によって検知された脅威と悪意のある活動に係る情報は、この ECS プログラム
の下で、重要インフラ CSP 顧客と政府間において直接共有されることはない。しかしな
がら、CSP 顧客が自発的に合意するならば、CSP は ECS と限定かつ匿名化された情報を
共有することができる。

(6)

既利用中のサイバーセキュリティ・プロバイダーと ECS の関係

ほとんどの重要インフラに属する会社は、会社のネットワークを保護するためにサイバ
ーセキュリティ・プロバイダーを利用している。ECS プログラムは、合衆国政府のサイバ
ー脅威情報により既存のサービス及び商用能力を支援することで、これら重要インフラに
属する会社のネットワークを保護するアプローチを提供するものである。このアプローチ
は、あらゆるセクターからの適格性を有する参加者に対しだけ、強化された能力の提供を
支援するものである（米国では、16 の重要インフラ・セクターが 2013 年 2 月 12 日付の
大統領ポリシー指令 21（重要インフラのセキュリティとレジリエンス）において明示され
ている）
。すべての重要インフラ・セクターから正当であると確認された実体は、ECS プ
ログラムへの参加資格があり、適格と認定された CSP から ECS サービスを受けることが
できる

(7)

商用サービス・プロバイダー（CSP）

商用サービス・プロバイダー（CSP）の利用は、DHS から脅威情報を受け取り、CSP
の重要インフラ顧客に特別のサービスを提供するためであるが、その際、政府提供情報の
セキュリティを確実なものとするため、セキュアな環境下で実施することが求められてい
る。
CSP は、資格を有する顧客に対し商用関係を通じてサービスを提供する。ECS プログ
ラムは、CSP と正当であると確認された重要インフラ会社間における商用関係の確立に加
わることはない。2013 年 2 月現在、次に示す CSP が重要インフラ会社に ECS サービス
を提供することが許可されている。


AT&T



CenturyLink
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(8)

セクター所管省庁（SSA）の役割

重要インフラのセクター所管省庁（SSA）と DHS は、ECS プログラムにおいて重要な
パートナーシップを形成している。SSA の役割は、ECS の拡張と改善のため、重要イン
フラ会社との現関係をてこ入れすることである。また、SSA は、それぞれのセクターにお
ける重要インフラ会社に特有のリスクと脅威を明らかにするため、その支援を行う責任を
有している。この明確化は、SSA のセクターに特有の脅威環境に基づき、連邦政府から
ECS によって保護された重要インフラ会社に関係した効果的な指標の提供を可能とするも
のである。また、SSA は、DHS に対する極めて重要なデータの導管の役割を果たし、
ECS プログラム能力の進展を推し進める要求事項に対するデータを提供する。
(9)

プライバシーと自由権（Civil Liberties）

DHS は、その活動のすべてにおけるプライバシーの保護と透過性について、その組み込
みと厳正な実施を行うとともに、
「正当な情報慣行原則（Fair Information Practice and
Principles）
」を用いて個人のプライバシーに係るいかなる影響をも低減するためのアセス
メントを実施している。DHS は、ECS プログラムに対する「プライバシー影響アセスメ
ント（Privacy Impact Assessment）
」を行い、その結果を出版している。DHS は、この
ような活動を通じて、ECS 及びそのすべてのサイバーセキュリティ活動が、個人の権利の
確実な保護を行う方法で組み立てられていることを確実なものとしている。
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2.3

国防総省の取り組み

本節では、防衛企業基盤（Defense Industrial Base: DIB）セクターに焦点を当てた国防
総省（DoD）における情報共有の取り組みを紹介する。
先ず、DoD の「防衛重要インフラ・プログラム（Defense Critical Infrastructure Program:
DCIP）
」の概要を紹介するとともに、DCIP に定められた 10 のセクターと DIB セクターの
位置づけを明らかにする。
次に、本調査報告の焦点でもある DIB セクターを対象にした DoD の「防衛企業基盤サイ
バーセキュリティ／情報保証（Defense Industrial Base Cybersecurity / Information
Assurance: DIB CS/IA）プログラム」について、その概要、国防総省の関連達の内容、DIB
CS/IA プログラムの運用状況、並びに DIB CS/IA プログラムにおける情報共有システムや
ネットワークなどの具体的な取り組みの概要、及び国土安全保障省の「強化サイバーセキュ
リティ・サービス（Enhanced Cybersecurity Service: ECS）
」と DIB CS/IA プログラムと
の関係を述べる。

2.3.1

防衛重要インフラ・プログラム

ここでは、先ず、防衛重要インフラ・プログラム（DCIP）の概要として、国防における
DCIP の位置づけ及び DCIP を支援する DoD のポリシーとガイダンスについて述べる。次
いで、DCIP に定められた防衛インフラ・セクター（Defense Infrastructure Sector: DIS）
の概要を紹介し、DCIP における DIB セクターの位置づけを明らかにする。
2.3.1.1 概要
(1)

国防における DCIP の位置づけ

様々なインフラのグローバルな接続環境と相互依存性の止まることのない拡大傾向は、
おびただしい数のかつ変化する脆弱性を生み出している。「ソフト」標的に対する脅威は、
単に犯罪やテロリスト活動によってのみ発生するものでなく、自然災害、事故、危険な天候、
その他の自然事象や人為的事象によっても発生する。
防衛重要インフラ･プログラム（DCIP）とは、このような脅威環境下における統合された
リスクマネジメント・プログラムであり、DoD のミッション保証プログラム46を支援するも
のとして計画されたものである。DCIP は、ミッション保証プログラムの中にあって、それ

46 ミッション保証プログラム：ミッション保証は、複数の重複したプログラムを利用する。それらのプ
ログラムは、組織のプロセスが意図する目的又は計画に従った実施を確実なものとするため、密接に連携
して（結合力のある状態で）運用される。ミッション保証には、DoD が国家軍事戦略を履行するために求
められる必須の能力と支援インフラのレジリエンシーを高めるための活動と処置策が含まれる。ミッショ
ン保証は、おびただしい数のリスクマネジメント・プログラム活動及びセキュリティ関連機能とリンクす
る。それらは、対テロリズム部隊防護（Antiterrorism Force Protection）
、重要インフラ防護（CIP）
、情
報保証（IA）
、運用継続（COOP）、化学・生物・放射線・核・高性能爆薬（CBRNE）防衛、即応態勢、軍
事施設準備であり、国家軍事戦略遂行のための作戦の連続体全体に及ぶ軍事作戦の動員、展開、支援及び
維持を確実なものとする。
（出典：http://dcip.dtic.mil/whatIsDCIP.html）
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が効果的に適用された場合、合衆国にとっての重要な資産、インフラ及び主要資源を安全な
ものとする包括的な仕組みを形成する。国家の防衛及び経済の持続力は、DoD と非 DoD が
所有する重要インフラ（例：電力、輸送、電気通信、給水など）の可用性と信頼性に大いに
依存している。DCIP は、重要インフラのリスクに対応するための資源は限られていること
から、すべての種類の脅威と災害に対する脆弱性の変化を継続的に分析し、国家に最も不可
欠なインフラに対するリスクを効果的に運用管理することとしている。
なお、防衛重要インフラ（Defense Critical Infrastructure: DCI）とは「DoD 及び非 DoD
資産の複合物であり、軍隊及び全世界に及ぶ軍事行動のプロジェクト、支援及び維持に不可
欠なもの」
、また、資産とは「識別可能な人、物理的実体又は情報であり、合衆国内外に存
在し、国内、国外、公共又は民間セクターの組織により採用、所有又は運用され、サービス
又は能力を提供するもの」と定義されている。

(2)

DCIP を支援するポリシーとガイダンス

国防総省訓令「DoDD 3020.40：重要インフラに対する国防総省のポリシー及び責任事項」
47は、
「国土安全保障大統領指令７：重要インフラの識別・優先順位づけ及び防護(HSPD-7)」、

「DoDD 5220.22：国家産業セキュリティ・プログラム（NISP）
」
、
「国家インフラ防護プロ
グラム（NIPP）
」及び「連邦規則（6CFR パート 29）」において付与された国防総省の役割
を果たすため、DoD の DCIP に対するポリシーの確立及び構成組織に対する責任事項を割
り当てたものである。このように、DCIP の履行にあたっては、その実施を義務付けた国家
施策としての大統領指令や計画、様々な DoD 達やマニュアルなどが関連している。表 2.31 は、DCIP を支援する一連の主要な関連文書をまとめたものである。
表 2.3-1：防衛重要インフラ･プログラム（DCIP）関連文書
文 書

名

国土安全保障大統領指令 7

主 な 内 容
本指令は、連邦政府省庁が合衆国の重要インフラと

「HSPD-7：重要インフラの識

主要資源の識別と優先順位づけを行うこと及びそれ

別、優先順位づけ及び防護」

らをテロリスト攻撃から防護することについて、国家
の方針を示す。
（現在は、2013.2 に発布された「大統
領政策指令 21」に置き換わっている（詳細は「2.1.1
大統領政策指令 21：重要インフラのセキュリティと
レジリエンス」を参照））
。

国家安全保障大統領指令 51/国

本指令は、連邦政府の機構と運用の継続に係る包括

土安全保障大統領指令 20

的な国家方針を示す。同方針は、
「国家の必須機能」を

「NSPD 51/HSPD 20：国家継

確立するとともに、すべての省庁に対する継続要求事

47

DoDD 3020.40, DoD Policy and Responsibilities for Critical Infrastructure, January 14, 2010,
http://www.fas.org/irp/doddir/dod/d3020_40.pdf
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文 書

名

続ポリシー」

主 な 内 容
項を定めている。
本計画は、上記の HSPD-7 及び HSPD-20 に基づき

国家計画「国家重要インフラ防
護計画（NIPP（2009）
）
」

策定されたものであり、国家の重要インフラと主要資
源の防護とレジリエンシー強化のため、広範に及ぶ活
動を一つの国家プログラムに統合するための統一し
た仕組みを示す。
本訓令は、HSPD-7 及び NISP に基づき、並びに

国防総省訓令「DoDD
3020.40：重要インフラに対す

NIPP に従い、DCIP の実施にあたっての DoD におけ

る DoD のポリシー及び責任事

るポリシー及び構成組織に対する責任事項を示す。

項」
国防総省達「DoDI 3020.45：防

本達は、DoDD 3020.40 を支援するものであり、以

衛重要インフラ・プログラム

下を規定している。

（DCIP）運用管理」



DCI の識別、優先順位づけ及びアセスメントにつ
いて、これらを包括的なプログラムとして運用管
理するためのポリシーの確立と実施を示す。これ
には、機微情報に係るリスクの低減、損失若しく
は機能縮小時における復旧能力、インシデント・
マネジメント支援、及び DCI 防護のための順応
性のある計画と手順の策定が含まれる。



DCI リスクの受容、是正及び低減を含むリスクマ
ネジメントを統治するための責任事項を付与す
る。



DCIP 実施のための責任事項を付与するととも
に、その手順を規定する。



DCIP やその他次に示す DoD プログラムや活動
間における補完的関係を明らかにする：部隊防
護、対テロリズム、情報保証、運用継続、化学・
生物・核・高性能爆薬防衛、即応態勢、軍事施設
準備。

国防総省マニュアル「DoD M

第 1 巻は、すべての DoD 構成組織と防衛インフラ・

3020.45：第 1 巻、防衛重要イ

セクターを横断する防衛重要インフラ（DCI）の識別

ンフラ・プログラム（DCIP）
：

プロセスに対する包括的実施手順を示す。この実施手

国防総省ミッションを基礎とし

順が利用するのは、ミッションに焦点を当てたプロセ

た重要資産識別プロセス

スであり、
「DoDD 5100.1：DoD 及び主要構成組織の

（CAIP）
」

機能」に示されている全 DoD 機能が含まれる。
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文 書

名

主 な 内 容

国防総省マニュアル「DoD M

第 2 巻は、リスクアセスメント実施後の DoD リー

3020.45：第 2 巻、防衛重要イ

ダーによる DCI リスク削減のための決定、計画、正当

ンフラ・プログラム（DCIP）
：

化及び実施のプロセスを示している。本巻に詳述され

DCIP 是正プログラム」

ているプロセスは、DCI に対するリスクの運用管理に
あたり、十分な情報に基づいた意思決定を確実にする
ものである。十分な情報に基づくリスクマネジメント
の意思決定は、限られた資源を有効に利用しつつ DCI
の可用性を確実なものとする重要なものである。

2.3.1.2 防衛インフラ・セクター
HSPD-7 や NIPP などの国家計画の下に策定された国防総省の重要インフラに対するポ
リ シ ー と 責 任 事 項 （ DoDD 3020.40 ） は 、 10 の 防 衛 イ ン フ ラ ・ セ ク タ ー （ Defense
Infrastructure Sector: DIS）を明示し、それぞれの DIS を統括する防衛インフラ・セクタ
ー責任者（Defense Infrastructure Lead Agent: DISLA）を割り当てている。下記に示すの
は、これら DIS の担当機関とその主な内容、及び DISLA の活動内容である。
(1)

10 の防衛インフラ・セクター

DCIP 内には 10 の防衛インフラ・セクター（DIS）とそれらを担当する防衛インフラ・
セクター担当機関があり、当該担当機関の長が防衛インフラ・セクター責任者（DISLA）と
なっている。これらの DIS は、DCIP 内において通常の組織境界を横断する実質的な関連
を相互に有するとともに、DoD 内で同様の機能を果たす防衛ネットワーク、資産及び関連
する依存性を包含していることから、国家軍事戦略の履行に不可欠なものとなっている。そ
して、各 DIS は、セクター内の機能、システム、資産及び依存性の特性付けの確立及び維
持の責任を有しているが、それらは DoD の構成組織によって明示された作戦能力及び資産
に関連付けられたものである。表 2.3-2 に 10 の DIS の担当機関及び主な内容を示す。この
うち本調査研究の対象となるのが、防衛企業基盤（DIB）セクターである。
表 2.3-2：防衛インフラ・セクター（DIS）の担当機関と内容
セクター

担当機関

防衛企業基盤

防衛契約監理局

（DIB）

（DCMA）

内

容

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクター企
業の複合体であり、軍事要求を満足する軍事兵器
システム、サブシステム、コンポーネント又はパ
ーツの研究、開発、設計と製造及び維持を行う能
力を有するものをいう。

財務サービス

防衛経理局

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの
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セクター

担当機関
（DFAS）

内

容

ネットワーク及びその支援インフラであり、軍事
作戦全般に及ぶ DoD の財務サービス・ニーズを
満足するものをいう。

グローバル情

防衛情報システム

報グリッド

局（DISA）

（GIG）

世界中に相互接続されたエンド・ツー・エンド
の情報能力、関連プロセス及び要員であり、戦闘
員、政策立案者及び支援要員に対し、情報の収集、
処理、保管、伝達及び管理を行う。GIG には、所
有及び借り上げの通信（商用電気通信インフラ）
及びコンピューティング・システムとサービス、
ソフトウェア（アプリケーションを含む）、
データ、
セキュリティ・サービスやその他の情報優勢達成
に必要な関連サービスが含まれる。また、合衆国
法典タイトル 40 の第 11103 項に定義された国家
安全保障システム（NSS）も含まれる。

健康業務

健康業務担当国防

DoD、合衆国政府及び全世界中の民間セクター

次官補

に及ぶ健康管理のネットワーク及びその支援イン

（ASD(HA)）

フラであり、軍事作戦に及ぶ DoD 要員の健康管
理ニーズを満足するものである。
DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクター又

インテリジェ

防衛インテリジェ

ンス

ンス局

は地球環境外（extra terrestrially）に存在する施

（DIA)

設、ネットワーク及びシステム（資産）であり、
国家軍事戦略の遂行に不可欠なインテリジェン
ス、捜索及び偵察情報の収集、作成及び伝達の実
施及び支援を行う。

兵站

防衛兵站局
（DLS）

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの
施設、ネットワーク及びシステムであり、合衆国
軍に対する補給物品とサービス提供を支援する。

要員

公共事業

国防総省人的資源

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの

活動局

ネットワークであり、DoD の要員及び人的資源の

（DHRA）

調整と支援を行う。

合衆国陸軍工兵隊
（USACE）

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの
ネットワークであり、不動産のインベントリ（環
境、土地、建物、諸設備）を含め、DoD に対する
生活必需品（例：電力、石油と天然ガス、上下水
道、緊急サービス）の支援、生成、作製及び輸送
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セクター

担当機関

内

容

を管理する。
宇宙

合衆国戦略司令部
（USSC）

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの
ネットワークであり、宇宙及び地上のシステム及
び施設を含め、DoD が依存する宇宙資産に対する
打ち上げ、運用、維持、特殊兵站及び制御システ
ムを支援する。

輸送

合衆国輸送司令部
（USTC）

DoD、合衆国政府及び世界中の民間セクターの
ネットワークであり、合衆国軍事作戦に対する軍
事輸送支援（陸上、水上、空中）を行う。

(2)

防衛インフラ・セクター責任者（DISLA）

各 DIS には、防衛インフラ・セクター責任者（DISLA）が割り当てられ、当該防衛セク
ター活動を指揮・監督する。DISLA は、当該セクターの重要資産、並びにそれらが関連す
るミッションへの影響の識別、分析及び評価の責任を有し、当該セクター内におけるインフ
ラ防護活動の計画立案及び調整の中核となる。また、DISLA は、当該防衛セクターのエレ
メントを所有又は運用するすべての DoD 構成組織との計画立案と調整を通じ、セクターを
横断する依存関係を明らかにすることとされている。さらに、DISLA は、ミッションと資
産所有者の分析を支援するため、セクター関連のタスク重要資産、相互依存関係及び内部依
存関係を明らかにする責任を有する。各セクターの DISLA は、表 2.3-2 の担当機関の欄に
示した機関の長が任命され、DIB セクターの DISLA は防衛契約監理局・局長となる。
下記に示すのは、DoDD 3020.40 に示されている DISLA の責任事項を抜粋要約したもの
である。
DoD 構成組織の長、DISLA の長及び国家警備隊の長（NGB）は、それぞれが付与され
た重要インフラ責任事項を果たすため、次を実施するものとする。
a DCIP プログラム要求事項の履行と達成、並びに TOP SECRET センシティブ・コン
パートメンテッド情報を含む DCI 関連データの策定、伝達及び維持の能力を果たすこ
とを主たる責任事項としたオフィスを確立すること。
b 包括的な DCIP 実施計画の策定、出版及び維持を行う。同計画には、DCIP 全体の実
施を支援するプログラム・ビジョンとその達成目標、プログラム目標と目的、主要プ
ログラム・マイルストーン、主要機能責任事項とプログラム能力、プログラム出力の
伝達と共有のいずれか又は両者、及び結果を含めること。
c 他の DoD リスクマネジメント・プログラム及び活動と活動の調整及び統合を行うと
ともに、DCIP ポリシー及び活動を組織のポリシー、ガイダンス、計画及び命令へ統
合すること。
d 必要な通信手段を確立し、お互いの情報共有、並びに連邦政府省庁、州・地方・地域・
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準州・部族組織、民間セクター及びしかるべき方法による外国との情報共有を促進す
ること。
e しかるべき方法で、重要インフラ・リスクマネジメント・データを提供、維持及びレ
ビューすること。
f

しかるべき方法で、所要の DoD 構成組織、DISLA、連邦政府省庁、州・地方・地域・
準州・部族組織、民間セクター及び外国との調整又は相談を行い、付与された DoD ミ
ッションに基づき、DCI 及び内外部との依存性の明確化に対し、標準化されたプロセ
スを実施すること。

g DCI 関連の脅威及び災害のアセスメント及び変更をモニタし報告する。ポリシー担当
国防次官（USD（P）
）に対し毎年、適切な報告系統を通じ、DCIP 責任事項を果たす
ためのインテリジェンス成果物要求事項を提出すること。
h 統合参謀本部議長に対し毎年、DCI 脆弱性評価、リスクアセスメント活動、及び DCI
リストへの追加、変更若しくは削除について推奨するとともに、その結果をモニタす
る。
i

しかるべき当局に対し、整理統合されかつ優先順位づけされた資源要求事項を明らか
にし、かつ、妥当性を検査の上、提出すること。

j

他の関連資源や優先順位づけプロセス（例：財源のない資源要求、統合された優先順
位リスト）は無論のこと、PPBE(Planning, Programming, Budgeting, and Execution)
システムに参加するとともに、
適切な DCIP 資源を彼らのベースライン予算に計上し、
適切な方法でプログラム能力、目的及び優先事項を可能にすること。

k USD(P)に対して、指示に従い、しかるべき報告系統を通じ、各々の DCIP プログラム
の履行状況及び資源手当てデータを提供すること。
l

DCI 関連の緊急事態及び演習に対応するための手順を策定し履行すること。DCI 関連
の情報と推奨事項を収集し、しかるべき意志決定者に提供すること。

m 出版された教育とアウトリーチの目標･目的・標準に従い、DCIP 教育、アウトリーチ
及び訓練活動を実施すること。
DIB の DISLA との係りを持つ DoD 内の責任者には、ポリシー担当国防次官（USD(P)）
、
調達・技術・兵站担当国防次官（USD(AT&L)）
、インテリジェンス担当国防次官（USD(I)）
、
統合参謀本部議長及び国家警備隊長（CHIEF, NGB）があり、それらの DIB セクター関連
の責任事項は次のとおりである。以下の記述内容からは、DoD が DIB セクターの責任事項
を果たす上で一丸となって取り組んでいることを示している。
なお、
「国家の DIB セクター」は、
「国家インフラ防護計画（NIPP）」の下の DIB セクタ
ーを意味するが、NIPP 側から見るか DCIP 側から見るかの違いであり、DIB 自体には何
の変わりもない。また、
「国家の DIB セクターGCC」は、NIPP の下に定められており、各
セクターの政府との交渉窓口である「セクター調整カウンシル（SCC）
」に対する政府側の
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カウンターパートである。GCC は、様々な政府レベル（連邦政府省庁、州・地方・地域・
準州・部族組織など）及ぶ代表者から構成されている。
ポリシー担当国防次官（USD(P)）
a

国防長官の代理として、
任務付与した国家の DIB セクター所管省庁を管理すること。
① DIB に係る事項について USD(AT&L)、USD(I)及び DoD CIO と調整するこ
と。
② しかるべき連邦政府省庁、州・地方・地域・準州・部族組織、民間セクター、
及び外国と、DIB に属する事項について調整すること。

b

DCIP 関連事項の DoD の主代表として、議会、大統領府、他の連邦政府省庁、州・
地方・地域・準州・部族組織、政府間組織（Inter-Governmental Organization: IGO）
と非政府間組織（Non-Governmental Organization: NGO）、民間セクター、外国、
その他の組織と対応すること。これには、国家の DIB セクターGCC、DIB 重要イン
フラ・パートナーシップ諮問カウンシル（Critical Infrastructure Partnership
Advisory Council: CIPAC）などが含まれる。

c

国家の DIB セクターGCC 及び DIB CIPAC の DoD 共同司会者を任命すること。

d

しかるべき DoD 構成組織及び DISLA の支援を得て、DoD の民間セクター、他の連
邦政府省庁、州・地方・地域・準州・部族組織、GCC・IGO・NGO、及び外国との
パートナーと共同し、次の活動を主導すること。
① すべての非 DoD 所有 DCI（すべての DIB 施設を含む）を、確立された基準
に基づき識別の上、優先順位づけを行うこと。
② すべての非 DoD 所有 DCI（すべての DIB 施設を含む）に対する攻撃の影響、
又は破局的な損害の帰結を低減するためのリスクマネジメント戦略を奨励す
ること。

e

DoD CIO と DIB CS/IA 活動について調整し、DIB システム及びネットワーク上を
通過又はネットワーク上に存在する非秘密区分指定の DoD 情報を、DoDI 5200.1、
DoDM 5200.01 の Volume 4 及び DoDD 5230.09 に基づく管理要求事項48に従い保
護すること。

調達・技術・兵站担当国防次官（USD(AT&L)）
a

DCIP ポリシーを取得、調達、軍事建設、及び設置ガイダンスに統合すること。シス
テムの設置若しくは展開に先立ち、識別された脆弱性に対して、民間システム開発者
による是正処置を行うこと、又はしかるべき上級レベルの DoD プログラム・マネー
ジャーによるリスクマネジメント決定の文書化を求める DCIP 関連ガイダンスの策

48

DoDI 5200.1：DoD Information Security Program and Protection of Sensitive Compartmented
Information, October 9, 2008、DoDM 5200.01 の Volume 4：DoD Information Security Program:
Controlled Unclassified Information (CUI), February 24. 2012、及び DoDD 5230.09：Clearance of
DoD Information for Public Release, August 22, 2008
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定及び維持を確実なものとすること。
b

USD（P）と連携の上、DCI 関連のポリシーの策定、勧告の実施、ガイダンスの提
供、及び科学技術活動の承認を行うこと。

c

DCI が依存する DoD によって開発、取得、所有及び運用されている技術の脆弱性を
明らかにするとともに、サイバー脅威を含む新生の脆弱性又は脅威に対するリスク
対応選択肢を策定すること。

d

国家の重要製造工業、エネルギー、政府施設及び運輸の各セクターGCC に対し、DoD
の代表者を割り当てること。

e

国家の DIB セクターGCC に対する代表者を任命すること。

f

DIB セクターDISLA が実施する DoD ミッション遂行に重要な DIB 資産の識別と優
先順位づけ基準に対する年次レビューを監督すること。DISLA による DIB を横断
する資産基準の適用を監督するとともに、結果としての DIB 重要資産リストを USD
（P）に提供すること。

g

DIB CS/IA 活動の一部として、非秘密区分指定 DIB システムと同ネットワーク上
の、関連文書 h～j49に要求される管理に係る非秘密区分指定情報の保護を改善する
ため、DoD 取得契約プロセスに盛り込むべきポリシーとプロセスの明確化、策定、
更新及び実施を行うこと。

インテリジェンス担当国防次官（USD(I)）
a

DCIP に対する主たるインテリジェンス助言者として、インテリジェンス・セクター
に対する「防衛インフラ・セクター重要インフラ保証責任者（Critical Infrastructure
Assurance Officer: CIAO）」を指名すること。このインテリジェンス・セクターCIAO
に対し、DCIP のあらゆるインテリジェンス側面を支援するための計画、統合、調整、
指令、協調及び監理を行わせること。

b

ポリシーを確立し、DCIP、及び適切ならば、DoDI 5220.2250に基づく NISP 下で運
用される DCI を含む国家の DIB セクターGCC に対するインテリジェンス、カウン
ターインテリジェンス及びセキュリティ支援を監督すること。

c

DCIP 及び国家の DIB セクター活動に対するインテリジェンス収集ポリシーを確立
すること。しかるべき手続き上の対話を通じ、DCIP 及び国家 DIB セクターのイン
テリジェンス要求事項が戦闘指揮所、軍事省、DoD 及び国家収集計画に反映される
ことを確実なものとすること。

d

DCIP 及び国家のセクター関連の脅威アセスメントの共有・維持ポリシーを確立する

49

DoDI 5200.1：DoD Information Security Program and Protection of Sensitive Compartmented
Information, October 9, 2008、DoDM 5200.01 の Volume 4：DoD Information Security Program:
Controlled Unclassified Information (CUI), February 24. 2012、及び DoDD 5230.09：Clearance of
DoD Information for Public Release, August 22, 2008
50 DoDI 5220.22, National Infrastructure Security Program (NISP), March 18, 2011
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とともに、USD（P）と統合参謀本部議長と調整の上、DCIP インテリジェンス成果
物優先順位を確立すること。
e

インテリジェンス・セクターDISLA に対し、ガイダンスの提供、活動のモニタ、及
び予算手当てのレビュー・確認・支持を行うこと。当該事項について USD（P）と調
整するとともに、適当ならば統合参謀本部議長と調整すること。

f

国家の DIB セクターGCC に対する代表者を任命すること。

DoD CIO
a

USD(P)と DIB CS/IA 活動を DCIP に統合することについて調整すること。

b

DIB セクターGCC に対する代表者を任命すること。

統合参謀本部議長
a

DoD 構成組織及び DISLA と調整し、しかるべき軍事省、国防総省機関及び合衆国
特殊作戦司令部（U.S. Special Operation Command）に処置を促すべく、DCI 脆弱
性アセスメント、リスクアセスメント及びリスク対応に対する統合化された DCIP
優先事項を示すこと。

国家警備隊長
a

2.3.2

国家の DIB セクターGCC に対する代表者を任命すること。
防衛企業基盤サイバーセキュリティ／情報保証プログラム

ここでは、2012 年 5 月から本格的な運用を開始した国防総省の「防衛企業基盤サイバー
セ キ ュ リ テ ィ ／ 情 報 保 証 （ Defense Industrial Base Cyber Security/Information
Assurance: DIB CS/IA）プログラム」について、その概要、プログラムの運用及び具体的
な取り組み内容を紹介する。この DIB CS/IA プログラムは、2012 年 9 月時点で約 140 社
（主要防衛企業の約 7 割が参加）の DIB 会社が参加しており、DIB 会社の情報システム及
びネットワークに存在又は通過する DoD の非秘密区分指定情報の保護のためのセキュリテ
ィ強化を目的とした情報共有システムである。
2.3.2.1 概要
米国は、DIB のネットワークとシステム上に存在する重要な防衛情報に対する重大なリ
スクに絶えず直面していることを認識している。そして、それらのネットワークやシステム
は、悪意のあるサイバー行為者により危殆化され得るものであり、その結果は合衆国に対す
る重大な経済的損失又は国家安全保障に対する損害となるおそれがある。
防衛企業基盤サイバーセキュリティ／情報保証（DIB CS/IA）プログラムとは、このよう
なリスク環境下における米国にあって、DIB 会社の非秘密区分指定情報システム上に存在
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又は同システムを通過する DoD 情報を保護することを目的として、DIB 参加者の能力を強
化及び補足するものである。その焦点は、秘密保護適格性を有する防衛契約者（Cleared
Defense Contractor: CDC）51としての DIB 会社が実施する非秘密区分指定システム上の
DoD 情報の保護を支援することである。DoD 及び DIB 会社がこれを首尾よく成功させる
ためには、サイバー脅威情報の共有及び DoD と DIB 会社間の共同のための秘密が保たれ
た環境が必要となる。DIB CS/IA プログラムは、日々脅威下にさらされている DIB 会社の
非秘密区分指定システム上の DoD プログラム情報を秘密が保たれた状態にすること、脅威
の発生時には攻撃を低減すること、及び DIB 会社が将来の攻撃から保護されることを可能
とするものである。
なお、この DIB CS/IA プログラムへの防衛企業の参加は自発的なものである。また、こ
の DIB CS/IA プログラムには、国土安全保障省の取り組みで紹介した「2.2.4 強化サイバ
ーセキュリティ・サービス（ECS）
」が含まれている。
2.3.2.2 国防総省達 DIB CS/IA 活動
(1)

目的と位置づけ

2010 年 1 月 29 日付けの国防総省達「DoDI 5205.13 DIB CS/IA 活動」52は、非秘密区分
指定の DIB 情報システム及びネットワークを通過又はそれらに存在する非秘密区分指定の
DoD 情報を保護するため、DIB CS/IA 活動の実施を命ずるものであり、このためのポリシ
ーを確立するとともに、その実施のための責任事項と権限を付与している。
なお、前項の防衛重要インフラ・プログラム（DCIP）
（DoDI 3020.40）は、DIB CS/IA
プログラムを DCIP プログラムに統合することを命じている。したがって、DIB CS/IA プ
ログラムの位置づけは、DCIP プログラムの下位にあって、国防総省の 10 の重要インフラ・
セクターのうちの DIB セクターを対象にした具体的な活動プログラムであるといえる。
(2)

ポリシー

ポリシーでは、次に示すように、先進の執拗なサイバー脅威（APT）を対象としているこ
と、DIB の状況認識を高めること、DoD と DIB 間の効果的パートナーシップを構築するこ
と、及び「国家企業セキュリティ・プログラム運用マニュアル（NISPOM）
」を厳守するこ
とを掲げ、DoD と DIB 間の情報共有による DoD 情報の保護を確実なものとすることをね
らっている。
a

インテリジェンス、運用、ポリシー、標準、情報共有、専門家の助言と支援、インシ
デント対応、報告手順、及び先進の執拗なサイバー脅威（APT）を対象にしたサイバ

51

CDC：我が国の防衛省が実施する「契約業者の適合性審査」をパスした契約会社に相当する。
DoDI 5205.13, DIB CS/IA Activities, January 29, 2010, ASD(NII),
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/520513p.pdf
52
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ー侵入損害アセスメント解決策の利用により、非秘密区分指定の DIB 情報システム
及びネットワークを通過又はそれらに存在する非秘密区分指定の DoD 情報を保護す
るための包括的なアプローチを確立すること。
b

「国家安全保障大統領指令 54/国土安全保障大統領指令 23（NSPD 54/HSPD 23）
」
53
（サイバーセキュリティ・ポリシー）に従い、サイバー脅威の範囲と酷さに係る

DIB

と DoD の状況認識を高めること。
c

次による運用ガイダンスの策定及び活動の着手により、DIB と適時に調整された効
果的な CS/IA パートナーシップを構築すること。
(1) DoD-DIB 共同情報共有環境（DoD-DIB Collaborative Information Sharing
Environment: DCISE）を維持し、DIB 情報システム及びネットワーク上を通
過又はそれらに存在する非秘密区分指定の DoD 情報を保護することを可能とす
るため、脅威情報の共有と対策に係る DoD 調整を促進すること。
(2) DIB とともに、非秘密区分指定及び秘密区分指定の情報を対象に、DoD サイバ
ー脅威情報の共有のための手順を策定すること。
(3) DIB と DoD コンピュータ・ネットワーク防衛及び CS/IA ベストプラクティス
を共有すること。
(4) DIB インシデント報告及び対応のための標準手順を策定すること。
(5) DIB による CS/IA 活動の自己アセスメントの実施を支援するため、そのメカニ
ズムを策定すること。
(6) DIB に対するサイバー侵入損害アセスメント及び対策を支援するため、標準手
順を策定すること。DIB の非秘密区分指定情報システムとネットワーク上の非
秘密区分指定 DoD 情報の保護を改善するため、CS/IA 活動に関連する契約と調
達のポリシーと手順を更新すること。
(7) 国家企業セキュリティ・プログラム（DoD5220.22: National Industrial Security
Program (NISP）)及び NISP 運用マニュアル（NISPOM）に従って DIB の秘
密区分指定情報を保護することにより、NISP を厳守すること。

(3)

責任事項

責任事項においては、国防総省の最高情報責任者（DoD CIO）、インテリジェンス担当国
防次官（USD(I)）
、防衛セキュリティ・サービス（DSS）長官、国家安全保障局局長、防衛
インテリジェンス局局長、調達・技術及び兵站担当国防次官、国防総省監察総監、国防総省
法律顧問、国防総省最高財務責任者（CFO）、国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補、
国防総省構成組織の長、空軍長官、サイバー犯罪センター部長、統合参謀本部議長、合衆国
戦略司令部指揮官及び合衆国統合軍司令部指揮官に対し、DIB CS/IA 活動におけるそれぞ
53

National Security Presidential Directive No. 54/Homeland Security Presidential Directive No. 23,
“Cybersecurity Policy,” January 8, 2008
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れの責任事項を示している。とりわけ DoD CIO は、DIB CS/IA 活動の監督及び DIB CS/IA
活動に係る様々な調整を実施することとされている。以下に、これらの上級管理者の責任事
項を抜粋要約して示すが、DIB CS/IA 活動が DoD の一担当組織だけでなく、DoD 全体が
一丸となって取り組んでいることが理解できると思われる。
1 ASD(NII)DoD CIO（ネットワーク・情報統合担当国防次官補・DoD CIO）


DIB CS/IA 活動の監督



DIB CS/IA 関連の DoD サイバー犯罪センター
（DoD Cyber Crime Center: DC3）
の監督



DIB CS/IA 実行委員会の議長



次に関し、USD(AT&L)（調達、技術及び兵站担当国防次官）との調整
・ 調達プログラム、契約及び規則における DIB CS/IA 要求事項の組み込み
・ DIB に属するサイバー侵入損害アセスメント事項



次に関し、USD(I)（インテリジェンス担当国防次官）との調整
・ インテリジェンス
・ カウンターインテリジェンス
・ セキュリティ支援
・ DIB CS/IA 活動関連及び NISP 厳守関連の情報セキュリティ・ポリシーの
実施



次に関し、USD(P)（政策担当国防次官）との調整
・ DIB CS/IA サイバー脅威情報共有活動の統合
・ DoD と DIB サイバー状況認識の強化（NSPD54/HSPD23、DoDD3020.40
（CI に対する DoD のポリシーと責任事項）関連）



次に関し DoD の監察総監との調整
・ DIB CS/IA 活動に係る監査と犯罪捜査に関連する監査とポリシー・ガイダ
ンス



次に関し、空軍長官との調整
・ DC3 関連の DIB CS/IA 活動

2 USD(I)（インテリジェンス担当国防次官）


DoD の主席インテリジェンス、カウンターインテリジェンス、及びセキュリテ
ィ・ポリシー事項の監督に責任を有するセキュリティ責任者として、その任務を
果たす。これには、DIB CS/IA 関連のソース・インテリジェンス（source
intelligence）及び秘密区分指定の脅威情報の共有は無論のこと、人的、物理的、
企業及び情報セキュリティが含まれる。



NISPOM に準拠した DSS の活動及び秘密区分指定情報に係る DIB CS/IA 活動
の支援を介して、NISP のポリシー及び管理を監督する。



DIB CS/IA 活動関連の情報セキュリティ・ポリシーについて、ASD（NII）/DoD
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CIO と調整する。
3 DSS 長官
DSS の長官は、USD（I）の権限、指示及び統制の下、次を実施する。


DIB CS/IA 活動を介して秘密区分指定情報を受領する秘密保護適格性を有する
防衛契約者（CDC）が、適用すべき NISP 要求事項に従ったセキュリティ・プ
ログラムを有することを確実なものとする。



DIB CS/IA 活動を介して秘密区分指定情報を受領する CDC から受け取ったサ
イバー脅威情報及び同 CDC に提供したサイバー脅威情報の評価と分析に関し、
DC3 と調整する。

4 NSA 局長（国家安全保障局局長）
NSA 局長は、
「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、NSPD54/HSPD23 と
DoDD5100.20（NSA/CSS（中央セキュリティ・サービス））に従い、USD（I）の権限、
指示及び統制の下に、DIB CS/IA 活動の一部としての DCISE とサイバー侵入損害アセ
スメントを支援するものとする。
5 DIA 局長（防衛インテリジェンス局局長）
DIA 局長は、
「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、USD（I）の権限、指
示及び統制の下に、DIB CS/IA 活動の一部としての DCISE とサイバー侵入損害アセス
メントを支援するものとする。
6 USD（AT&L）
（調達、技術及び兵站担当国防次官）


DIB CS/IA 活動の一部として、非秘密区分指定 DIB 情報システム及びネットワ
ーク上を通過又はそれらに存在する非秘密区分指定の DoD 情報の保護を改善す
るため、DoD 取得契約プロセスに盛り込むべきポリシーとプロセスの明確化、
策定、更新及び実施を行う。



非秘密区分指定の DoD 情報を含む非秘密区分指定の DIB 情報システムとネッ
トワークに対する不正なアクセスと潜在的可能性のある危殆化について、サイ
バー侵入損害アセスメント・ポリシーを策定するとともに、DoD プログラムに
対するアセスメントの実施プロセスを監督する。

7 IG DoD（DoD 監察総監）
DIB CS/IA 活動を支持するため、犯罪捜査に関する監督とポリシー・ガイダンスを提
供するものとする。
8 GC DoD（DoD 法律顧問）
GC DoD は、DIB CS/IA 活動に係る全ての法的事項及びサービスに関し助言するとと
もに、必要に応じ、DIB CS/IA 委員会と作業グループに代表者を出席させるものとする。
9 USD(C)/CFO（監理担当国防次官/最高財務責任者）
USD(C)/CFO は、DoD 構成組織における DIB CS/IA 活動関連の予算執行計画をモニ
タし、資金が与えられことを確実なものとする。
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10 ASD(HD&ASA)（国土防衛・米安全保障業務担当国防次官補）
ASD(HD&ASA)は、USD(P)の権限、指示及び統制の下、次を実施するものとする。


NSPD54/HSPD23 を支持する DIB CS/IA 活動を DCIP に統合する。



DIB CS/IA 活動に関連して付与されたセクター所管省庁の責任事項について、
DHS の NISP 計画及び DoD と DHS の DIB CIKR セクター計画に従い、
USD(AT&L)及び DoD CIO と調整する。

11 DoD 構成組織の長
DoD 構成組織の長は、次を実施するものとする。


公法及び DoD ポリシーに従い、かつ、それぞれが付与されたミッションに矛盾す
ることなく DIB CS/IA 活動を支援するとともに、本ポリシーの実施に関連する計
画立案、プログラムの作成、資源提供及び予算執行を行う。



公法及び調達規則に従い、調達プログラムが DIB CS/IA 活動を支援することを確
実なものとする。



USD(AT&L)のポリシー・ガイダンスに基づき、DIB CS/IA 活動を支援するサイバ
ー侵入損害アセスメントのための手順を策定の上実施し、DIB の非秘密区分指定
情報システムに対する不正な侵入に起因する現在及び将来の兵器プログラム、科
学と研究プロジェクト並びに戦闘能力に係るデータの漏えい又は改ざんに対する
全体的な影響を決定する。

12 空軍長官
空軍長官は、前「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、国防総省副長官メ
モランダムに従った DC3 デジタル・フォレンジック訓練及び研究サービスの DoD 執行
機関として、DIB CS/IA 活動を支援するものとする。
13 サイバー犯罪センター（DC3）部長
DC3 部長は、空軍長官の権限、指示及び統制の下、DoD の執行機関として次を実施す
るものとする。


DCISE に対するホスティング・サービスを提供し、DIB システム及びネットワー
ク上を通過又はそれらに存在する非秘密区分指定の DoD 情報の保護を可能とする
脅威情報及び対策に係る DoD 調整を促進する。



DCISE による DIB CS/IA 脅威情報の共有のため、DoD における運用の中核とな
る。



DIB サイバーセキュリティ活動、フォレンジック分析及び訓練に係る DoD のポリ
シー、プロセス及び標準を履行する。インテリジェンス・コミュニティ、その他の
DoD 構成組織、及び DCISE の運用に係る DoD の法の執行機関に対する支援を行
う。



DIB インシデント報告及び対応に対する標準運用手順（SOP）の履行と監督を行
う。
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次のてこ入れにより DIB CS/IA 活動を支援する：防衛コンピュータ・フォレンジ
ック研究所、防衛サイバー犯罪研究所、防衛サイバー捜査訓練アカデミー、及びメ
モランダムに従った DC3 が開催する国家サイバー捜査統合タスクフォース/分析
グループへの出席。

14 統合参謀本部議長
統合参謀本部議長は、前「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、次を実施
するものとする。


統合訓練、計画及び作戦が、DIB CS/IA 活動に従っていることを確実なものとす
る。



戦闘指揮 DIB サイバーセキュリティ要求事項が、DIB CS/IA 活動に統合されてい
ることを確実なものとする。



DIB CS/IA サイバー侵入損害アセスメント活動の一部として、DIB の非秘密区分
指定情報システムとネットワークへの侵入に起因する DoD 情報の損失結果に基づ
き、戦闘能力への影響を評価する。



サイバースペース作戦国家軍事戦略における DIB CS/IA 活動実施関連のタスクを
監督する。

15 合衆国戦略司令部指揮官（CDRUSSTRATCOM）
CDRUSSTRATCOM は、前「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、統合
参謀本部議長を介して DIB CS/IA 活動を支援するものとする。これには、分析と報告及
びサイバー侵入損害アセスメントが含まれる。
16 合衆国統合軍司令部指揮官（CDRUSJFCOM）
CDRUSJFCOM は、前「11 DoD 構成組織の長」に要約した責任事項の他、統合参謀
本部議長を介して、DIB CS/IA 活動を統合演習と訓練に統合するものとする。
2.3.2.3 DIB CS/IA プログラムの運用
ここでは、DIB CS/IA プログラムの運用について、そのパイロット・プログラムを出発
点とする経過状況、運用規則、運用要領、及び共有情報に対する秘密区分指定マニュアルを
紹介する。

(1)

運用の経過状況

DIB CS/IA プログラムは、下記に示すとおり４年間のパイロット・フェーズを経て、関
連達や規則の整備を実施し今日に至っている。


報道によれば、
「2009 年～2012 年の 4 年間に DIB CS/IA プログラムのパイロット・
フェーズを実施し、この間、37 の防衛企業契約者が参加した」54とされている。

54

Will voluntary cyber threat sharing plan cast doubt over CISPA?, May 17, 2012, CIO,
http://www.cio.com/article/706630/Will_voluntary_cyber_threat_sharing_plan_cast_doubt_over_CISPA
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ただし、2010 年に出版された DoD の「防衛企業基盤セクター計画」55において、
このパイロット・プログラムの開始は 2007 年とされている。DIB CS/IA に係る国防
総省達の発布時期（2010 年 1 月）に照らし合わせると、パイロット・プログラムの
開始時期は、2009 年ではなく 2007 年が正しいと思われる。


2010 年 1 月 9 日、前項で紹介した国防総省達「DoDI 5205.13 DIB CS/IA 活動」が
発布された。



2012 年 5 月 11 日、連邦規則「32 CFR Part 236：国防総省防衛企業基盤自発的サ
イバーセキュリティ及び情報保証活動」56が暫定最終ルールとして出版された。同
暫定最終ルールは、同年 7 月 10 日締め切りのパブリック・コメントを経て 2013 年
10 月 22 日、最終決定された57。
以下の「(2) 運用規則」及び「(3) 運用要領」では、この連邦規則を抜粋要約した
ものを紹介するが、詳しくは「付録 1：連邦規則 32CFR236」を参照されたい。



2012 年 5 月から本格的な運用を開始し、2012 年 9 月現在で 140 社が DIB CS/IA
プログラムに参加している。



オバマ政権が承認した最近（2012 年 5 月）の拡大計画によれば、8,000 社に及ぶ
DIB CS/IA プログラムへの参加を予定しているとされている。とはいえ、これは極
めて楽観的な数字であるとして、せいぜい 500 社が限度であろうとした専門家のコ
メントもある58。その理由は、自発的な参加の限界であるとしている。このことは
米国で現在、サイバーインテリジェンス共有及び保護法（Cyber Intelligence
Sharing and Protection Act: CISPA）の制定が検討されていることにも関係してい
る。一方で、この DIB CS/IA プログラムが DoD の思惑通り活発化されるなら、
DHS が主体となっている米国の国家インフラ防護計画（NIPP）において、DIB セ
クター以外の他の 15 セクターにも DIB CS/IA プログラムと同様のプログラムを導
入することも検討されている。つまり、DIB CS/IA プログラム活動が成功すれば、
何らかの義務や責任を課す CISPA は不要であるが、DIB CS/IA プログラムがうま

_
55

Defense Industrial Base Sector-Specific Plan, An Annex to the National Infrastructure Protection
Plan, 2010, DHS and DoD, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defense-industrial-base2010.pdf
56 Part 236-Department of Defense (DOD)-Defense Industrial Base (DIB) Voluntary Cyber Security
and Information Assurance (CS/IA) Activities, U.S. Government Printing Office,
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title32-vol2/pdf/CFR-2012-title32-vol2-part236.pdf
57 Federal Register, The Daily journal of the United States Government, Department of Defense
(DoD)-Defense Industrial Base (DIB) Voluntary Cyber Security and Information Assurance (CS/IA)
Activities, A Rule by the Department of Defense on 10/22/2013,
https://www.federalregister.gov/articles/2013/10/22/2013-24256/department-of-defense-dod-defenseindustrial-base-dib-voluntary-cyber-security-and-information
58 Will voluntary cyber threat sharing plan cast doubt over CIAP?, Administration may expand DIB
CS/IA program to companies, but experts say some legislation is still necessary, NETWORKWORLD,
May 18, 2012,
http://www.networkworld.com/news/2012/051812-will-voluntary-cyber-threat-sharing259423.html?page=1
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く活動しなければ、何らかの法的拘束力による情報共有の促進が必要となる、とい
うことであろう。


DIB CS/IA プログラム実施のためのツールとしての DIBNet は 2012 年 8 月までの
間、プログラムの管理から要員の訓練に至るまで、Booz Allen Hamilton 社によっ
て支援されてきた。



DoD は、過去の実績を考慮の上、Booz Allen Hamilton 社だけが DIB CS/IA プロ
グラムに対する効果的な支援の実施が可能であるとして、2012 年 9 月～2013 年 9
月までの間、Booz Allen Hamilton 社による支援の再契約を実施した。ちなみに契
約額は、＄9,883,915.15（約 10 億円）とされている59。

(2)

運用規則

DIB CS/IA プログラムの運用規則となるのは、前項（1）で述べた連邦規則「32 CFR Part
236：国防総省防衛企業基盤自発的サイバーセキュリティ及び情報保証活動」である（この
規則の全文を翻訳したものが「付録 1 連邦規則 32CFR236」である）
。
この運用規則の目次構成は次の通りであるが、第 4 条〜第 6 条のまでが国防総省と DIB
が情報共有するにあたっての枠組み合意の対象となる。
32 CFR Part 236：国防総省防衛企業基盤自発的サイバーセキュリティ及び情報保証活動

第 1 条：目的
第 2 条：定義
第 3 条：ポリシー
第 4 条：手続き
第 5 条：サイバーセキュリティ情報共有
第 6 条：一般規定
第 7 条：DIB 参加者資格要求事項
この連邦規則 32 CFR Part 236 の制定に先立って行われたパブリック・コメントでは、
多くの DIB 会社からの指摘や質問事項があり、それらのコメントを見ることができた。主
なパブリック・コメントを簡単に紹介する60。細部は省略するが、概ね次のようなコメント
59

Defense Industrial Base Network (DIBNet) Development and Sustainment, Sep 24, 2012, General
Service Administration,
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=ecf1395f3ac8c91faedc6a1f8732c9
34
60 DoD voluntary cyber security program requirements may limit participation opportunities for
some government contractors, June 13, 2012, Association of Corporate Council,
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d3499d50-504e-448c-867f-9d0d6454141f
Re: Defense Industrial Base (DIB) Voluntary Cybersecurity and Information Assurance (CS/IA)
Activities, DOD-2009-OS-08113/RIN 0790-A160, 77FR27615, May 11, 2012, July 12, 2012,
TechAmerica,
http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/Cyber/Documents/TechAmerica%20Comments%20on%20DIB
%20Activities%20-%20RIN%200790-AI60.pdf
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が寄せられた。このようなパブリック・コメントは、我が国おける情報共有プログラムを考
える際の参考となると思われる。


用語の定義：
「危殆化」、
「サイバー・インシデント」
、「脅威」などの用語の明確化を
求めている。
これらの定義については、DoD 内での定義が既に示されおり、採用されなかった。



参加費用：参加費用がネックとなり、費用対効果の観点から参加に消極的となるので
はないか。
これは、DIBNet 端末の設置・運用費用、及び情報共有に係る要員の費用を懸念し
たものと思われる。



参加資格：厳しい条件が課せられている。
これは、次項「(3) 運用要領－(3-2) DIB CS/IA プログラム参加のための最小要求
事項」に対するコメントであり、秘密保全施設を有すること、及び COMSEC 要求事
項を満足することに対するものである。とはいえ、DoD からの切迫した脅威情報な
どの秘密区分指定情報を受領するための必要最小限の条件であり、これこそが DIB
CS/IA 活動の特徴である。このような情報がなければ一般の情報共有と何ら変わら
ず、US-CERT や ISAC（重要インフラの情報共有・分析センター）への参加で済む
こととなる。



法律：ライバシー法及び情報の自由法を完全に固守すること。
DIB CS/IA プログラムへの参加の際の最大の懸念事項である。このことは、DoD
自体が、このプログラムの運用において最も重要視した事項である。実際、DIB 会社
から提供された情報の取扱いは、前「2.2.2 重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）
及びマニュアル」で述べた「PCII 訓練」を受けた DoD の要員だけに限定されてい
る。

(3)

運用要領

国防総省は、DIB CS/IA プログラムに関するウェブサイト61を公開している。同ウェブサ
イトは、同プログラムへの参加などに係る情報を公開しているが、それらの情報源は前項で
紹介した連邦規則「32 CFR Part 236」を抜粋要約したものとなっている。
(3-1) DIB CS/IA プログラムへの参加
DIB CS/IA プログラムは、資格を有するすべての DIB 会社に開かれている。DIB 会社が
参加するための内容、様式及び方法は、DoD と DIB 会社間の枠組み合意（Framework
Agreement: FA）に盛り込まれる。

61

Defense Industrial Base (DIB) Cyber Security/Information Assurance (CS/IA) Program,
http://dibnet.dod.mil/
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(3-2) DIB CS/IA プログラム参加のための最小要求事項

DIB 会社に対する DIB CS/IA プログラム参加のための最小要求事項は、次のとおり
である。


DoD が認定した外部認証機関（External Certificate Authority : ECA）62による
認証を取得していること。



国家企業セキュリティ・プログラム運用マニュアル（NISPOM（DoD5220.22-M））
63に基づき、少なくとも秘密区分指定が

SECRET レベル情報の保護の承認を得ると

ともに、現在有効な秘密保全施設（Facility Security Clearance: FCL）を維持し
ていること64。



NISPOM 第 9 章の第 4 節に従った通信セキュリティ（COMSEC）アカウントを取
得していること。NISPOM の第 4 節は、COMSEC 活動に係る手続きと要求事項を
示している。



DIB CS/IA プログラムを支援する DoD のセキュア・ボイス及びデータ伝送シス
テムに対するアクセス権を取得していること。



DoD の情報を処理、保管又は伝送する非秘密区分指定の情報システムを所有又
は運用していること。



連邦規則「32 CFR Part 236」の「第 4 条項 手続き」
、「第 5 条項 サイバーセキ

ュリティ情報共有」及び「第 6 条項 一般規定」に規定されている要求事項を実
施する標準枠組み合意（FA）を政府との間に締結すること65。
(3-3) DIB CS/IA プログラム加入及び DIBNet アカウントの申し込み方法
DIB CS/IA プログラムへの参加申し込み方法（会社の申し込みプロセス）は、ウェブサ
イト（http://dibnet.dod.mil/staticweb/Register.html）を介して実施することができる。
DIB 会社は申し込みに際して、前項で述べた DoD 承認の外部認証機関（ECA）による認
証を取得していなければならない。DIB 会社はこの ECA 認証を取得した後、次に示す会
社登録プロセスを開始することができる。


DoD の DIB CS／IA プログラム・ウェブサイトをアクセスし、
「DIB CS/IA プログ
ラム申し込み」をクリックする。



会社の代理としての申込者は、申し込みプロセスの間、会社及び主要連絡先（POC）

62

ECA:外部認証機関：DoD が設立した外部認証機関プログラムであり DoD の企業パートナーやその他
の外部組織などを対象に、DoD の認証付与を支援するものである。ECA プログラムは、これらの組織に
対し、DoD との保全が保たれたコミュニケーション・メカニズムの提供及び DoD 情報システムへの認証
を行う。DoD が認定した外部認証機関は 3 社あり、それらは Operational Research Consultants, Inc.
(ORC)、VeriSign, Inc.及び IdenTrust, Inc.である。
細部の情報については、次の URL を参照すること：http://iase.disa.mil/pki/eca/index.html
63 DoD 5220.22-M, National Industrial Security Program Operating Manual, Incorporating Change
1, March 28, 2013, http://www.fas.org/sgp/library/nispom/nispom2006.pdf
64 細部は、http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/522022m.pdf を参照。
65 細部は、http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-11/pdf/2012-10651.pdf を参照。
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についての情報提供が求められる。


DoD による DIB 会社から提供された情報の確認後、より詳細な DIB CS/IA プログ
ラム情報をアクセスすることができる。

個々の DIBNet アカウント申し込み方法は、申し込み会社に署名付きの枠組み合意（FA）
の存在が条件となる。会社が DIB CS/IA プログラム参加者の場合、会社の CIO/CISO
又は指定された会社の代表者に対して、DIBNet アカウントを要求することができる。
(3-4) DIB CS/IA プログラム参加費用
大統領府の「Office of Information and Regulatory Affairs」のウェブに掲載されている
情報によれば、DIB CS/IA プログラムへの参加費用は次のように見積もられている66。
なお、この情報は、DoD が DIB CS/IA プログラムの本格的運用に先立ち、新たなルール
のパブリック・コメントを求めるための資料の中に含まれていたものである。


個人認証取得費用：175 ドル（会社内の参加個人に対する一人当たりに認証費用。
DoD が認定した外部認証機関による認証）



秘密保全施設内に設置する秘密区分指定の DIBNet-Secret 端末の立ち上げ費用：約
3,000 ドル



各秘密区分指定 DIBNet-Secret 端末の年間維持費：1,000 ドル



インシデント報告年間コスト：1,367 ドル（1 年間あたり 5 件の報告。1 件あたり 7
時間の作業で 39.06 ドル／時間）

(4)

共有情報の秘密区分レベル

DoD は 2012 年 4 月、
「DoDM O-5205.13、防衛企業基盤（DIB）サイバーセキュリティ
及び情報保証（CS/IA）プログラム・セキュリティ秘密区分マニュアル（SCM）
」67を公表し
た。このマニュアルの目的は、DIB CS/IA プログラムにおける個々の共有情報の秘密区分
を明らかにすることである。同マニュアルの付録 3 は、ガイダンスとして様々な共有情報
に対する秘密区分レベルを、その理由とともに表形式で示している。同秘密区分表は、用語、
一般情報、関連付け、脅威、インシデント報告とサイバー侵入損害アセスメント及び脆弱性
の計 6 つに共有情報を分類し、総計で 51 項目に対する情報の秘密区分を示している。
表 2.3-3 は、付録 3 の中から主な情報に対する秘密区分を抜粋して示したものである。

66

View Rule, DOD/OS, RIN:0790-A160, Publication ID: 2012, Title: Defense Industrial Base (DIB)
Cyber Security/Information Assurance (CS/IA) Activities,
http://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201210&RIN=0790-AI60
67 DoDM O-5205.13, Defense Industrial Base (DIB) Cyber Security and Information Assurance
(CS/IA) Program Security Classification Manual (SCM), April 26, 2012,
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表 2.3-3：主な共有情報の秘密区分
共有情報

秘密区分

DIB 侵入に係る DoD のカウ
ンターインテリジェンス捜査

執行機関捜査情報
DIB 参加者からの攻撃情報
不特定の DIB 参加者がエク
スプロイトされたという事実

CONFIDENTIAL

非秘密区分指定
非秘密区分指定
非秘密区分指定

SECRET

告）
外国のインテリジェンス機
関の属性又は戦術・技法・手順

るインテリジェンス秘密区分指定ガ
イダンスに基づき秘密区分される。

サイバー侵入損害アセスメ
ント報告（予備報告。最終報

考

インテリジェンス情報は、関連す

情報
DIB 侵入に係る DoD の法の

備

「FOUO」68と標記する。
情報の自由法の免責対象とする。
「FOUO」と標記する。
情報の自由法の免責対象とする。
開示される。
秘密区分指定と特別な取扱いが求
められる。
インテリジェンス情報は、関連す

SECRET

が明示された情報

るインテリジェンス秘密区分指定ガ
イダンスに基づき秘密区分される。

COTS システム又はコンポ
ーネント（ハードウェア、ソフ
トウェア又はファームウェ
ア）に係る脆弱性情報である

SECRET

が、公開上の入手は不可であ

秘密区分の指定と特別の取扱い制
限が必要である。

り、かつ、DoD による付加価
値分析がされている。
2.3.2.4 DIB CS/IA に係る具体的な取り組みの概要
ここでは、DIB CS/IA プログラムの情報共有に係る具体的取り組みとして、DIB の共同
情報共有環境（DoD-DIB Corporate Information Sharing Environment: DCISE）及び DIB
強化サイバーセキュリティ・サービス（DIB Enhanced Cybersecurity Service: DECS）を
紹介する。
DCISE は、DIB CS/IA におけるハブセンターの役割を果たすものである。また、DECS
は、国土安全保障省（DHS）と DoD 間の共同によるものであり、前節の「2.2.4 強化サイ
バーセキュリティ・サービス（ECS）‐（2）国防総省とのパイロット・プログラム」で述
べたように、政府が秘密区分指定の脅威及び技術情報を自発的な DECS 参加の DIB 会社又
68

FOUO: For Official Use Only の略号。非秘密区分指定情報に適用される標記であり、情報の自由法
（Freedom of Information Act: FOIA）による情報開示からの免責対象とすることができる。
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はそれらの商用サービス・プロバイダー（Commercial Service Provider: CSP）に提供する
ものである。

(1)

DCISE

DCISE とは、DoD と DIB の共同情報共有環境（DoD-DIB Corporate Information
Sharing Environment）であり、その目的は「DIB の情報システム及びネットワーク上に
存在又はそれらを通過する非秘密区分指定の DoD 情報を保護すること」である。
以下に、DCISE の概要、DIB CS/IA における DCISE の位置づけ、DCISE の主管組織、
DCISE 支援組織及び DIB 会社からの DCISE への報告について述べる。


概要：DoD は前述のとおり、自発的な DIB CS/IA プログラムを確立した。このプログ
ラムは、DIB の非秘密区分指定情報システム上に保存又はシステム上を通過する DoD
の非秘密区分指定情報を保護する DIB 参加者のサイバーセキュリティ能力を補強する
ものである。このプログラムの中核となるのは、双務的なサイバーセキュリティ情報共
有活動である。この活動の中で、DoD はサイバー脅威情報と情報保証ベストプラクテ
ィスを DIB 会社に提供し、これにより DIB 会社の DoD の非秘密区分指定情報の保護
能力を補強する。そして DIB 会社はその引き換えに、ある種のサイバー侵入インシデ
ント情報を DoD のサイバー犯罪センター（DoD Cyber Crime Center: DC3）にある
DoD-DIB 共同情報共有環境（DCISE）に報告する。この DCISE は、DIB CS／IA プ
ログラムにおけるサイバー脅威情報共有とインシデント対応に係る DoD のハブセンタ
ーとなっている。DoD は、このようなサイバー・インシデントに係る DIB 会社からの
報告情報の全てを分析し、サイバー脅威、脆弱性及び効果的な対応策の開発に係る情報
を収集する。DoD と DIB 会社は、この初期の報告と分析に加え、自発的なベースでよ
り詳細なデジタル・フォレンジックス分析又は個々のインシデントの損害アセスメン
トを継続することができる。これには、当該インシデント又は影響を被ったシステム、
ネットワーク若しくは情報に係るさらなる電子媒体／ファイル又は情報の共有が含ま
れることになる。



DCISE の位置づけ：DoD の DIB CS/IA プログラム・オフィスは、同プログラム全体
の POC（主担当）となっている。DoD サイバー犯罪センター（DC3）の DoD-DIB 共
同情報共有環境（DC3/DCISE）は、この DIB CS/IA プログラムの下にあるサイバー脅
威情報共有とインシデント報告の運用上の中心的役割を果たす。



主管：DCISE の主管は、国防総省のサイバー犯罪センター（DC3）であり、次を実施
する。


DCISE に対するホスティング・サービスを提供し、DIB システム及びネット
ワーク上を通過又はそれらに存在する非秘密区分指定 DoD 情報の保護を強化
するため、DIB 会社からの報告の受領、DIB 会社への脅威情報の提供や警報
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を行う。


DCISE を介し、DIB CS/IA 脅威情報共有のための DoD の運用の中核として
活動する。



DIB サイバーセキュリティ活動、フォレンジック分析及び訓練に係る DoD の
ポリシー、プロセス及び標準を履行する。インテリジェンス・コミュニティ、
その他の DoD 構成組織、及び DCISE の運用に係る DoD の法の執行機関構成
員に対する支援を行う。



関連部署の支援：DC3 は、DIB 会社のサイバー侵入損害アセスメントを実施する際、
次の 2 組織からの支援を受ける。


国家安全保障局（NSA）局長



国防インテリジェンス局（DIA）局長

DIB 会社からの報告：DIB 参加者は、DIB システム上の DoD 情報に関連するサイバ



ー・インシデントを、DC3/DCISE に報告する。初回報告は、発見後 72 時間以内に報
告される。また、DIB 参加者は、当該インシデントが DoD 情報若しくは DIB システ
ムに関連するか、又は政府のその他の情報保証活動に関連すると決定した場合、そのよ
うなサイバー・インシデントを政府に報告することができる。

(2)

DIBNet

前項に述べたように、DIB CS/IA プログラムは、国防総省と防衛企業との間に機微な情
報は無論のこと、秘密区分指定サイバー脅威情報について DCISE を介して共有するもので
あるが、この DCISE のネットワークとなるのが DIBNet である。このような政府機関と民
間企業との間の秘密区分指定情報を含む情報共有の仕組みは、他の重要インフラ・セクター
の情報共有におけるモデルになるとして、国土安全保障省やセキュリティ専門家が推奨し
ている。
この DIBNet の概要については、DoD と Booz Allen Hamilton との DIBNet に係る契約
内容に見ることができる69。DoD が Booz Allen Hamilton を選定した根拠は、契約前にお
ける同社の実績によるものであり、次のように述べている。
Booz Allen Hamilton は、民間の DIB パートナーが非 DoD アクセス認証を利用するこ
とにより、インターネット・リンク上の秘密区分指定 DIBNet（DIBNet‐S）をセキュリ
ティが保たれた状態でアクセスすることができる独特の認証スキームの実施承認を得て
いる。Booz Allen Hamilton は、共有されたプラットフォーム・コンポーネント、非秘密
区分指定 DIBNet（DIBNet-U）と DIBNet-S に対する別個のセキュリティと認証スキー
69 Exception to Fair Opportunity Justification & Approval Template for FAR/DFARS/PGI Part 16
Acquisitions, Sep 24, 2012, FedBizOpps.GOV,
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=ecf1395f3ac8c91faedc6a1f8732c9
34

2-81

ム、DoD 承認の外部 PKI が提供する中間保証ハードウェア・トークンの完全な統合、特
別に設定された高保証インターネット・プロトコル・エンクリプター(HAIPE)装置を求め
る独特の評価・承認要求事項（例：SECRET-but-not-SIPRNET）
、及び UNCLASSIFIED
と SECRET の同期化活動に必要な境界横断の要求事項を理解している。
DoD は、このような実績を条件に、Booz Allen Hamilton と DIBNet に係る契約を締結
した。以下は、同契約内容に見る DIBNet の概要である。


ウェブ・ベースのツールである。



2,650 以上の秘密保護適格性を有する防衛契約者（Cleared Defense Contractor:
CDC）の参加が可能である。各 CDC に対し 5～10 のアカウントを提供するので、
ユーザー数は 15,000 以上となる。これは今後 5 年間の見積であるとされている。



秘密区分指定及び非秘密区分指定のサイバー脅威情報を交換する。



DoD のサイバー犯罪センター（DC3）と共同する。



現契約は 2013 年 4 月で終了する。したがって、強固な DIBNet-U 及び DIBNet-S
の開発と展開を継続するため、新たな契約を締結する。



この強化に含まれるものは、DIBNet-U から DIBNet-S、及び SIPRNet から DIBNetS へのコミュニケーションに対する 2 つの境界横断解決策である。



複数の DIB パートナーを攻撃する同様のサイバー脅威に係る状況認識を提供するこ
とにより、合衆国政府のリスク低減役割を果たす上で必須のものである。



DIBNet は、DIB パートナーに存在する DoD 情報に対する脅威低減のためのツール
と技術を提供する。



DIBNet は、DoD 重要インフラを横断するサイバー脅威の削減に対し、ミッション・
クリティカルな役割を果たす。



DIBNet ユーザーは、インターネット・リンクを介してセキュリティが保たれた状態
で秘密区分指定 DIBNet システムにアクセスするため、非 DoD アクセス証明書を利
用する。この証明書は、ユニークな認証スキームであり、Booz Allen Hamilton など
が認証機関となって証明書を発行している。


(3)

DoD が認定した外部の PKI が提供する中保証のハードウェア・トークンを利用する。
DIB 強化サイバーセキュリティ・サービス（DECS）

(3-1) 概要
前項「2.3.2.3 DIB CS/IA プログラムの運用」で述べた 2007 年から 2011 年の 4 年間に
及ぶパイロット・プログラムの成果を経て運用開始となった DIB CS／IA プログラムに、
さらに機能強化として打ち上げられたのが DIB 強化サイバーセキュリティ・サービス（DIB
Enhanced Cybersecurity Service: DECS）である。
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DECS は、DIB CS/IA プログラムに対する追加的かつ選択的なものとして、政府が秘密
区分指定の脅威及び技術情報を、自発的な DECS 参加 DIB 会社又はそれらの商用サービ
ス・プロバイダー（CSP）に提供するものである。この政府提供の機微情報は、DIB 会社又
はそれら DIB 顧客の代理としての CSP が既知マリシャス活動に対する付加的タイプ
（additional types of known malicious activity）に対抗すること、及び DoD プログラム情
報をより防護することを可能とするものである。
なお、DECS は、国土安全保障省（DHS）との共同活動であり、合衆国の重要インフラ
を防護する DHS 主導の活動の一部として、DHS 共同サイバーセキュリティ・サービス・
プログラム（Joint Cybersecurity Service Program: JCPS）の傘下にある。DHS は、JCPS
及び DECS の下にある CSP に対する政府の POC となっている。
(3-2) DECS への参加要領
DIB 会社は、DIB CS/IA プログラム登録後のオプションとして、以下に述べる 3 つの異
なる方法のいずれかにより、DECS への参加を選択することができる。
① 参加商用サービス・プロバイダー（CSP）からのサービスを調達する。
DECS の CSP として登録されているのは現在、AT&T Corp 及び CenturyLink の
2 社である。
② CSP を介することなく自身のネットワークに対してサービスを導入するため、所定
のセキュリティ要求事項を満足する。
DIB 会社は、政府提供の情報を自身のネットワークに直接導入する場合、定められ
たセキュリティ要求事項を順守することにより、運用導入者となる資格を有する。同
会社には、然るべき秘密保全適格証を取得した従業員が在籍することが条件となる。
③ 他の DIB 会社にサービスを提供するためのセキュリティ要求事項を満足する（すな
わち、CSP になる）
。
政府提供の情報を導入する能力のある CSP のすべては、セキュリティ要求事項を
順守することにより、DECS への参加資格を有し、参加 DIB 会社に対しサイバーセ
キュリティ・サービスを提供することができる。CSP にはしかるべき秘密保護適格
証を有する要員が在籍しなければならない。
CSP は、このサービスを DECS 参加 DIB
会社に提供するにあたって、料金を取ることができる
(3-3) DECS の実態
DECS は 2012 年 10 月現在で、約 2 年間のパイロット・モードを経過したが、様々な問
題点を提供しており、後退したとする次のようなコメントもある70ので紹介する。
70

Rogers was right, DoD-DHS cyber info sharing program has shrunk, Posted By John Reed
Wednesday, October 24, 2012 ,
http://killerapps.foreignpolicy.com/posts/2012/10/24/rogers_was_right_dod_dhs_cyber_info_sharing_pr
ogram_has_shrunk
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DoD と DHS の共同プログラムである DECS は、防衛契約者に対して合衆国インテリ
ジェンス機関が明らかにした悪意のあるサイバー行為者からの防護を提供するものであ
る。しかしながら、DoD の当初の思惑とは裏腹に、この共同プログラムが縮退傾向にあ
る。
この DECS は、合衆国政府が民間の重要インフラ・プロバイダーとパートナーとなり、
オンライン防衛を後押しするものとして推奨されている。事業者はこの DECS の下で、
関連するインターネット・サービス・プロバイダー（IPS）に料金を支払って、インテリ
ジェンス機関が明らかにした具体的な悪意のある脅威シグネチャを受け取る（これらの
シグネチャは、秘密裏にインテリジェンス機関が収集したものであり、合衆国政府が ISP
に与えたものである）
。
この DECS プログラムは、17 の参加会社の協力を得、約 2 年間のパイロット・モード
を経て今日に至っているが、パイロットの終了時点で参加会社のうち 5 社が撤退し、資
源を社内の他の優先事業に再割り当てした。したがって現在、12 社が DECS プログラム
に参加していることとなる。パイロットを撤退した 5 社のうちの 4 社は、ISP からの間
接的なシグネチャの受け取りに替え、DECS の運用導入者となって政府から直接受け取
ることを検討している。
くしくも国防副長官は 2012 年 10 月 31 日、
「DIB サイバーセキュリティ」71と題する
覚え書きを関連部署に伝達し、DIB 参加者の DIB CS/IA プログラムへの参加を促したが、
その中でこの DECS をオプションとして推奨している。

71

Memorandum, Defense Industrial Base Cyber Security, Oct 1, 2012,
http://www.acq.osd.mil/dpap/policy/policyvault/OSD012537-12-RES.pdf
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3

英国における情報共有の現状
本章は、英国における情報共有の現状について、国家としての情報共有に対する取り組み、

国防省の取り組み及び国家的な具体的な取り組みを次の 3 節構成で述べる。ただし、米国
と異なり、英国における情報共有関連情報の開示範囲が限定されていること、及び米国に比
べ情報共有に対する取り組みがそれほど進んでいないこともあり、詳しい情報は得られな
かった。
節
3.1

国家としての取
り組み

概

要

英国の国家としての情報共有の最大の根拠は「国家安全保障
戦略」であり、この戦略の下に「戦略的防衛及び安全保障レビ
ュー」
、次いで「連邦王国サイバーセキュリティ戦略」がある。
そして、この連邦王国サイバーセキュリティ戦略に具体的な取
り組みの基本的事項が述べられている。
本節は、これら戦略等に述べられている情報共有の取り組み
内容について、その概要を示す。

3.2

国防省の取り組
み

国防総省の取り組みとして、同省が 2011 年に公表した「国
防省情報戦略 2011、情報に基づく優れた防衛」における情報
共有関連事項の概要を紹介する。

3.3

具体的な取り組
み

具体的な取り組みとして、「サイバーセキュリティ情報共有
パートナーシップの設立」及び「国家重要インフラ防護センタ
ーによる情報交換の促進」を紹介する。
前者は、官民間パートナーシップに基づくリアルタイム性を
考慮した情報共有であり、昨今の脅威環境のシフトを考慮した
ものである。
後者は、国家の重要インフラを対象にしたものであり、米国
の情報共有分析センター（ISAC）や我が国の CEPTOAR と似
た業界ごとの情報共有コミュニティである。
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3.1

国家としての取り組み

本節では、英国の「国家安全保障戦略」、同戦略下の「戦略的防衛及び安全保障レビュー」
及び「連邦王国サイバーセキュリティ戦略」に述べられている情報共有関連事項の概要を紹
介する。

3.1.1

国家安全保障戦略

ここでは、国家安全保障戦略の概要、及び同戦略に含まれている情報共有関連事項につい
て紹介する。

(1)

概要

2010 年 10 月に公表された英国の「不確実性時代における強固な英国：国家安全保障戦
略（The Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy）
」72
は、国家の安全保障に及ぼす 15 項目のリスクを掲げ、それらに対し 3 階層からなる優先順
位づけを行っている。その第 1 層に掲げられているのが次に示す 4 つのリスクであり、以
下に示すように、その第②項にサイバースペース関連のリスクがある。
① 連邦王国（United Kingdom: UK）又はその関係者に悪影響を及ぼす国際テロリズム：
これには、テロリストによる化学、生物、放射線又は核攻撃、及び北アイルランドに
係るテロリズム・レベルの著しい増大のいずれか又は組み合わせが含まれる。
② 他の国よる UK サイバースペースへの敵対性攻撃及び大規模サイバー犯罪。
③ 大規模な事故又は自然災害：UK の 3 地域又はそれ以上の地域に影響を及ぼす深刻な
沿岸洪水やインフルエンザ・パンデミックなどの国家的対応を必要とする。
④ 国家間の国際的軍事危機：UK 並びにその他の国や非国家は無論のこと同盟国を引き
入れる。
この国家安全保障戦略（NSS）は 4 部構成となっており、第 1 部と第 2 部はグローバル
な環境における戦略的分析と世界における UK の位置づけのアセスメントを行っている。
そして、中核となる目的をセキュアでかつレジリエントな UK 及び安定した世界の形成と
している。第 3 部は UK が将来直面する主要な安全保障上のリスクの明確化と分析を行っ
ており、最も高いリスクとして前記の 4 項目を掲げている。最後の第 4 部は目的達成のた
めの方法を要約しているが、サイバースペースと自然災害については次のように述べてい
る。


サイバーセキュリティに対しては、変形力のあるプログラムを策定すること。これは、
国家、犯罪者及びテロリストからの脅威を対象に、UK の将来の繁栄と安全保障利益

72

The Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, October 2010, HM
Government,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/nationalsecurity-strategy.pdf
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の獲得をもたらすサイバースペースへの利用機会を奪取するものである。


大洪水やパンデミックを含む自然災害に対する政府横断の活動、及び会社とコミュ
ニティのレジリエンスの構築に焦点を当てること。

なお、国家安全保障諮問委員会（National Security Council: NSC）は、この NSS の履
行を監督する責任を持っている。
情報共有関連事項

(2)

この NSS において、
「情報の共有」や「情報共有」の用語はない。ただし、9/11 テロ攻撃
や 7/7 の英国の大洪水などに見られるように、安全保障環境が冷戦時代から大きく変化し、
かつ、サイバー攻撃を含む不確実な時代においては、5 項目に及ぶ戦略方針の変更が必要で
あるとし、その 4 番目に官民間の関係を次のように掲げ、情報共有の必要性を示唆してい
る。
第 4 番目として、我々が国家の安全保障を考える場合、政府、民間セクター及び公共
間のより一層の密接な連携の構築が必要である。もちろん、政府は極めて重要な役割を果
たさねばならず、責任を全うする所存である。とはいえ、我々全てがテロ攻撃、サイバー
攻撃又は自然災害から国家の安全を確保するための役割を持っている。例えば、業界と政
府は、サイバー攻撃に対する防衛を強化するため、より密接に連携することにより、最悪
時においても迅速に復旧し、英国の活動を持続することができる。

3.1.2

戦略的防衛及び安全保障レビュー

ここでは、戦略的防衛及び安全保障レビューの概要、及び同レビューに含まれている情報
共有関連事項を紹介する。

(1)

概要

前項の国家安全保障戦略（NSS）と同時期に公表された「不確実性時代における戦略的英
国：戦略的防衛及び安全保障レビュー（Strategic Britain in an Age of Uncertainty: The
Strategic Defense and Security Review (SDSR)）」73は、不確実性時代における英国の安全
保障を確保するための政府の取り組み方を示すものであり、NSS に示された目的の達成に
着手するため、連邦王国（UK）の防衛、安全保障、インテリジェンス、レジリエンス、開
発及び外務に対し、あらゆる角度から能力に係る意思決定を行った最初のものであるとさ
れている。こ SDSR は、4 年間で 65 千万ポンド（約 1 千億円）を新たな国家サイバーセキ
ュリティ・プログラムに割り当て、次に示すとおり UK のサイバーセキュリティ及びレジ
73

Strategic Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defense and Security Review, October
2010, HM Government,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62482/strategic-defencesecurity-review.pdf
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リエンス能力を強化することとしている。


サイバー犯罪に取り組むための UK アプローチを徹底的に検討すること。
これには、
国民及び事業者がサイバー犯罪を報告することができる単一の連絡先の導入が含ま
れる。



UK のサイバー攻撃に対する検知と防衛の能力の欠陥に取り組むこと。これは、サイ
バーセキュリティ製品とサービスの供給能力の改善、及び国家インテリジェンス能
力のへの投資強化による。



新たな組織として、連邦王国防衛サイバー作戦グループ （UK Defense Cyber
Operations Group）を創設すること。同グループは、国防省全体のサイバーセキュ
リティ活動の主流のとなるものであり、防衛作戦のあらゆる側面を通じ、サイバー活
動の首尾一貫した統合を確実なものとする。



UK の重要インフラ及び重要な政府のネットワークとサービスを強化すること。



国際カウンターパートとのより強い同盟を確立すること。これには、UK と米合衆国
間の覚書に基づく情報共有活動、及び共同作戦の計画立案と実施が含まれる。



国家のサイバーセキュリティ・スキル、教育及び意識向上を改善すること。これは、
「Get Safe Online and the Cyber Security Challenge」などのイニシアティブを介
して実施される。



サイバーセキュリティにおける長期の挑戦に対応する能力改善のため、民間セクタ
ーやその他との共同による研究開発支援を行うこと。

これらの具体的な活動は、次項の連邦王国サイバーセキュリティ戦略による。

(2)

情報共有関連事項

国防関連でフランス／NATO との情報共有についての記述があるが、民間企業との情報
共有に係る事項は前（1）項のサイバー犯罪の報告程度である。

3.1.3

連邦王国サイバーセキュリティ戦略

ここでは、連邦王国のサイバーセキュリティ戦略の概要、及び同戦略に含まれている情報
共有関連事項を紹介する。

(1)

概要

2011 年 11 月に公表された「連邦王国サイバーセキュリティ戦略（UK Cyber Security
Strategy: CSS）
」74は、前項の「戦略的防衛及び安全保障レビュー（SDSR）
」に示された活
74

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,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/uk-cybersecurity-strategy-final.pdf
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動を具体化するものである。CSS は、その第 4 章において官民共同ハブの設立による情報
共有などの具体的活動を示すとともに、付録においてこの目標達成のためのアプローチと
活動を明示している。
情報共有関連事項

(2)

CSS の「第 4 章 機会をとらえ脅威に対抗 (Meet Threat, Taking Opportunity)」では、
「政府システムと我が重要インフラの脆弱性の削減」ための一項目として、脅威に係る利用
可能な情報、及びそれら脅威への可能対抗策が利用できる「サイバー・ハブ」の設立に関し、
その主な機能及びパイロット・プログラムの開始について、次のように述べている。
パートナーシップに応える：サイバーセキュリティ・ハブ
首相は 2011 年 2 月、UK 経済界全セクターの大企業の何人かと会合し、サイバー脅威
とそれらへの適切な対応のための共有利益について話し合った。
民間セクターと政府は、その後数ヶ月を経て、次に注目した革新的新アプローチの設
計・構築に到達した。


サイバー脅威に係る利用可能な情報の交換を行うこと、及びインシデントに対す
る我が対応を強化すること。



新たな傾向を分析するとともに、新生の脅威と機会を明らかにすること。



我々の集約的なサイバーセキュリティ能力の強化と結合のため活動すること。

官民セクター共同の「ハブ」は、政府及び民間が脅威情報を出し合い、それらを主要な
ビジネス・セクターの「ノード」に伝達して、彼らが何を実施すべきかを支援するととも
に、ベストプラクティスの共有のための枠組みを提供する。パイロットは 12 月に開始さ
れ、これには 5 つのビジネス・セクター（防衛、金融、電気通信、製剤及びエネルギー）
が参加する。このパイロットの教訓は、2012 年 3 月から、他のセクターに対するイニシ
アティブ運用開始に反映される。我々はまた、中小企業も脅威を認識しサイバー・ハブの
利益が得られる最善の方法を確立する。
付録 A「目標 1：サイバー犯罪に取り組み、ビジネスを営むにあたって UK が世界中で最
もセキュアな場所にすること」では、政府と民間セクター間の情報共有を促進するとして、
法の執行機関と事業者との情報共有、及び民間セクターに対する機微（センシティブ）な脅
威情報の提供と対策の助言を促進することについて、次のように示している。


2011 年 1 月からサイバーセキュリティに係るより広範囲な民間セクター共同イニシ
アティブを強化し、法の執行機関が完全に事業者と連携して情報共有を行うことを
確実にすることにより、サイバー犯罪のリスクを最小化すること。



サイバー・インシデント対応及び政府と民間セクター間のパートナーシップの展開
3-5

に係る新たな国家手続き（2011 年 5 月施行）を確実なものとし、ビジネスへの脅威
に係る機敏な情報共有を促進することにより、影響の削減に向けた助言を緩和する。
付録 A「目標 2：UK がよりサイバー攻撃にレジリエントであること、及びサイバース
ペースにおける我々の利益をさらに防護すること」において、政府と企業パートナー間の
情報共有の改善を次のように示している。
サイバースペースにおける敵性行為の予期、対応準備及び粉砕に対する我が能力の
維持及び強化を行うこと（これには、政府と企業パートナー間の情報共有の改善、敵性
行為に対する防衛の強化、及びそれら敵性行為を働く者に対する捜査と訴追能力に係
る法の執行機関の強化が含まれる）
。
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3.2

国防省の取り組み

本節では、国防省情報戦略 2011 の概要、及び同戦略に含まれている情報共有関連事項
を紹介する。

(1)

概要

国防省は 2011 年、
「国防省情報戦略 2011、情報に基づく優れた防衛（MOD
Information Strategy 2011, Better Informed, Better Defence）
」75を公表した。この情
報戦略は、情報時代における戦い、すなわち情報優勢の確保のための戦略であり、サイ
バーセキュリティについても若干触れているが、大部分は情報優勢獲得のための同盟
国、他の政府機関や民間との共同に焦点が当てられている。つまり、情報優勢を可能と
し優れた決定を下すには共同がかぎとなる、としている。この共同は、英国の同盟諸
国、企業パートナー及びオープン・ガバメント・データ（OGD）76との、適切に保護さ
れセキュリティが保たれた情報の作成、共有及び利用を意味する。このような共同が成
立するのは、適切なサイバー慣行とスキルが適用されることを含め、英国の情報に対す
るセキュリティが保たれ場合だけであとし、これによりユーザーは、悪意のある行為者
や誤用から安全が確保された情報を信頼することができる、としている。

(2)

情報共有関連事項

情報共有に関しては、企業との共同の観点から次の 2 件（TSCP と IdAM）について述べ
ているが、情報共有に係る具体的な取り組みには至っていない。


TSCP：この戦略の「企業との共同（Collaboration with Industry）」の項では、ト
ランスグローバル・セキュア・コラボレーション・プログラム（Transglobal
Secure Collaboration Program: TSCP）を国防省と企業が利用することにより、
RLI（Restricted LAN Interconnect）上に設置された共同作業環境（Collaboration
Working Environments: CWEs）へのアクセスが可能となるアプローチのパイロッ
トを計画している。
TSCP は現在、企業との共同及びセキュアな情報共有のための標準を策定しつつ
ある。国防省は、企業との共同によりこれらの標準を利用して（英国電気事業委員
会を介して）中小企業が RLI 上の CWE へのアクセスが可能となるアプローチのパ
イロットを計画している。
Wikipedia77によれば、TSCP は、主要な防衛及び航空宇宙企業の共同活動であ

75

MOD Information Strategy 2011, Better Informed, Better Defence, 2011, Ministry of Defence,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27388/mod_information
_strat2011.pdf
76 Open Government Data：英国政府が 2009 年に開設した政府の公開用のウェブサイトである
（data.gov.uk）
。同様の OGD は様々な国に開設されている。
77 Transglobal Secure Collaboration Project,
http://en.wikipedia.org/wiki/Transglobal_Secure_Collaboration_Project
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り、合衆国国防総省と英国の国防省による支援を受け、複数の支配権を横断するセ
キュアな共同を可能とするポリシーとメカニズムを開発中である。
この TSCP の目標は、次のとおりである。
① 国際的共同作業や企業を横断する際のリスクを削減すること。
② 共同環境を支援するため、費用対効果のあるセキュアなモデルを提供するこ
と。
③ 統合の全般的な複雑性、調整時間、及び最終的には共同コストの削減のため、
再利用可能な、セキュアな標準的共同手段を創設すること。


IdAM：セキュリティが保証された情報共有を可能とするため、国防省や他の政府機
関及び外部パートナーの情報に対する信頼されたアクセスを可能とする IdAM
（Identity and Access Service Management）サービスを利用する。これは、官民間
におけるセキュアな環境での情報共有を可能とするものである。

なお、この IdAM については、米国防総省（DoD）も海兵隊などで利用している。防衛情
報システム庁（DISA）は、IdAM を次のように紹介している78。
IdAM とは、利用の創設、限定及び統制のための技術システム、ポリシー及びプロセ
スを組み合わせたものであり、実体とアクセスが必要とされた資源との関係の管理は無
論のこと、アイデンティティ情報を保護するものである。IdAM は、次の 3 つの基本的
能力に分解することができる。IdAM の詳細については、IdAM Home
（http://iase.disa.mil/idam/index.html）を参照されたい。


デジタル・アイデンティティの管理（Manage Digital Identities）



ユーザーの認証（Authenticate Users）



資源へのアクセス認証（Authorize Access to Resources）

78

Identity and Access Management (IdAM) in a Nutshell, IASE Home > IdAM Home,
http://iase.disa.mil/idam/idam101.html
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具体的な取り組み

3.3

本節では、英国における情報共有の具体的な取り組みとして、サイバーセキュリティ情
報共有パートナーシップ及び国家重要インフラ防護センターによる情報交換の促進の 2
件について、その概要を紹介する。

3.3.1

サイバーセキュリティ情報共有パートナーシップの設立

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 及 び 情 報 保 証 局 （ Office of Cybersecurity and Information
Assurance）は 2013 年 2 月 20 日、前節で述べたサイバーセキュリティ・ハブの試行結果
（防衛、金融、製剤、エネルギー及び電気通信の 5 セクターを横断する 160 社が参加した
パイロットの成功）に基づき、
「サイバーセキュリティ情報共有パートナーシップ（Cyber
Security Information Sharing Partnership: CISP）」の設立を発表した79。この CISP は、
政府と企業が現脅威及びインシデントの運用管理に係る情報共有を可能とするものであり、
第 2 フェーズではこのサービスを中小企業に対しても拡張する計画であるとされている。
CISP は、連邦王国（UK）のサイバースペースにおけるビジネスをよりセキュアにする
ため、サイバー脅威に係る情報の共有を促進する UK のサイバーセキュリティ戦略におけ
る主要な要素を提供するものである。このパートナーシップには、セキュアなバーチャル
「共同環境（collaboration environment）」の導入が含まれている。これは、政府と企業の
パートナーが実時間で脅威と脆弱性に係る情報の交換ができるものである。CISP は、「フ
ュージョン・セル(Fusion Cell)」によって補完される。これは、Security Service, GCHQ
and the National Crime Agency や様々なセクターからの企業分析家によって、政府サイド
によって支援される。彼らは共同で、UK に直面するサイバー脅威に対し、全てのパートナ
ーの利益となる強化された状況認識(enhanced picture)を作成する。
この CISP について ADS グループ (Advancing UK Aerospace, Defense, Security &
Space Industries, Globally)のニュース80は、次のように報道している。詳細は不明である
が、位置づけ的には我が国の CEPTOAR カウンシルをさらに進化させ、共有情報の範囲の
拡大とリアルタイム性を追求したものと思われる。
サイバーセキュリティ情報共有パートナーシップは 2013 年 3 月 27 日、防衛、エネル
ギー、電気通信、金融及び製剤セクターからの 160 の事業者が集合し、共同作業により、
サイバー攻撃がもたらすリスクと戦うための助けとなる情報の共有を行うこととした。
同パートナーシップが共有する情報には、攻撃の技術的詳細、攻撃計画立案時に利用する
手法、及びリスクと攻撃の低減と取り組み方法が含まれる。開発されたツールは、様々な

79

Establishing a cyber-security information sharing partnership, 20 February 2013, Office of Cyber
Security and Information Assurance, https://www.gov.uk/government/policies/keeping-the-uk-safe-incyberspace/supporting-pages/establishing-a-cyber-security-information-sharing-partnership
80 A New Partnership between Industry and Government Announced to Risk of Cyber Crime, 2013. 3,
ADS News, http://www.adsgroup.org.uk/articles/34086
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セクター規模のビジネスに有意義なものである。
このサイバーセキュリティ情報共有パートナーシップの設立は、サイバー犯罪に立ち
向かう重要なステップである。UK の航空、防衛、セキュリティ及び宇宙企業を横断する
ビジネスは、技術開発及び革新の最先端である。それらは、新製品及び企業機密の創製に
努めており、それら価値ある資源をサイバー脅威から保護する必要がある。

3.3.2

国家重要インフラ防護センターによる情報交換の促進

国家インフラ防護センター（Center for the Protection of National Infrastructure: CPNI）
は、国家インフラに対し防護的セキュリティ助言を提供する政府関係当局である。CPNI の
目的は、テロリズムやその他の脅威に対する国家インフラの脆弱性を削減し、UK に必須の
サービス（通信、緊急サービス、エネルギー、金融、食料、政府、健康、運輸及び給水セク
ターによって提供されるサービス）を安全に保つことである。この CPNI の助言は、主に重
要な国家インフラ（CNI）を対象としている（これらは、UK に必須なサービスを継続的に
提供するための不可欠な主要要素である）
。これらの主要要素がないと必須のサービス提供
ができず、UK が重大な帰結を招くこととなる（これらには、重大な経済的損害、社会の混
乱、大規模な人命の損失などが含まれる）。
CPNI は 2003 年来、下記に示す様々な業界における情報交換（Information Exchange）
を促進している8182。


ADMIE - Aerospace and Defence Manufacturers Information Exchange：航空宇
宙及び防衛製造工業情報交換（米防衛企業基盤とも連携）



CIPSIE - Communications Industry Personnel Security Information
Exchange：通信企業人的セキュリティ情報交換



CNSSIE - Civil Nuclear Sector SCADA Information Exchange：民間原子力セン
ター監視制御データ収集システム（SCADA）情報交換



FSIE - Financial Services Information Exchange：金融サービス情報交換



MSPIE - Managed Service Providers Information Exchange：マネージド・サー
ビス・プロバイダー情報交換



NIXIE - Northern Ireland Cross-Sector Information Exchange：北アイルラン
ド・セクター横断情報交換



NSIE - Network Security Information Exchange：ネットワーク・セキュリティ
情報交換

81

Information Exchange, CPNI, http://www.cpni.gov.uk/about/Who-we-work-with/Informationexchanges/
82 Coutry Report, United Kingdom Coutry Report, enisa, May 2011,
http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/files/country-reports/UK.pdf
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PIIE - Pharmaceutical Industries Information Exchange：製剤企業情報交換



SCSIE - SCADA and Control Systems Information Exchange：SCADA 及び制御
システム情報交換



SPIIE - Space Industries Information Exchange：宇宙企業情報交換



SRIE - Security Researchers Information Exchange：セキュリティ研究者情報交
換



TSIE - Transport Sector Information Exchange：運輸セクター情報交換



VSIE - Vendor Security Information Exchange：ベンダー・セキュリティ情報交
換



WSIE - Water Security Information Exchange：給水セキュリティ情報交換

CPNI は、ネットワークが直面するリスク情報の共有が政府及び企業の両者にとって利益
をもたらすものであるとして、情報交換を促進している。この情報交換は、他の業界におけ
る会社の経験、誤り及び成功を、当該会社の機密性（センシティビティ）を競合相手や報道
機関に曝すことなく学ぶことができるものである。主にサイバー攻撃に係る情報の交換と
しているが、交換の目的によっては物理的及び人的脅威に係る脆弱性についても交換して
いる。この情報交換への参加は自由であり、会員登録は既メンバーによって決定される。
重要国家インフラ（Critical National Infrastructure: CNI）パートナーはこの情報交換
を CPNI と共に行っているが、情報交換のメカニズムは代表者の人的信頼に基づくもので
あり、Chatham House Rule83の解釈の下に秘密会議の場で情報の交換が行われている。信
頼は徐徐に確立されつつあり、隔月に開催される情報交換に出席する代表者は、全ての会合
に出席することが要求される。情報交換に参加する組織は、最大 2 名の代表者を出席させ
ることができるが、代理人を出席させることはできない。これは、機微情報を共有得ること
に対する抑制効果を回避するためである。
なお、上記の ADMIE は、既に米国の防衛企業基盤セクター（Defense Industrial Base:
DIB）との情報交換を行っている情報交換機構であるが、その創設は 2006 年 12 月である。
ADMIE は、航空及び防衛セクターのサイバーセキュリティ脅威に係る相互に有益な情報に
ついて、内密に共有するものである。この ADMIE は、UK 所在の組織から構成されてい
る。

83

Chatham House Rule：会議の参加者は、会議場で入手した情報を自由に利用することができるが、
発言者の名前は伏せなければいけない（紳士協定？）というルールをいう。なお、Chatham House と
は、英国のシンクタンクの名称であり、英国における国際政治や外交政策の分野を代表するシンクタンク
である。
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我が国における情報共有の現状
本章は、我が国の情報共有に係る内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）、総務省、

経済産業省、防衛省、警察庁及び情報処理推進機構（IPA）／JPCERT の取組を紹介するこ
とにより、我が国のサイバーセキュリティに係る情報共有の現状を明らかにする。そのため、
各府省庁などの情報共有関連の取り組みについて、その概要を述べるとともに、筆者の所見
を述べる。
節
4.1

内閣官房情報セ

紹介する主な取り組み（項目）


キュリティセン
ター

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動
計画



情報セキュリティ対策に関する官民連携の在り方につい
て



重要インフラ専門委員会第 32 回会合・情報共有体制の強
化について

4.2
4.3
4.4

総務省
経済産業省
防衛省



政府におけるサイバー攻撃への迅速・適格な対処について



サイバーセキュリティ戦略



サイバーセキュリティ 2013



サイバー解析協議会



情報共有の円滑化に向けた提言



制御システム・タスクフォース



フィッシング対策協議会



防衛省情報セキュリティ報告書



防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安定的・効果的な利
用に向けて

4.5

4.6



サイバー政策検討委員会の設置



サイバーディフェンス連携協議会



サイバーインテリジェンス対策



サイバーテロ対策



外国治安情報機関との連携

情報処理推進機



サイバー情報共有イニシアティブ（J⁻CSIP）

構／JPCERT



情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ



JPCERT/CC

警察庁
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4.1

内閣官房情報セキュリティセンター

内閣官房情報セキュリティセンター（National Information Security Center: NISC）は、
基本戦略、国際戦略、政府機関総合対策促進、重要インフラ対策及び事案対策支援の 5 つの
チームから構成されている。これらチーム活動の中で情報共有に係る事項に取り組んでい
るのは、重要インフラ対策チーム及び事案対処支援チームである。
重要インフラ対策チームが重点的に取り組んでいる 6 つの事項として、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（BCP）の充実及び重要インフラにおける国際連携の推進がある。この中
で情報共有に係る事項は、報共有体制の強化及びセプターカウンシルの活動促進であり、本
節ではこの 2 つの事項の中から情報共有に係る内容を紹介する。事案対処チームは、2002
年 4 月に設置された緊急対応支援チーム（National Information Response Team: NIRT）
の活動として、事案の正確な把握、被害拡大防止・復旧・再発防止のための技術的対応策の
検討及び対策の実施に係る支援を行っているが、NIRT が対象とするのは政府機関であるこ
とから、ここでの紹介は省略する。
また、情報セキュリティ政策に関する中長期的計画や年度計画の立案などを行うのは基
本戦略策定チームであり、本節ではその中から情報共有に係る計画や分科会での検討結果
を紹介する。

4.1.1

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画

情報セキュリティ政策会議は 2012 年 4 月、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係
る第 2 次行動計画 改訂版」84（以下「第 2 次行動計画」という。
）を公表した。情報セキュ
リティ政策会議は、政府の IT 戦略本部の下に設置されており、内閣官房情報セキュリティ
センター（NISC）と共に、我が国の情報セキュリティ問題に関する中核的機能を形成して
いる。その主な活動は、情報セキュリティ政策に関する基本戦略（中長期計画及び年度計画）
の策定や根幹的事項の決定である。NISC の重要インフラ対策チームの活動は、この第 2 次
行動計画及び以降に述べる「サイバーセキュリティ戦略」に基づくものである。
第2次行動計画の「Ⅱ 計画期間内に取り組む情報セキュリティ対策－2 情報共有体制の
強化」では、
「関係主体間で共有する情報についての整理を行い、情報提供、情報連絡等
に必要な環境整備等を推進するとともに、各セプター、セプターカウンシルの自主的な活
動の充実強化を推進する」として、次の5項目について述べている。
(1) 共有すべき情報の整理
(2) 情報提供、情報連絡の充実

84

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、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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(3) セプターの強化
(4) セプターカウンシル
(5) 推進方策
以下に、これらを含め、第 2 次行動計画の中から情報共有に関する事項についてその概
要を関連する文書の内容を含めて紹介するとともに、本調査研究の目的から注目、留意すべ
き事項などを所見として述べる。
4.1.1.1 共有すべき情報の整理
(1)

概要

NISC は 2011 年 6 月、
「共有すべき情報の整理について ～第 2 次行動計画に基づく重要
インフラの情報共有の取組～」85の中で、重要インフラ事業者等のサービスの維持及び復旧
の容易化に資するため、情報セキュリティの脅威、社会動向の変化などを踏まえた共有すべ
き情報について各関係主体と共に整理し、その結果を「共有すべき情報のイメージ」として
マトリクス表示で発表した（実物は、脚注に示した URL を参照されたい）
。
この共有すべき情報の特徴は次のとおりである。


防護対象：IT システム（重要インフラ事業者などが運用する IT システム）



下記 4 項目について、共有すべき情報のマトリクス表示となっており、極めて理解
し易いものとなっている。


共有情報：再発防止の観点で有益な情報、未然防止の観点で有益な情報及び障害
の拡大防止・復旧のため必要となる情報の 3 種



情報提供組織（情報ソース）
：政府機関（以降の政府機関以外）
、NISC（重要イ
ンフラ・グループ以外）
、NISC 重要インフラ・グループ、関係機関・関係省庁・
研究機関等、所管省庁・セプター・重要インフラ事業者等、その他の情報ソース
（ベンダー等）の 7 種



情報共有のタイミング：平時（要警戒時・障害発生時以外のタイミング）
（リア
ルタイム性は不要）
、及び要警戒時・障害発生時（リアルタイム性が必要（実施
細目に基づく取り扱い）
）の 2 種



情報共有の方法：平時（ニュースレター、ウェブサイト、意見交換会、セミナー、
セプターカウンシル／ワーキング）及び要警戒時・障害発生時（実施細目に基づ
く情報連絡／情報提供）

第 2 次行動計画においては、
「対象脅威や様々な社会動向の変化などを踏まえ、この共有

85

共有すべき情報の整理について ～第 2 次行動計画に基づく重要インフラの情報共有の取組～、2011
年 6 月、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
、
http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/kyoyu_jouhou.pdf
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すべき情報について整理するとともに、
（次項に示す）セプターやセプターカウンシルにお
ける情報の提供や連絡の実践などを通じて、分野横断的な観点から必要な情報と提供可能
な情報の整理を継続的に見直す」としている。

(2)

所見

本調査研究にあたって注目すべきは次の２点である。


サイバーインテリジェンス情報及びサイバーテロ情報の欠如：
「サイバーセキュリテ
ィ 2013」では、重要インフラ事業者等と警察庁との間におけるサイバーインテリジ
ェンス及びサイバーテロに係る情報共有が述べられているが、NISC を介するもので
はない。ただし、
「国家レベルのサイバー攻撃への対応の強化」においては、
「その対
処のあり方について警察庁、防衛省・自衛隊、サイバー空間関連事業者などの関係機
関の役割の整理・明確化を行う」としている。



(1)項で述べた共有情報の一種「障害の拡大防止・復旧のため必要となる情報」の中
に、
「緊急事態（大規模サイバー攻撃等）及び「個別の脅威（攻撃）についての情報」
があるが、関係機関から提供されるこれら機微情報に対する保護が不明である。また、
どれほどのリアルタイム性が要求され、その手段はどうするのかも不明である。



気象情報の欠如：IT 障害の未然防止のための情報としては、IT 関連の機器、システ
ム、施設、その他に何らかの障害をもたらす、例えば大雨に伴う大洪水などの発生予
測情報などは必須のものと判断される。
この件に関しては、
「4.1.1.5 IT 障害をもたらす脅威」を参照されたい。

4.1.1.2 情報提供、情報連絡の充実
(1)

概要

第 2 次行動計画の「別紙第 4 情報共有体制」86は、NISC を中心に情報共有に関連する組
織（事案対処省庁、情報セキュリティ関係省庁、関係機関、重要インフラ所管省庁、セプタ
ーカウンシル及びセプター）間を行き交う共有情報の流れを示している。これら関係組織の
内訳は次のとおりである。


事案対処省庁：警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省（これらの省庁は、その役割
に応じて情報セキュリティ対策に単独で取り組むほか、必要に応じて内閣府及び関
係省庁間等の既存の情報共有体制と連携する）



関係機関：警察庁サイバーフォース、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
、独立
行政法人産業技術総合研究所（ASIT）、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、財団
法人日本データ通信協会テレコム・アイザック推進会議、JPCERT/CC など

86

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〜、49 ページ、別紙第 4、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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情報セキュリティ関係省庁：警察庁、総務省、経済産業省及び防衛省



重要インフラ所管省庁：金融庁、総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省

第 2 次行動計画における情報共有の体制は、
「これまでの体制を踏襲しつつ、情報提供の
内容を充実する」としている。

(2)

所見

本調査研究にあたって注目すべきは次の４点である。


防衛関連企業等は対象外：防衛関連企業等を所管する防衛省は、防衛関連事業者等を
対象にした重要インフラ分野が存在していないことから、重要インフラ所管省庁と
はなっていない。
したがって、NISC、重要インフラ所管省庁及び関係機関が提供する情報は、防衛
省に伝達されるが、防衛関連企業等に伝達されることはない。



サイバーインテリジェンス情報の不在：テロ関係情報は、NISC で集約され、重要イ
ンフラ事業者等に提供されるが、警察庁が収集したサイバーインテリジェンス情報
がない。 警察庁は、
「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」、
「サイバー
インテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会」及び「サイバーインテリ
ジェンス対策のための不正通信防止協議会」を設置し、閉じたコミュニティの中で情
報共有を行っている。
なお、この点に関しては、
「4.1.2 情報セキュリティ対策に関する官民連携の在り方
について」で述べるとおり、政府が今後講ずるべき情報共有などに関する対策の取り
まとめの中に含まれている。



機微情報に対する考慮なし：インテリジェンス情報、テロ情報、未公開脆弱性情など
の機微情報について、一般への公開とは別に又は先駆けて情報を提供する場合の伝
送、受取、保管、廃棄などの取り扱に対する考慮が欠落している。
これには、情報を受け取る側の機微情報受取適格性の確保・維持は無論のこと、受
取組織としての共有情報保護のための対応が求められる。また、リアルタイム性を追
求する際には、セキュアな技術的対策が求められることとなる（この件については、
「4.1.1.6 情報提供と情報連絡及び情報の取り扱い」で詳しく述べる）
。



犯罪被害等通報は情報共有体制の対象外：犯罪情報等の通報については、
「本来本図
の対象外」としている。
しかしながら、
「本来的」には、このような情報についても情報共有の対象とすべ
きと思われる。



気象庁は対象外：この件に関しては、「4.1.1.5 IT 障害をもたらす脅威」を参照され
たい。
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4.1.1.3 セプター
(1)

概要

第 2 次行動計画は、次の 10 の重要インフラ分野を対象としており、各分野には分野内で
の情報共有・分析を行うセプター（Capability for Engineering of Protection, Technical
Operation, Analysis and Response： CEPTOAR）が設置されている。
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
これらのセプターは、官民の情報共有体制としての情報共有と分析機能を備えたもので
あり、上記の 10 分野の各々に 1～4 箇所のセプターが設置されている。セプターの具体的
機能は、セプターにおける情報の収集、把握・分析、内部での共有、他セプターや次項に述
べるセプターカウンシルへの情報発信である。
表 4.1-1 は、現在活動中の各セプターの情報共有連絡手段をまとめたものである87。全て
のセプターがメール及び電話による連絡手段を講じているものの、ウェブを利用している
のは放送、証券及び自治体の 3 セプターだけとなっている。また、電力セプターは、電子会
議室、TV 会議なども利用している。
表 4.1-1：現在活動中の各 CEPTOAR の情報共有連絡手段
セプター

連

絡

WEB

手

段

メール

電話

FAX

テレコム

○

○

○

ケーブル

○

○

放送

○

○

○

銀行等

○

○

○

証券

○

○

○

生命保険

○

○

損害保険

○

○

航空分野

○

○

鉄道

○

○

電力

○

○

○

○

ガス

○

○

○

○

自治体

○

○

医療

○

○

携帯電話

衛星電話

電子会議

その他

○

○

○

○

○
○

○

87

○

セプターの活動状況の把握について ～2012 年度「セプターの強化」について～、2013 年 3 月 26
日、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
、
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/ciip/dai31/pdf/31siryou04-3.pdf
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セプター

連
メール

電話

FAX

水道

○

○

○

物流

○

○

(2)

絡

WEB

手

段

携帯電話

衛星電話

○

○

電子会議

その他

所見

セプターに関する所見は次のとおりである。


防衛関連企業等セプターの不在：現在 10 の重要インフラ分野において 15 のセプタ
ーが設置されている。防衛関連企業等が重要インフラ分野の一つとして指定されな
い限り、防衛関連企業等セプターの存在はあり得ず、したがって NISC からの情報
提供もないこととなる。



リアルタイムの情報共有システムの不在：ウェブ・ベースの連絡手段を講じているの
は放送、証券及び自治体の 3 セプターだけである。共有すべき情報の迅速性とも関
連し、リアルタイムでの情報共有システムが望まれる。



情報共有ルールの非公開：各セプターは、NISC から提供される情報の取り扱いを含
め、
「情報の取り扱いルール」を制定し、セプター内の情報共有を行うこととされて
いるが、このルールの具体的内容は非公開となっている。セプターの拡充のためには、
少なくとも基本的事項についての開示が必要と思われる。
さらに、NISC が提供する情報の共有ルールについては、NISC が定めた標準のル
ールに従うべきと思われる。



セプター機能の充実：セプターには情報共有に係る機能（収集、分析、判断、調整な
ど）を遂行するためのスキルを保有者が必要であるとしているが、ハブセンターとし
ての機能を備える上で当然のことである。



セプターにおける組織又は個人の属性情報／個人識別可能情報の取り扱いルールに
ついても、基準的ルールについては NISC が定めるべきと思われる。

4.1.1.4 セプターカウンシル
(1)

概要

セプターカウンシル（CEPTOAR-Council。重要インフラ連絡協議会）は2009年2月26
日、
「各セプター及びNISCが各々の役割に応じた主体的な判断により連携するとともに、
分野横断的な情報共有を推進することにより、重要インフラ事業者等におけるサービスの
維持・復旧能力の向上に資することを目的とする」88として設置された。このカウンシル
の活動分野は次の3点であり、情報共有がその主たる活動であることが伺われる。


分野横断的な情報共有の推進を図るために、IT障害の未然防止の観点から相互理解

88

セプターカウンシルの創設について、2009 年 5 月 8 日、内閣官房情報セキュリティセンター
（NISC）
、http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai21/pdf/21siryou0501.pdf
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及びベストプラクティス等具体的な事例の情報共有に取り組む。


重要インフラのIT障害の未然防止等のため、重要インフラ事業者等に密接に関連す
る情報を、内閣官房情報セキュリティセンター等より重要インフラ事業者等へ提供
する体制の調整及び管理に取り組む。



分野横断的な共通課題の発見及び共通認識の醸成に、各セプター及び内閣官房情報
セキュリティセンターが連携して取り組む。

各年度の活動概要や次年度の活動計画概要が公表されており89、その積極的な対応が伺わ
れる。活動には、幹事会、並びに情報収集、相互理解及び情報共有に関する検討推進の 3 つ
の作業グループ（WG）やカウンシル活動の継続・発展させるための活動がある。このうち、
情報共有に関する検討推進 WG は、Web サイト応答時間計測システム及び標的型攻撃に関
する情報共有体制（C4TAP）を運用している90。


Webサイト応答時間計測システム：Webサイト応答時間計測システムとは、「重要
インフラ事業者が登録するWebサイトの応答時間を定期的に計測することで、サイ
トの動作状況を統計的に監視し、動作異常や外部からの大量のトラフィック等を検
知し、複数の観測を複合的に見ることで、異常の早期発見・事実の確認、原因推測
をより正確に行い、重要インフラサービス等の被害軽減、サービスの維持、早期復
旧を容易にすることを目指す取組み」である。現在の参加組織数は、約700とされ
ている。



標的型攻撃に関する情報共有体制（C4TAP）
：標的型攻撃に関する情報共有体制
（Ceptoar Councils Capability for Cyber Targeted Attack Protection: C4TAP）と
は、
「重要インフラ事業者において、標的型攻撃が疑われるメールについての一定
情報を共有することで、より多くの標的型攻撃に関する情報を収集・共有し、重要
サービスの維持、早期復旧を容易にすることを目指す取組み」である。現在の参加
組織数は、約350とされている。

(2)

所見

重要インフラの情報セキュリティ対策の向上を図るため、各重要インフラ分野のセプタ
ーが連携するセプターカウンシルの位置づけは、極めて重要である。
セプターカウンシルの情報共有に関する検討推進 WG が運用している Web サイト応答時
間計測システム及び標的型攻撃に関する情報共有体制（C4TAP）は、参加組織におけるイン
シデントの早期発見、未然防止／被害軽減、サービスの維持及び早期復旧に有効な手段であ
り、本来的な情報共有のあるべき姿であると思われる。
89

セプターカウンシル総会第 5 回会合の開催について、2013 年 4 月 9 日、セプターカウンシル、
http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/cc_dai5.pdf
90 セプターカウンシル総会第 5 回会合の開催について・別紙 1 及び別紙 2、2013 年 4 月 9 日、セプター
カウンシル、http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/cc_dai5.pdf
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4.1.1.5 IT 障害をもたらす脅威
(1)

概要

第 2 次行動計画の「別紙 3：IT 障害を引き起こす脅威の例」91では、脅威の類型として表
4.1-2 に示す 4 つを示している。
表 4.1-2：IT 障害を引き起こす脅威の例
脅
脅威の類型
① サイバー攻

威

社会全体で対応が望まれる脅威
分野横断的に多発するサービス

の

例

個別の重要インフラ事業者等が
中心となって対応する脅威
不正侵入、データ改ざん・破壊、

撃をはじめ

不能攻撃（DoS: Denial of

不正コマンド実行、ウィルス攻

とする意図

Service）
、不正侵入、重要情報の

撃、サービス不能攻撃、情報漏え

的要因

搾取等

い、重要情報の詐取、内部不正等

② 非意図的要
因

③ 災害や疾病

大規模な操作・設定ミス、プログ

操作・設定ミス、プログラム上

ラム上の欠陥（バグ）、メンテナン

の欠陥（バグ）、メンテナンス不

ス不備が予想される社会環境や制

備、内部・外部監査機能の不備、

度改正（例：西暦 2000 年問題、暗

外部委託管理の不備、マネジメン

号の危殆化、IPv6 への移行）等

トの欠陥、機器故障等

大規模な地震、水害（例：首都圏

地震、水害、落雷、火災等の災

直下型地震、荒川の氾濫）による電

害による電力設備の損壊、通信設

力設備の損壊、通信設備の損壊、水

備の損壊、水道設備の損壊、コン

道設備の損壊、コンピュータ施設

ピュータ施設の損壊等

の損壊等
④ 他分野の障
害からの波
及

(2)

大規模な電力供給の途絶、通信

電力供給の途絶、通信の途絶、

の途絶、水道供給の途絶（相互依存

水道供給の途絶（相互依存性解析

性解析の成果で判明しているも

の結果で判明しているもの）等

の）等

所見

表 4.1-2 の「③災害や疾病」に係る情報は、
「4.1.1.1 共有すべき情報の整理」が示す共有
情報の分類のうち、
「未然防止の観点で有益な情報」及び「障害の拡大防止・復旧のため必
要となる情報」に属すべきものと思われる。
しかしながら、NISC が公表した「共有すべき情報のイメージ」のマトリクス表示では、
91

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画、2009.2、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt2-2-220203.pdf
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災害情報が「災害の現地情報。被害の復旧見込み」として、
「障害の拡大防止・復旧のため
必要となる情報」にあるだけであり、災害の未然防止に役立つ取り扱いとはなっていない。
自然災害による脅威及び同脅威に基づく設備の損壊等は、サイバー攻撃などによる直接的
な IT 障害をもたらすものではないが、IT 障害の未然防止に極めて重大な要素となるもので
ある。例えば、大雨に伴う大洪水などの発生予測情報などの提供は、共有すべき情報として
掲げられている「IT 障害の未然防止」に必須の情報であると判断される。
このような自然災害予知情報の提供を NISC が行うのか又は気象庁の予測情報に委ねる
かは別として、共有すべき情報の位置づけとすることに異論はないと思われる。
4.1.1.6 情報提供と情報連絡及び情報の取り扱い
(1)

概要

官民の各主体が連携するための枠組みとして、
「重要インフラの情報セキュリティ対策に
係る行動計画の情報連絡・情報提供に関する実施細目」
（以下「実施細目」という。）が定め
られている。
「
『重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画』の情報連絡・
情報提供に関する実施細目の概要について」92では、第 1 次行動計画における実施細目を次
のように示している。


重要インフラ事業者等がサービスを維持・復旧することがより容易になるように、
官民の協力の下、情報の円滑な共有を促進



内閣官房情報セキュリティセンターと重要インフラ所管省庁等との間の情報連絡・
情報提供について規定


情報共有レベルの設定



情報連絡の手順の設定
・情報連絡におけるIT障害に関する共通の分類・カテゴリの設定
・統計的な発生状況の把握



情報提供の手順の設定

なお、この実施細目における「情報の提供」及び「情報連絡」は、次のように定義されて
いる。


情報提供：重要インフラ事業者等の対策に資するための情報を内閣官房から重要イ
ンフラ事業者等へ提供することをいう。



情報連絡：重要インフラ事業者等における IT 障害等の情報を重要インフラ事業者等
から内閣官房に連絡することをいう。

92

『重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画』の情報連絡・情報提供に関する実施
細目の概要について、2009 年 4 月 6 日、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
、
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/ciip/dai25/pdf/25siryou08.pdf
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この実施細目による具体的な情報提供・情報連絡については、第 2 次行動計画・改訂版の
「別添：情報の提供・情報の連絡について」に述べられている。


重要インフラ事業者等への情報提供
(1) 情報提供の対象とする重要インフラ事業者等の範囲：情報提供元が示す情報
共有可能な範囲のうち、NISC が当該情報に関係するとした重要インフラ分野
である。情報共有可能範囲を越える場合、NISC は情報提供元と調整する。
(2) 情報提供の内容：情報セキュリティ関係省庁、事案対処省庁、関係機関等から
提供される幅広い情報について、集約、分析等を行い、重要インフラ事業者等
の情報セキュリティ対策に有効と考えられるもの。重要インフラ事業者等か
らの情報連絡については、情報連絡を行った重要インフラ事業者等が不利益
を被らないよう、情報連絡をした重要インフラ事業者等が特定されないよう
情報を加工する等適切な措置を講じた上で情報提供を行うものとする。
(3) 情報提供の仕組み：情報提供は、内閣官房から重要インフラ所管省庁（内閣官
房併任の所管省庁から先任されたリエゾン）を通じ、セプターの連絡窓口
（POC）に対して伝達され、次いでセプターから重要インフラ事業者等に伝
達される。ただし、早期警戒情報など特に緊急性を有する情報提供は、NISC
からセプター又は特定の重要インフラ事業者等に対して直接実施される（こ
の場合、情報提供先と内閣官房との間の「情報の取り扱い取り決め合意」が条
件となる）。
(4) 情報提供のための連携体制：内閣官房は、重要インフラ所管省庁を通じて重
要インフラ事業者等に提供する情報の集約及び重要インフラ事業者等への情
報提供にあたり、情報セキュリティ関係省庁、事案対処省庁、関係機関と連
携する。



重要インフラ事業者等からの情報連絡
(1) 情報連絡を行う場合とその情報：連絡を行う場合は、意図的要因、非意図的要
因、災害や疾病、及び他の分野の障害からの波及による IT 障害に係るもの（細
部省略）であって、かつ、法令等による報告が義務付けられているか、又は重
要インフラ事業者等が特に重大であるとして連絡を要すると判断した場合で
ある。重要インフラ事業者等は、この場合に該当しないが他の重要インフラ事
業者等の IT 障害未然防止や被害拡大防止に資すると思われるものなどについ
ては、重要インフラ所管省庁又は内閣官房と相談する。
(2) 情報連絡の内容：情報連絡の内容は、IT障害発生時における利用可能な連絡
手段、連絡担当者等の連絡を確保するための情報を必須とするほかは、その
時点で判明している情報を随時連絡することとする。また、重要インフラ所
管省庁から内閣官房に情報連絡を行う際に必要なIT障害に関する共通の分類
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及びカテゴリの設定等は「実施細目」による。
(3) 情報連絡の仕組み：重要インフラ事業者等から重要インフラ所管省庁への連
絡は、第2次計画・改訂版の「別紙5 IT障害発生時における連絡体制等」に
より、既存の事業者等から政府への連絡体制又はセプターの連絡体制により
実施される。次いで、重要インフラ所管省庁のリエゾンから内閣官房に連絡
される。内閣官房は、連絡された情報を適切に識別管理し、情報連絡元が指
定する情報共有の範囲内で取り扱う。
(4) 連絡された情報の取り扱い：内閣官房及び連絡を受けた重要インフラ所管省
庁は、法令等に定めがある場合又は連絡を行う重要インフラ事業者等の了承
がある場合を除き、原則として行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成11 年法律第42 号。以下「情報公開法」という。）第5条第2号ロに規
定する情報（任意提供情報）として取り扱うものとする。なお、当該情報が
情報公開法第5条第2号本文但し書きに規定する情報に該当する場合には、公
開されることがある。

(2)

所見

情報共有（提供と連絡）及び情報の取り扱いに関する所見は、次のとおりである。


情報共有の迅速性：共有すべき情報のうち、情報の提供又は連絡の迅速性を要するもの
についての配慮が欠落している。情報の提供及び連絡は、NISC～リエゾン～重要イン
フラ事業者等となっており、情報の提供及び連絡における人的結節が存在することか
ら、情報共有の迅速性に対する阻害要因となっていることは否めない。
情報共有の経路は、NISC（含むリエゾン）～重要インフラ事業者等とし、結節を排
除して情報伝達の迅速性を確保するべきである。
また、伝達手段について何ら触れられていないが、迅速性と機微情報に対する取り扱
いに留意した技術的手段が講じられるべきである。



警報機能の必要性：サイバーセキュリティに係る緊急事態を通知する警報機能が欠落
している。
状況が逼迫した環境下での重要な情報提供の迅速性と確実な伝達が求められる場合
は、何らかの手段による確実かつ迅速な警報が必要と思われる。



情報の取り扱いの厳格性：内閣官房は、連絡された情報を適切に識別管理し、情報連絡
元が指定する情報共有の可能な範囲で取り扱うなど、情報の提供にあたり情報連絡元
に対する最低限の配慮がなされているが、情報の取り扱い要領に厳格性を欠いている。
具体的かつ文書化された情報の取り扱い手順、及び情報を取り扱う要員に対する教
育・訓練についても明らかにすべきである。この教育訓練は、NISC だけでなく、重要
インフラ所管省庁、セプターの POC、その他事案対処省庁や JPCERT などの関係機関
の要員に対しても実施すべきである。
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セプターの情報取り扱いルールの厳格化：各セプターは、NISC が提供する情報の取り
扱いに関する取決め、機密保持及び外部への情報提供に関し、構成員間で合意されたル
ールを制定することとされている。
とはいえ、少なくとも、基本的かつ共通的なルールについては、ベースラインとして
内閣官房が示すべきである。各セプターは、このベースラインにセプターの特性を考慮
したルールを策定すべきである。さもなければ、提供した情報に対する取り扱いにセプ
ター間でバランスを欠き、結果的に情報漏えいなどの問題を生じさせ、情報連絡元の信
頼を損ない、その結果として情報共有の縮退につながりかねない。
また、重要インフラ事業者等への情報提供における機能として暗号化などの検討を
実施するとしているが、真っ先に取り組み、緊急に解決すべき事項である。
情報セキュリティ対策に関する官民連携の在り方について

4.1.2
(1)

概要

「情報セキュリティ対策に関する官民連携のあり方について」93は、情報セキュリティ対
策推進会議・官民連携の強化のための分科会が 2012 年 1 月 19 日に報告したものであり、
政府が講ずるべき情報共有などに関する対策を取りまとめたものである。
この分科会は、官民間における情報連携推進のため、次に示す 5 分野について、9 項目の
対策を取りまとめた。このうち、情報共有に関係するのは②及び③の分野であり、その概要
を紹介する。とりわけ、②の分野の NISC を中核とした総務省、経済産業省及び警察庁それ
ぞれの情報共有との連携は、注目すべきものがある。
なお、この官民連携の強化のための分科会は、「内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上
させるための事務分担の見直しの基本方針、2012 年 11 月 2 日、閣議決定」94を踏まえ廃止
された。
① 政府としてとるべき方策、特に調達に際して調達先企業に求める情報セキュリティ要
件


一般の調達等において、国の安全に関する重要な情報を取り扱う契約を締結する
際に、情報セキュリティ上必要な事項を順守するよう求める。

② 政府と企業等との連絡・連携のあり方


CSIRT の横断組織である日本シーサート協議会や JPCERT/CC、情報セキュリ
ティ事業者（Security Operation Center: SOC）
、独立行政法人・情報処理推進
機構（IPA）及び政府の調整役 CSIRT である NISC との連携、情報交換の緊密
化を図る。

93

情報セキュリティ対策に関する官民連携のあり方について、2012 年 1 月 19 日、情報セキュリティ対
策推進会議・官民連携の強化のための分科会、http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai4/pdf/11.pdf
94 内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担の見直しの基本方針、2012 年 11 月 2
日、閣議決定 http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai9/pdf/2-1-s1.pdf
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NISC は、警察庁のサイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク、経済産業
省のサイバー情報共有ネットワーク（J-CSIP）、総務省のテレコム・アイザック
官民協議会等と NISC が運用する府省庁間のインシデント共有ネットワークと
の情報連携の結節点の役割を果たす。
政府と企業等との連絡・連携のあり方：緊急時に異なる機関同士が円滑に連携
するためには、日頃から直接対面して各担当者間の人間関係を構築しておくこと
が重要であるとして、CSIRT 及び政府機関の担当者間でのインシデント対応の
ための連絡訓練や研修等を JPCERT/CC と連携し、NISC の主催で定期的に実
施することを検討する。

③ 産業界の取り組みに対する政府の協力、情報提供のあり方


SOC 事業者における高度な対応を可能とするため、顧客の情報の一部を連携す
る諸機関と共有できるような標準的な契約及びひな形約款の秘密保持条項の策
定に向けた検討を行う。

④ 企業等におけるセキュリティ文化の啓発、セキュリティ企業体質の涵養等


企業等における組織内 CSIRT 等の整備、情報セキュリティ人材の育成、標的型
攻撃等の最近の情報セキュリティに関する状況等について広く官民で意見交換
を行うためのシンポジウムを開催する。

⑤ その他


我が国の政府機関（行政府のみならず立法府、司法府も含む。）においては、イ
ンシデントに機動的に対応するため、組織内 CSIRT 等を整備するなどして、標
的型攻撃等に関する対策を遺漏なく継続的に実施する。



NISC が政府機関の CSIRT 等間の連携・調整を行う行政府 CSIRT となること
を明確にし、標的型攻撃に関する対策も踏まえて政府統一基準群を改定する。

(2)

所見

この分科会は、2011 年 9 月の三菱重工業などに対するサイバー攻撃（標的型攻撃）事案
を踏まえ設置されたものであり、そのような事案対処のための機能の早急な確立を推奨し
ている。とりわけ、報告書において「標的型攻撃への対処は、個々の組織における攻撃の速
やかな察知と適切な対処を行うとともに、関連する組織間における脅威情報の共有による
集団的な対策を講ずることが望ましい」とし、
「官民が連携を強化することが標的型攻撃に
対する有効な手段であり」
、その連携に際しては「組織間で漠然と情報共有を行うのではな
く、各組織が CSIRT などを組織し、官民を含む各組織内 CSIRT などの間で、専門的かつ
実務的連携を図ることが必要である」と述べている。これは、官民が連携する集団的な情報
共有の強化が標的型攻撃に対する有効な手段であること、及び官民組織におけるインシデ
ントへの効果的な対応のための CSIRT 機能が必要であることを明言したものである。
このような報告書の内容に対して特にコメントすることはなく、報告書の内容に全面的
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に賛同する。ただし、方向が定まっただけであり、この実現に向けた効果的かつ効率的な早
急な処置が望まれる。とりわけ、官民各組織における CSIRT の機能の確保・充実は、標的
型攻撃対処に止まらず、焦眉の急を要するものである。

4.1.3
(1)

重要インフラ専門委員会第 32 回会合・情報共有体制の強化について
概要

2013 年 6 月 20 に開催された NISC の情報セキュリティ政策会議・重要インフラ専門委
員会・第 32 回会合における「資料 3：情報共有体制の強化について」95は、情報連絡・情報
提供を一層充実すべきとの観点から、同資料 3 の別紙「サイバー攻撃96に関し連絡を期待す
る事柄の例」の中で、次のような「サイバー攻撃に関し連絡頂きたい事柄の例」を示してい
る。
○ サイバー攻撃に関し連絡頂きたい事柄の例
１．報道発表した場合、報道への掲載があった場合
２．不審メール
・受信した
・不審メールにより（よると思われる）感染した
３．ホームページ
・改ざんされた
・マルウェア等のプログラムが埋め込まれた
・ホームページを通じて内部に侵入された
４．DDoS 攻撃（思われる大量アクセス）
・攻撃にあった。
・閲覧の障害に至った。
５．その他のサイバー攻撃により
・侵入された（有 なし）
・感染した （有 おそれ なし）
・情報の流出（有 おそれ なし）
６．重要システムへの侵入、感染、改ざん、情報流出、誤作動
７．制御システムの侵入、感染、改ざん、情報流出、誤作動
○ 連絡に際し記載頂きたい事柄の例
１．報道発表の有無 報道への記載の有無

95

情報セキュリティ政策会議・重要インフラ専門委員会・第 32 回会合・資料 3：情報共有体制の強化につ
いて、2013.6.20、NISC、http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/ciip/dai32/pdf/32siryou03.pdf
96情報セキュリティ政策会議における「サイバー攻撃」の定義は次のとおりである：「サイバー攻撃」と
は、意図的攻撃による不正侵入、データの改ざん・破壊、不正コマンドの実行、ウィルス攻撃、サービス
不能攻撃(Denial of Service)、情報漏洩、重要情報搾取等であって、情報通信ネットワークや情報システ
ムを利用した電子的な攻撃をいう。
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２．被害者名
３．原因、対応策、再発防止策
同別紙は、
「連絡を期待する内容は、基本的には、情報を共有することにより、他の事業
者の対策に有益となる情報である」
、及び「情報の連絡の内容は情報共有の趣旨から単に事
象の報告ということでなく、その原因、対応策、再発防止策を共有することが有益であるこ
とに鑑み、可能な限りこれら情報について連絡を頂くことを期待する」、さらに「この際、
情報提供者が情報の一部を削除、又は共有範囲を限定することによる適切な情報保護を行
うことが適当」と明言している。

(2)

所見

上記概要の内容から判断する限り、
「2.2.2 重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）
及びマニュアル」で述べた米国のPCIIPの内容に比べると雲泥の差が感じられ、とりわけ
次の点に対する配慮が欠落しているか又は極めて不十分な状態にある。


情報提供者に係る情報（属性情報）の保護：情報提供者や情報提供者が所属する実
体に係る属性情報の保護が保証されない限り、有用な情報を含む情報の提供を望む
ことはできない。
情報提供者が最も恐れ、かつ、情報提供を躊躇させるのは、情報提供者（情報の
提供の組織を含む）に係る情報が第三者に知られることである。さらに、結果的に
提供する情報が、当該提供者が所属する組織の情報セキュリティ上の不十分な対応
に係る場合、たとえそのような情報の提供が他山の石として有用であるとしても、
そのような情報の提供は極めて消極的なものとなる。



収集後の分析及び情報共有参加者への伝達メカニズム：提供された情報の他組織へ
の単なる伝達は、警鐘を鳴らすことにはなるが、有効な解決策を提供するものとは
ならず、情報共有が本来的に持つ効果性を発揮することは困難である。
「別紙：サイバー攻撃に関し連絡を期待する事柄の例」では、
「情報の連絡の内
容は、情報共有の趣旨からの単なる事象の報告とではなく、その原因、対応策、再
発防止策を共有することが有益であることから、可能な限りこれらの情報について
連絡が期待される」としているが、そのようなことは本来、情報共有のハブ組織が
実施すべき事項であり、一組織にそのような情報を期待すべきではない。多くの関
連情報を得て、適切な原因、対応策などを伝達するのがハブ組織の役割であり、そ
のようなハブ組織の存在と機能は情報共有における必須の要素である。



ハブ組織における提供された情報の収集、取り扱い、保管などの確実な管理：これ
は情報提供者に係る情報の保護にも関連するが、ハブ組織を中核とした情報共有ル
ールの確立は、効果的な情報共有メカニズムの確保に重要な良好な官民間パートナ
ーシップの構築・維持に不可欠である。
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政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について

4.1.4
(1)

概要

情報セキュリティ対策推進会議は 2013 年 6 月 19 日、
「政府におけるサイバー攻撃への
迅速・的確な対処について」97を公表した。この決定事項は、
「近年ますます高度化・巧妙化
するサイバー攻撃に対して、政府として迅速かつ的確に対処するための各府省庁における
徹底すべき取組」として、次に示す 3 項を示したものである。
① 各府省庁等の情報セキュリティ・ポリシーについて：各府省庁等の情報システムに対
するサイバー攻撃に係る情報を可能な限り速やかに内閣官房情報セキュリティセン
ターに連絡する旨、各府省庁等の情報セキュティ・ポリシーに記載すること。
② 各府省庁等におけるサイバー攻撃に係る情報連絡体制について：サイバー攻撃によ
る事案が発生した際の所要の連絡体制を確認・構築すること。
③ 各府省庁等の国民への説明責任の履行について：各府省庁の情報システムに対する
サイバー攻撃により、国民の権利が侵害され又は行政事務の遂行に重大な支障を及
ぼすおそれがある情報の漏えいや破損等の可能性がある事案が発生した場合には、
必要に応じ、国民への説明責任を果たすこと。

(2)

所見

「政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について」は、サイバー攻撃を受けた
後の内閣官房セキュリティセンターへの報告及び国民への説明責任を規定したものであり、
報告を受けた内閣官房情報セキュリティセンターの役割については、何ら触れられていな
い。ただし、②項の情報連絡体制については、2010 年 12 月 27 日の「情報セキュリティ対
策推進会議・危機管理関係省庁連絡会議合同会議申し合わせ」98の第 2 項「平素からの情報
収集の強化と情報共有の徹底」によるとされている。そこでは、内閣官房情報セキュリティ
センターにおいて報告された情報の収集・集約を行い、サイバー攻撃に対する初動対処、被
害の拡大防止及び再発防止に活用するため、報告した府省庁の同意を得た上、各府省庁に対
して積極的な情報提供を行うことが明記されている。
とはいえ、上記の一連の活動において、報告を行った府省庁の属性に係る情報の保護につ
いての内閣官房情報セキュリティセンターのポリシーや手順については何ら触れられてい
ない。
また、このような「サイバー攻撃に対する初動対処、被害の拡大防止及び再発防止に活用
するための」情報を民間セクターと共有する考えも明らかにされていない。このような考え
97

政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について、2013 年 6 月 19 日、情報セキュリティ対
策推進会議決定、http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai10/pdf/1.pdf
98 政府におけるサイバー攻撃等への対処態勢の強化について、2010．12.27、情報セキュリティ対策推進
会議・危機管理関係省庁連絡会議合同会議申し合わせ、
http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai10/pdf/1s.pdf
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は、官民間の効果的な情報共有に必須のものである。

4.1.5
(1)

サイバーセキュリティ戦略
概要

情報セキュリティ政策会議は 2013 年 6 月 10 日、
「サイバーセキュリティ戦略 ～世界を
率先する強靭で活力のあるサイバー空間を目指して～」99を公表した。この戦略は、情報セ
キュリティを取り巻く環境の変化に対応し、これまでの情報セキュリティ確保は無論のこ
と、広くサイバー空間に係る取り組みの推進の必要性と姿勢を明確化したものである。また、
この戦略は、2013 年度～2015 年度に及ぶ 3 か年を対象にしたもので、その年次実施計画
が「サイバーセキュリティ 2013（2014、2015）」となる。
この戦略は、次の 4 章構成（
「：」以下は節のタイトルを列挙したもの）となっているが、
情報共有に関しては特に項目は設けられてなく、関連する各章各節の各項目の記述に含ま
れて述べられている。
第 1 章 環境の変化：サイバー空間の拡大・浸透、これまでの取組、国際的な動向
第 2 章 基本的な方針：目指すべき社会像、基本的な考え方、各主体の役割
第 3 章 取組分野：強靭なサイバー空間の構築、活力あるサイバー空間の構築、世
界を率先するサイバー空間の構築
第 4 章 推進体制等：推進体制等、評価等
この戦略において、上記の各章各節の各項目中で記述された情報共有に係る戦略は、次の
ように要約することができる。


リスクベースによる対応には、情報共有によるインシデントの認知・解析機能の向上
が重要である。



企業などにおいては、情報セキュリティ対策に加え、業界団体等によるサイバー攻撃
に関する集団的な情報共有が必要である。



政府機関及び重要インフラにおけるサイバー攻撃に係る情報共有体制のカバー率を
向上する。



インシデント情報について、発注省庁等への報告及び事業者間の情報共有を促進す
る。



重要インフラ事業者等及びセプターとの間における情報共有を推進する。



機微情報に対する秘密保持契約、政府機関と企業との情報共有における秘密情報と
個人情報の保護に配慮する。

99

サイバーセキュリティ戦略 ～世界を率先する強靭で活力のあるサイバー空間を目指して～、2013 年 6
月、サイバーセキュリティ政策会議、http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cyber-security-senryakuset.pdf
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重要インフラ事業者等とサイバー空間関連事業者との脆弱性情報や攻撃情報等の情
報共有等による連携を促進する。



警察庁が実施している民間との情報共有取組を強化する。



国際的な情報共有を推進する。

以下は、関連する項目のタイトル（ゴシック体）
、及び同項目からの情報共有に係る箇所
を抜粋要約したものである。


2 基本的な方針－(2)基本的な考え方－③リスクベースによる対応の強化：脆弱性へ
の対処やサイバー攻撃に関するインシデントの認知・解析機能の向上、これら機能の
連携、情報共有の促進による脅威分析能力の高度化、各主体の CSIRT の連携や国際
的な CSIRT の連携の強化等が重要であり、これらによる動的対応能力を通じ、リス
クの性質を踏まえたリスクベースによる対応を強化することが必要である。



2 基本的な方針－(3)各主体の役割－③企業や教育・研究機関の役割：企業や教育・
研究機関においては、個々における情報セキュリティ対策に加え、業務の委託先や提
携先とも連携しつつ、サイバー攻撃に関する情報共有など業界団体等による集団的
な対策に取り組むことが期待される。



2 基本的な方針－(3)各主体の役割－③一般利用者や中小企業の役割：中小企業のう
ち、重要インフラ事業者や先端的な技術を有する事業者等と契約関係にあることな
どにより我が国の重要な情報やシステムを取り扱っている事業者については、個々
における情報セキュリティ対策に加え、サイバー攻撃に関する情報共有等の取組が
期待される。



3 取組分野：2015 年度までに、政府機関及び重要インフラ分野におけるサイバー攻
撃に関する情報共有体制のカバー率の向上



3 取組分野：(1)強靭なサイバー空間の構築－①政府機関等における対策－情報及び
情報システムに係る情報セキュリティ水準の一層の向上：サイバー攻撃に関するイ
ンシデント情報の発注省庁等への報告及び事業者間の情報共有の促進を図る。国と
密接な関係にある法人によるインシデント情報の法人所管省庁への報告、法人の自
主的判断に基づく事案対処省庁への通報及び関係機関との情報共有等を推進する。



3 取組分野：(1)強靭なサイバー空間の構築－②重要インフラ事業者等における対策：
障害情報及び攻撃・脅威・脆弱性等に関する情報については、引き続き重要インフラ
事業者等及びセプターとの間における情報共有を推進するとともに、業種間での情
報共有が難しい標的型攻撃に関する情報については 、秘密保持契約に基づく情報共
有体制を深化・拡充する。また、重要インフラ事業者等による事業所管省庁への迅速
な報告、自主的判断に基づく事案対処省庁への通報及び関係機関との情報共有につ
いては、個人情報・秘密情報に配慮した上で促進する。
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重要インフラ事業者等とサイバー空間関連事業者との脆弱性情報や攻撃情報等の情
報共有等による連携の促進


3 取組分野－(1)強靭なサイバー空間の構築－⑤サイバー空間の犯罪対策：
「サイバー
インテリジェンス対策のための不正通信防止協議会」100等を活用した民間との協力
による情報共有の取組の強化



3 取組分野－(3)世界を率先するサイバー空間の構築－③国際連携：国際連携による
情報共有を推進し、サイバー攻撃に関するインシデントの国際的な動向を把握する
ことが重要である。具体的には、CSIRT 間のサイバー攻撃に関するインシデント情
報の共有促進等の運用レベルにおける連携の強化を図る。

(2)

所見

この戦略では、
「リスクベースによる対応には、情報共有によるインシデントの認知・解
析機能の向上が重要である」として、業界団体等による集団的な情報共有の必要性、事業者
の情報共有への取組の促進、政府機関及び重要インフラ分野における情報共有カバー率の
向上、セプターにおける情報共有の促進、重要インフラ事業者等とサイバー空間事業者との
情報共有の促進、警察庁のサイバーインテリジェンス及びサイバーテロ関連の官民情報共
有取組の強化、並びに情報共有にあたっての秘密保持契約及び個人情報・秘密情報の配慮を
明言している。
このように、サイバーセキュリティ戦略にはサイバー空間防衛のための様々な政府機関
及び民間組織との情報共有の促進が述べられており、これらの早期達成が望まれる。ただし、
問題となるのは情報共有を確実なものとする達成方法であり、国家の安全保障、経済の安全
保障及び国民の安寧の観点からも、官民両者において情報共有の効果性が十分に反映され
る必要がある。この達成を促進させるのは、官民間の情報共有の円滑化を図る法的考慮であ
る。すなわち、国民の知る権利、民事訴訟、情報公開法、規制機関や所管省庁などからの開
示要求に対する情報提供者（及び所属組織）の属性情報及び機微情報の保護は、情報共有の
効果性確保のための大前提である。このことが明確に保証されない限り、官民パートナーシ
ップの構築は無論のこと、積極的な情報提供に基づくサイバーセキュリティの確保を望む
ことはできない。米国においては、
「2.1.3 プライバシー及び自由権の保護」で述べたとお
り、属性情報及び機微情報に対しては情報共有における最大の考慮事項としている。

100

セキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対処するサービスを提供する事業者と情報窃取を
企図したとみられるサイバー攻撃に関する情報共有等を行う「サイバーインテリジェンス対策のための不
正通信防止協議会」のほか、例えば、サイバーテロに関する警察からの情報提供、民間有識者による講
演、参加事業者間の意見交換や情報共有を行うため、全ての都道府県において、重要インフラ事業者等と
の間で構成される「サイバーテロ対策協議会」が設置されている。また、情報窃取を企図したとみられる
サイバー攻撃に関する情報共有を行うネットワークとして「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワ
ーク」が構築され、ウィルス対策ソフト提供事業者等との間で不正プログラム対策に関する情報共有を行
う「不正プログラム対策協議会」が設置されている。これらの詳細は、3.Ⅹ警察庁の節を参照のこと。
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4.1.6
(1)

サイバーセキュリティ 2013
概要

情報セキュリティ政策会議は 2013 年 6 月 27 日、
「サイバーセキュリティ 2013」101を公
表した。このサイバーセキュリティ 2013 は、前項の「4.1.5 サイバーセキュリティ戦略」
に基づく最初の年次計画であり、2013 年度及び 2014 年度に実施する具体的な取組の重点
についての詳細が示されている。したがって、その章構成も上位文書であるサイバーセキュ
リティ戦略の副題「～世界を率先する強靭で活力のあるサイバー空間を目指して～」に基づ
き、次のようになっている。
1.

強靭なサイバー空間の構築

2.

活力あるサイバー空間の構築

3.

世界を率先するサイバー空間の構築

サイバーセキュリティ戦略と同様、
「情報共有」と題する節や項はない。とはいえ、随所
に情報共有、情報の共有、連携などの用語が散見される。表 4.1-3 はそれら情報要求に係る
事項の抜粋要約と担当府省庁などを示したものである。
なお、同表に示す略号の意味は次のとおりである。
内：内閣官房、全：全府省庁、経：経済産業省、総：総務省、警：警察庁、外：外務省、
独：独立行政法人等、関：関係府省庁
GSOC： Government Security Operation Coordination team（政府機関情報セキュ
リティ横断監視・即応調整チーム）
FIRST：Forum of Incident Response and Security Team
IWWN：International Watch and Warning Network
また、情報共有関連取組事項欄の末尾に「（2015）
」と付記したものは 2015 年度までの実施
を、及びそれ以外は当該年度内での実施完了をそれぞれ意味する。
表 4.1-3：サイバーセキュリティ 2013 における情報共有関連取組事項
情 報 共 有 関 連 取 組 事 項
電子メールに係るなりすまし防止等の対策の強化：迷惑
メール対策推進会議との連携
国の重要な情報を取り扱う企業等の対策の強化：発注元
への報告及び事業者間の情報共有の推進
独立行政法人、地方公共団体の対策の強化：インシデン
ト報告及び関係機関との情報共有
サイバー攻撃への対処態勢の充実・強化：GSOC の強化
101

内 全 経 総 警 外 独 関
○ ○
○ ○
○
○ ○

サイバーセキュリティ 2013、2013.6、情報セキュリティ政策会議、
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2013.pdf
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○

○ ○

情 報 共 有 関 連 取 組 事 項

内 全 経 総 警 外 独 関

（収集・分析情報の速やかな情報共有）
。重要インフラ事
業者等への提供の情報共有の仕組みの検討(2015)
全府省庁のサイバー攻撃事態対処に資する情報の NISC
での集約及び全府省庁との適時・適切な共有
官民情報共有の推進：民間 CSIRT や SOC 事業者との情
報共有の推進
重要インフラ事業者と政府機関との情報共有の仕組みな
どを検討の上、行動計画を策定。
情報共有体制の進化・拡充：セプターカウンシルの一層
円滑な推進
共有すべき情報の整理：共有すべき情報と有効な共有方
法について整理・充実
重要インフラ防護第 2 次行動計画の情報連絡・情報提供
関連実施細目に基づく情報共有の推進、同細目の見直し

○ ○
○ ○
○

○

○
○
○

同上実施細目の情報共有ルールの改善：所管省庁と重要

○

インフラ事業者間の情報共有ルールの改善
セプターの強化及び訓練：セプター情報共有体制の維持・
向上のための情報疎通機能の確認機会の提供

○

○

サイバー情報共有イニシアティブの強化：J-CSIP 参加者
の拡大、共有情報の充実、セプターとの情報共有の推進。

○

標的型サイバー攻撃の特別相談窓口及びサイバー攻撃解
析協議会による高度解析
情報セキュリティ事案について、総務省とテレコム・ア

○

イザックとの情報共有の推進
重要インフラの分野横断的演習の実施による情報共有の
活性化
重要インフラ保護のための国際的な情報共有の促進
技術・営業秘密保護に関する情報共有検討のための官民
フォーラムの準備開始

○

○

○

○ ○

○

○

政府機関や重要インフラ事業者等の関係機関間における
情報共有促進のための秘密保持の枠組みについて検討。
結果は 2015 改組予定の「サイバーセキュリティセンタ

○

ー(仮称)」
（NISC の機能強化）に反映（2015）
コンピュータセキュリティ早期警戒体制の強化によるウ
ィルス、不正アクセス、脆弱性等の迅速な情報共有
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○

○

情 報 共 有 関 連 取 組 事 項

内 全 経 総 警 外 独 関

JPCERT/CC と同様の国内外の関係機関との情報共有、
及びインターネット定点観測情報共有システム

○

（TSUBAME）との連動等の有効活用などの促進
SOC 事業者間及び諸機関との脅威に関する情報の共有
の促進

○

○ ○

重要インフラに対するサイバーテロ対策に係る官民連携
の強化：サイバーテロ対策協議会による事業者間の情報

○

共有によるサイバーテロ発生時の緊急対処能力の向上
サイバーインテリジェンス対策に係る官民連携強化：サ

○

イバー攻撃の標的となるおそれのある事業者等との共有
多 国間の枠 組み等に おけ る国際連 携・協力 の推 進：
APEC、OECD、IWWN、FIRST などとの連携推進
重要インフラ保護のための国際的な情報共有や連携の促
進を目的とする MERIDIAN の活動等への積極的関与

○
○

○
○ ○

○
○

内閣官房は、各府省庁の官民情報共有ネットワークと政
府機関の情報共有ネットワークの結節点の役割を果た

○

○

し、サイバー攻撃に関する官民情報共有の更なる推進

(2)

所見

具体的な取組事項についての表題は当然のことながら前項の「4.1.5 サイバーセキュリテ
ィ戦略」に同じであるが、記述内容的については若干の詳細さを示しているものの大差ない。
強いて違いを言うならば、取組事項を関係する府省庁に割り当てたことである。したがって、
所見も前項に同じである。
ただし、明らかなことは、
「防衛省」と明記した情報共有の取組事項がないことである。
このことは、ほとんどの防衛関連企業等が、後述する情報処理推進機構の J-CSIP や警察庁
のサイバーインテリジェンス情報共有ネットワークなどに参加する一部の防衛関連企業等
を除き、このサイバーセキュリティ 2013 に示す情報共有に直接の係りが全くなく、蚊帳の
外に置かれていることを意味する。防衛省に関連する事項の記述はあるものの、それは防衛
省・自衛隊内における情報の共有であり、防衛関連企業等や重要インフラ事業者などとの情
報共有はない。
後述の「4.4.4 サイバーディフェンス連携協議会」において、防衛省と防衛関連企業等と
の間の情報共有について述べるが、これは防衛省と防衛関連企業等に限定したコミュニテ
ィであり、これまでに述べた重要インフラ事業者等が係る情報共有とは隔絶されたもので
ある。
防衛関連企業等は、防衛産業分野が重要インフラ分野とならずとも、何らかの工夫により
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NISC が中核となっている我が国のサイバーセキュリティ情報共有の取組に加わるべきで
ある。
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4.2

総務省

総務省は、行政組織、公務員制度、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政事業な
どの国家の基本的仕組みに係る諸制度、国民の経済･社会経済活動を支える基本的システム
を所管する省である。したがって、情報通信に対するセキュリティ分野の重責を担っており、
重要インフラ防護の一分野であるインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）のセキ
ュリティ団体である「Telecom-ISAC Japan」の所管省庁となっている。また、行政分野の
重要インフラの所管省庁でもある。
主な情報共有に係る活動には、経済産業省との共催による「サイバー解析協議会」及び「情
報共有の円滑化に向けた提言」がある。以下にそれらを紹介するとともに、筆者の所見を述
べる。

4.2.1
(1)

サイバー解析協議会
概要

総務省は経済産業省とともに 2012 年 7 月 11 日、
「サイバー攻撃解析協議会」の第 1 回
会合を開催した。この協議会は、サイバー攻撃に対する高度な解析によりその実態を把握
し、その結果を関係省庁や重要インフラ事業者に提供することを目的としている。協議会
のメンバーには両省の他、
（独）情報通信研究機構、
（独）情報処理推進機構、テレコム・
アイザック推進会議（Telecom-ISAC Japan）及び JPCERT/CC の 4 団体が参加してい
る。具体的には、これら 4 団体が保有する情報を基に、サイバー攻撃からの防御に必要な
高度解析を行い、その結果を内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）経由で関係省
庁や重要インフラ関係事業者等へ提供し、サイバー攻撃対策に資することを目的としてい
る。一方の関係省庁や重要インフラ事業者等は、サイバー攻撃関連の情報をサイバー解析
協議会へ提供する。
なお、共有される情報は、各団体が保有するマルウェア解析結果、攻撃元情報、攻撃の
予兆を示すネットワーク関連情報などのうち、共有することが可能な情報に限定されてい
る。
情報処理推進機構（IPA）が実施するサイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）とは密
接な関係がある。つまり、J-CSIP が提供する情報によりサイバー攻撃関連情報が多くなる
こと、及びサイバー解析協議会における高度な解析を実施することにより、サイバー攻撃の
特徴や攻撃手法など、サイバー攻撃の実態の把握結果を J-CSIP にフィードバックすること
ができるからである。

(2)

所見

この協議会が経済産業省にないのは外から見ると奇異な感じがするが、情報通信の所管
省庁であることから総務省所管となっているのであろう。我が国に情報通信省などがあっ
て、情報セキュリティに係る事項を一括して所掌する方が効率的かつ効果的と思われるが、
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致し方のないことと言うべきであろう。
とはいえ、この協議会が実施している内容は極めて高度な解析であり、機能上の役割は極
めて価値のあるものと言える。

4.2.2
(1)

情報共有の円滑化に向けた提言
概要

情報セキュリティ・アドバイザリー・ボードは 2013 年 4 月 5 日、
「総務省における情報
セキュリティ政策の推進に関する提言」102を行った。その「Ⅱ 高度化する新たなサイバー
攻撃への動的防御プロセス連携の確立－(1) 産官学それぞれの役割における動的防御プロ
セス連携の確立－情報共有の円滑化に向けた仕組みの検討」では、下記に示すような提言を
行い、情報共有の円滑化に向けた内容を提言している。
○情報共有の円滑化に向けた仕組みの検討
【問題意識】
サイバー攻撃に関する官民の情報共有については、情報共有ネットワーク構築による
取組が推進されているが、営業秘密の保護・保持と情報公開の要請とのミスマッチによ
り、進んでいないのが現状である。一方で、サイバー攻撃の届出制度も複数存在し、届
け出の利点も見えないことが、情報共有の障壁となっている。
【解決の方向性】
サイバー攻撃に関する官民の情報共有の円滑化に向けて、内閣官房情報セキュリティ
センターなどと連携し、公的機関が実施する届出制度の整理や事業者のインセンティブ
（義務づけと免責の仕組みなど）、協調対処のあり方などについて検討する。
（現状）
情報セキュリティ上のインシデントが生じた場合に届出を受理する公的な機関が複数
存在している。
（短期的な対策）
 現行のサイバー攻撃に関する届出制度について、共有される情報の範囲、届出によ
る効果などの観点から整理する。
 標的型メールの受信などサイバー攻撃の初期段階における情報や新たなマルウェア
の発生に関する情報などの共有体制を構築する。
 ある主体で発生した事案について、他の主体への対策立案に貢献できるような情報
共有の仕組み（例えばデータベースの構築など）について検討する。
 官から民への情報提供について、官民連携の実効性を高める観点から、リアルタイ
ム性や共有される情報の範囲などについて検討する。
（中期的な対策）
102

総務省における情報セキュリティ政策の推進に関する提言、2013 年 4 月 5 日、情報セキュリティ・
アドバイザリー・ボード、http://www.soumu.go.jp/main_content/000217000.pdf
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 情報共有の円滑化に向けた制度的なあり方について具体的に検討する。
 国際的な情報共有体制の構築について検討する。
(2)

所見
提言に述べられている問題意識及び解決の方向性について異論の余地がなく、正しく

そのとおりである。
この提言が、内閣官房情報セキュリティセンターにおける改善に反映されることを期
待するものである。
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4.3

経済産業省

経済産業省・商務情報政策局・情報セキュリティ政策室の主な施策としては、情報セキュ
リティ・ガバナンス確立促進事業、普及啓発事業、電子署名法制度、セキュリティ製品認証・
評価、情報セキュリティ監査制度、暗号技術評価、脆弱性関連情報取り扱い体制、フィッシ
ング対策事業などがある。これら事業において情報共有に関連するものとして、制御システ
ムセキュリティ討タスクフォース及びフィッシング対策協議会がある。
以下に、これら情報共有の概要を紹介するとともに、筆者の所見を述べる。
なお、経済産業省は、電力分野及びガス分野の重要インフラの所管省庁でもある。

4.3.1

制御システム検討タスクフォース

経済産業省・商務情報政策局・情報セキュリティ政策室は 2011 年 10 月 28 日、「制御シ
ステムセキュリティ検討タスクフォース」103の第 1 回会合を開催した。このタスクフォー
スの概要及び筆者の所見を表 4.3-1 に示す。
表 4.3-1：制御システムセキュリティタスクフォースの概要と所見
項

目

名

称

内

容

制御システムセキュリティ検討タスクフォース

設 置 日

2011 年 10 月 28 日

設置組織

経済産業省・商務情報政策局・情報セキュリティ政策室

目

的



国内の重要なインフラ等に対する情報セキュリティ対策の強化



海外の貿易障壁となりうる制御システムセキュリティ認証への対応



座長（大学教授）
、委員（企業などからの技術責任者 23 名）
、オブザー
バー（大学教授、JPCERT/CC などから 11 名）、事務局（経済産業省
から 8 名）


参 加 者

次の 6 つの作業グループ（WG）から構成されている。
① 標準化 WG
② 評価・認証 WG
③ インシデントハンドリング WG
④ テストベッド WG
⑤ 人材育成 WG
⑥ 普及啓発 WG

報告情報
提供情報

（インシデントハンドリング体制未確立のため、該当せず）

103

制御システムセキュリティ検討タスクフォース報告書・中間とりまとめ（概要）
、2012 年 6 月 1 日、
経済産業省・商務情報政策局・情報セキュリティ政策室、
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/controlsystem_security/pdf/report01_01_00.pdf
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項

目

内

容

情報の保護


国際標準化への対応：産業用制御システムセキュリティに関しては、
IEC（国際電気標準化会議）において IEC62443 として規格化が検討
されているが、日本は戦略的な提案ができていない。



評価・認証制度構築：欧米で先行している評価・認証サービススキー
ムによる市場の寡占状態が想定されているが、日本国内における同ス

そ の 他

キームの仕組みについて検討する必要がある。


インシデント対応：制御システムに対する脅威が増していくことが予
想されるため、制御システムセキュリティに関するインシデントレス
ポ ン ス 体 制 （ ICS-CERT: Industrial Control Systems Cyber
Emergency Response Team）が必要である。
このタスクフォースの趣旨は、「国内の重要なインフラ等に対する情報

セキュリティ対策の強化、及び海外の貿易障壁となりうる制御システムセ
キュリティ認証への対応」とされているが、これは制御システムのセキュ
所

見

リティに対する我が国の遅れを如実に表したものであり、欧米諸国では 10
年以上も前から取り組まれているものである。
情報共有の対象となるインシデントハンドリングについては、米国の国
土安全保障省が実施している ISC-CERT を参考に、日本版 ICS⁻CERT の
立ち上げを早期に図ることとされている104。

4.3.2

フィッシング対策協議会

サイバーセキュリティ 2013 では、次のようにフィッシング対策協議会105の活用を示して
いる。
⑤サイバー空間の犯罪対策－サイバー攻撃対策等の強化－（ｷ）フィッシング対策協議会
（経済産業省）
：フィッシング詐欺被害の抑制のため、フィッシング対策協議会を通じて、
海外、特に米国を中心として大きな被害を生んでいるフィッシング詐欺に関する事例情
報、技術情報の収集及び提供を行う。
このフィッシング対策協議会の概要と筆者の所見は、表 4.3-2 に示すとおりである。

104

制御システムセキュリティ検討タスクフォース報告書・中間とりまとめ、2012 年 6 月 1 日、経済産
業省、
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/controlsystem_security/pdf/report01_02_00.pdf
105 フィッシング対策協議会、https://www.antiphishing.jp/
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表 4.3-2：フィシング対策協議会の概要と所見
項

目

名

称

内

容

フィッシング対策協議会

設 置 日

2005 年 4 月 28 日

設置組織

事務局：一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター

目

的

参 加 者

フィッシングに関する情報の収集・提供、注意喚起などの活動を中心と
した対策の促進


正会員：14 社



賛助会員：50 社



オブザーバー：7 団体（総務省、経済産業省、警察庁、金融庁、消費
者庁、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人情報処理推進機
構・セキュリティセンター）



報告者：ユーザーからクレジットカード事業者、ネット販売事業者、
セキュリティ事業者若しくは国民生活センターへの問い合わせ情報
に基づく情報のそれら事業者等から、又は直接にユーザーからの情報

報告情報

提供


報告情報：フィッシングと思しきメールの転送、又はフィッシング・
メールのタイトル、差出人名、送信日時、概要など



事業者等に寄せられた問い合わせ情報をリアルタイムで集約し、メン
バー等の間で共有データベース化による情報提供（フィッシング URL
情報の提供）

提供情報



フィッシング被害に関する情報全般、メンバー等における取り組み状
況等の情報を随時収集し、メンバー等に提供



収集した情報を精査した注意喚起用資料を作成の上、マスコミ、事業
者、一般消費者に対し、ホームページ等を通じた定期的な情報提供

情報の保護

そ の 他

（不明）


フィッシング情報の報告件数：2011 年度（498）
、2012 年度（828）



フィッシングサイトの件数：2011 年度（582）
、2012 年度（2286）



活動：上記活動に加え、フィッシング動向の分析、技術・制度的対応
の検討、及び海外機関との連携を行っている。



フィッシング技法も巧妙化されつつあり、昨今では「ポップアップを
利用した詐欺」が出現したほか、モバイルフィッシングの被害が増加
しつつある（詳細は、
「フィッシングレポート 2013」106を参照された
い）

106

フィッシングレポート 2013、2013 年 6 月、フィッシング対策協議会・ガイドライン策定ワーキング
グループ、https://www.antiphishing.jp/report/pdf/phishing_report_2013.pdf
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項

目

内


容

フィッシング対策協議会は 2013 年 6 月、ユーザー及びサービス事業
者を対象としたフィッシング詐欺被害の未然防止、及び発生した場合
の被害拡大抑止のため「フィッシング対策ガイドライン 2013 年版」
107を公表した。

所

見

一般ユーザーにとって身近な問題であり、家庭や組織におけるフィッシ
ング対策の周知徹底が望まれる。

107

フィッシング対策ガイドライン 2013 年版、2013 年 6 月、フィッシング対策協議会、
http://www.antiphishing.jp/report/pdf/antiphishing_guide.pdf
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防衛省

4.4

防衛省における防衛産業（防衛省との契約企業及び防衛関連企業）との情報セキュリティ
に係る情報共有、とりわけ防衛省と防衛産業のパートナーシップに基づく情報共有は、2012
年ごろまで積極的な取り組みが行われていなかった。
このような取り組みが次第に明らかになったのは、2012 年 5 月に公表された「防衛情報
セキュリティ報告書」からである。その後、2012 年 9 月に公表された「防衛省･自衛隊によ
るサイバー空間の安定的・効果的な利用に向けて」では、「防衛省・自衛隊と防衛産業等と
の間で最新の攻撃手法や技術動向等の共有を図る」ことが明示されたが、具体的な取り組み
に言及したものではなかった。そして、2013 年 2 月に公表された「サイバー政策検討委員
会の設置」における防衛産業との「防衛産業・調達グループの設置」により、防衛産業に対
する協力が明らかとなった。同年 7 月には、
「サイバーディフェンス連携協議会」設置され、
防衛省・自衛隊と防衛産業とのパートナーシップ構築による本格的な情報共有に一歩踏み
出した。
以下の各項において、前述の公表された資料に基づきこれまでの防衛省・自衛隊と防衛産
業の情報セキュリティに係る情報共有の歩みの概要を紹介するとともに、それら公開資料
内容についての筆者の所見を述べる。

4.4.1
(1)

防衛省情報セキュリティ報告書
概要

防衛省が2012年5月に公表した「防衛省情報セキュリティ報告書」108は、2011年度に防
衛省が実施した情報セキュリティの具体的な取組の内容や結果についてまとめたものであ
る。その中で情報共有に関する記述は4箇所あり、うち3箇所が自衛隊部対等間、残り1箇
所が官民間の情報共有となっている。官民間の情報共有については、
「5.4 調達・外部委託
－(2) 調達における情報セキュリティ確保の強化」に述べられているが、防衛省と契約企
業間の情報共有ではなく、契約企業から報告された情報を、政府全体として取り組んでい
る官民間での情報共有の枠組みに対する提供となっている（下記にその抜粋を示す）
。
(2)調達における情報セキュリティ確保の強化
しかしながら、昨年夏のサイバー攻撃事案の事実関係を踏まえ、防衛省の調達におけ
る情報セキュリティに関する特約条項等を2011年12月に改正し、契約企業に対し、保護
を要する情報の取扱いの厳格化、人的教育の徹底等を図り対策を強化しました。
また、政府全体として取り組んでいる官民間での情報共有の枠組みにおいて、この契
約企業から得られた情報の共有を行い、情報セキュリティの向上に向けた政府全体の取
組に寄与するものとしていきます。

108

防衛省情報セキュリティ報告書、2012 年 5 月、防衛省、
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/security/security_hokoku.pdf
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表 6 防衛省の調達における情報セキュリティに関する特約条項等の改正内容について
改正の骨子

改 正 の 具 体 的 内 容
① 保護すべき情報が保存されたサーバー／パソコンにウィルス

防衛省へ迅速な

等への感染又は不正なアクセスがあった場合には、直ちに防衛

報告

省へ報告することを義務化
② 責任者・連絡担当者を明らかにした連絡系統図の作成
③ 少なくとも週１回以上、ウィルス対策ソフトによるフルスキャ
ンを実施

セキュリティ対
策の強化

④ 保護すべき情報が社外へ漏えいしていないか、24 時間 365 日
監視
⑤ 保護すべき情報へのアクセス記録については、3 か月以上保存
⑥ 暗号化対策の強化

企業における教
育・訓練の強化

(2)

⑦ 社員への教育・訓練の実施状況を監査により確認（なりすまし
メールへの対応状況を重点的に確認）

所見

(1)項に示された防衛省の情報共有に係る疑問点は次のとおりである（実際には別途の取
決めなどの存在や、細部を示す文書が存在するかもしれないが）
。


企業から得られた情報を政府全体の情報共有の取り組みに提供するとしているが、
この場合の情報提出企業の属性や個人情報の取り扱い、及び情報提供の同意の取り
付けがどうなっているのであろうか？



政府への情報の提供にあたって、保護すべき情報の取り扱いがどうなっているので
あろうか？



提供するだけで、政府から防衛省へ、さらには契約企業など防衛産業への情報の提
供はないのであろうか？

4.4.2
(1)

防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安定的・効果的な利用に向けて
概要

防衛省は 2012 年 9 月、
「防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安定的・効果的な利用に
向けて」109を公表した。その目的は、
「防衛省・自衛隊がサイバー空間を安定的・効果的に
利用するに当たり取り組むべき施策の全体像とポイントを示し、これらを一体的かつ整合
的に推進するための指針とするべく、本文書を定める」としている。この取り組むべき施策
は次の 3 項目であり、②項が本調査研究の対象となる情報共有に係るものである。
① 防衛省・自衛隊の能力・態勢強化
109

防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安定的・効果的な利用に向けて、2012 年 9 月、防衛省、
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/security/cyber_security_sisin.html#adx2
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② 民間も含めた国全体の取組への寄与
③ 同盟国を含む国際社会との協力
上記②項に対する基本方針については、
「防衛省・自衛隊の活動は、電力、交通、通信と
いった一般の社会インフラをはじめ、装備品の開発や整備についても民間部門に依存して
おり、社会全般におけるサイバー空間の安定的利用の確保は、防衛省・自衛隊自身にとって
も極めて重要である」としているが、この考え方は米国国防総省の防衛企業基盤（DIB）に
対する考え方、又は重要インフラ防護の考え方に基本的に同じである。
そして、具体的な取組内容については、
「別紙 2 具体的な取組－① 組織の垣根を越えた
協力の推進、及び② 民間も含めた国全体の取組への寄与」に示されている。①項は、内閣
官房を中心とする政府全体のセキュリティ・レベルの向上への積極的な支援・参加を行うも
のである。②項は、防衛産業に係るもので、次のように示されており、情報共有に対する取
組が重要視されていることが理解できる。
② 民間部門を含む国全体のセキュリティ・レベルの向上への貢献
(ｱ) 契約企業等に対し、保護すべき情報の取扱いの厳格化、教育の徹底を継続し
て求めていくとともに、実効的な監査に努めることにより、契約企業等にお
けるセキュリティ・レベルの向上を図っていく。
(ｲ) 防衛産業等との間で最新の攻撃手法や技術動向等の共有を図る。
(ｳ) 政府全体として取り組んでいる官民間の情報共有のための枠組みを活用し、
最新の攻撃手法や技術動向等の共有を図る。
(ｴ) 防衛産業等との間で、サプライチェーンリスクの軽減のための方策につい
て、意見交換等を進める。

(2)

所見

前項「4.4.1 防衛省情報セキュリティ報告書」の所見に示した疑問点は、この公表により
わずかながら解けた。かつ、防衛産業との情報共有に向けての新たな取り組み姿勢も感じら
れる。しかしながら、細部が省略されていることから、次の疑問点がなお残る。


(ｲ)項：防衛省と防衛産業等との間の情報共有について、防衛省の担当部門、共有の細
部や手段などが不明である。



(ｳ)項：政府全体の官民間共有の枠組みと(ｲ)項の共有枠組みとが相互に共有するのか
が不明である。



(ｴ)項：サプライチェーンリスクに情報セキュリティ・リスクも存在することから、防
衛省と防衛産業等との間の情報共有の一環とすべきではなかろうか？
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4.4.3
(1)

サイバー政策検討委員会の設置
概要

防衛省は 2013 年 2 月 15 日、
「サイバー政策検討委員会」110の設置を公表した。この委員
会設置の趣旨は、
「防衛省・自衛隊におけるサイバー政策に係る検討体制を一層強化するた
め」としている。
同委員会は、委員長に防衛副大臣が、委員長代理に 2 人の政務官、副委員長に事務次官、
そして委員に官房長、防衛政策局長、運用企画局長、人事教育局長、経理装備局長、技術監、
審議官（サイバー攻撃対処担当と防衛産業担当）
、各幕僚長、情報本部長、技術研究本部長
及び装備施設本部長が構成員となっている。
この委員会は、次に示す 4 つの検討グループが設置されている。このうち、防衛産業に係
るのが④のグループである。
① 政策・編成グループ（長：防衛政策局防衛政策課長）：諸外国や関係機関との協力、
サイバー攻撃等の法的位置づけ、体制の整備
② 情報通信グループ（長：運用企画局情報通信・研究課長）：サイバー攻撃等への対処
に係る事業・運用
③ 人的基盤グループ（長：運用企画局情報通信・研究課長、人事教育局人事計画課・補
任課長）
：サイバー攻撃等への対処を担う人材の育成・確保
④ 防衛産業・調達グループ（長：運用企画局情報通信・研究課長、経理装備局装備政策
課長）
：防衛産業との協力、サプライチェーンリスクへの対応

(2)

所見

検討グループの④で防衛産業との協力が示されている。運用作戦部隊を対象にした情報
共有の不可欠性は無論のことであるが、そのような作戦ミッション遂行に対する支援の役
割を担っているのが防衛産業であり、防衛産業におけるサイバーセキュリティの確保の重
要性も必須のものといえる。
次項「4.4.4 サイバーディフェンス連携協議会」の発足は、この④項によるものと思われ
る。

4.4.4
(1)

サイバーディフェンス連携協議会
概要

防衛省は2013年7月、
「サイバーディフェンス連携協議会（CDC）の設置・取組につい
て」111を公表した。このCDC（Cyber Defense Council）の目的は、「防衛省及び防衛産業
に特徴的なサイバー攻撃等に関し、双方にとって利益となるパートナーシップを確立・育
110

サイバー政策検討委員会、2013 年 2 月 15 日、防衛省、
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai33/pdf/33shiryous02.pdf
111 サイバーディフェンス連携協議会（CDC）の設置・取組について、2013 年 7 月、防衛省・運用企画
局・経理装備局、http://www.mod.go.jp/j/approach/others/security/cyber_defense_council.pdf
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成し、関係者の多様な技能・知見を活用することより、次の3項目を図ること」としてい
る。
① 防衛省・自衛隊の対処能力の向上
② 防衛産業の機能・能力の維持・復旧能力の向上
③ 防衛省と防衛産業との間の信頼関係に一層の醸成
なお、CDCに参加する防衛産業は、サイバーセキュリティに関心の深い当面10社程度の
コアメンバーの参加に止め、CDC参加会社間における情報共有を促進するとしている。こ
のCDCの当面の取組みの概要として、下記が示されている。
以下の取組みを通じ、防衛省と防衛産業双方のサイバー攻撃対処能力の向上を目指
す。（当面は、①及び②を中心に取り組む。）
① 標的型メール攻撃等不正な通信の防止に資する情報についてCDC構成員の間で情
報共有を図り、CDC構成員からの情報窃取を企図する不正な通信の防止のため、
相互に連携を促進。
② 企業間において直接的には共有することが難しい当該企業に対する標的型攻撃等
に係る情報について、防衛省が介在する（ハブとなる）ことにより、企業間にお
ける情報共有を可能とするとともに企業間における情報共有を促進。
③ 防衛産業に特徴のあるサイバー攻撃等についてベストプラクティスの共有を実
施。
④ 防衛省・自衛隊と防衛産業とのサイバー攻撃対処能力向上のための共同訓練等を
実施。
⑤ 米国等の取組事例も参考としつつ、防衛省・自衛隊と防衛産業との将来的な協力
関係のあり方について検討。
公表された資料の参考資料として「サイバーセキュリティ戦略（抄）
（平成 25 年 6 月 10
日 情報セキュリティ政策会議）
」が添付されているが、防衛省との係りについては次が明ら
かにされている。これらは今後、防衛省が我が国のサイバー空間防衛に参加するにあたって、
積極的に係るべき事項と思われる。


重要インフラの範囲の見直し：防衛産業が新たに重要インフラとなる可能性を示唆
していると思われる。



機密情報の等の共有システム・制度の整備：防衛関連システム以外の重要インフラ
等の情報システムに対する攻撃における防衛省・自衛隊等の政府機関の役割や海外
からの不正通信等に対するサイバー空間関連事業者の役割など、相互支援の在り方
を含む非常時における関係機関の役割を整理し、必要な体制・機密情報等の共有シ
ステム・制度の整備等を行う。



秘密保持の枠組みの整備：攻撃者等に対して秘密とすべき情報について、既存の仕組
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みを活用しつつ、共有する目的、共有される情報等の内容や共有する者の範囲等に応
じた秘密の保持のための枠組みを整備することが、述べられている。

(2)

所見

この CDC の取り組みは、本調査研究の情報共有と方向を同じくするものである。ここで
は簡単な所見に止め、本所見を含めた具体的な提言については「第 5 章 提言」で述べる。


当面の脅威対象を「標的型メール攻撃等」としているが、同じく標的型メール攻撃を
対象として経済産業省が現在実施中の J-CSIP との関係はどうなっているのであろ
うか。J-CSIP への参加者は現在、39 社に及ぶとされている。また、J-CSIP には総
務省と経済産業省が共同の「サイバー解析協議会」との連携も実施されている。



将来的には、サイバー攻撃対処のためのベストプラクティスの共有、訓練の実施、及
び米国における取組事例を参考とした将来的発展を目指すとしている（「2.3.2 防衛
企業基盤サイバーセキュリティ／情報保証プログラム」と比べると、現在の CDC の
取組内容は揺籃期といえる）。

4-37

4.5

警察庁

警察庁は 2013 年 5 月 16 日、
「総合的なサイバー攻撃対策の強化について」と題する通達
を公表した112。これは、サイバーテロの脅威の増大、及びサイバーインテリジェンス事案の
続発に対応するため、態勢の整備、官民連携の推進等を行い、サイバー攻撃対策の強化を図
るものとされている。この通達の中の「3 被害の未然防止及び拡大防止のための官民連携の
強化」の項では、
「重要インフラ事業者、先端技術を有する事業者、セキュリティ関係事業
者等との情報共有枠組みの拡大及び情報交換の活性化を進め、サイバー攻撃による被害の
未然防止及び拡大防止のための取組を強化」を述べている。
警察庁はこのような取り組みにおける専門技術部隊として 2001 年 4 月、サイバーテロの
予兆把握、被害の拡大防止を図る緊急対処に係る都道府県警察への技術支援を行うため、警
察情報通信技術対策課（現技術情報解析課）にサイバーテロ対策技術室を設置するとともに、
警察庁及び管区警察局情報通信部の技術対策課（現情報技術解析課）にサイバーテロ対策に
当たる技術部隊としてのサイバーフォースを創設した。サイバーフォースは、全国の警察職
員から選抜された、高度かつ専門的な知識と経験を有する者で構成されているが、その中で
も、サイバーフォースセンターは、24 時間体制でサイバーテロの予兆把握を行うための大
規模かつ高度な情報システムを運営するとともに、集約された情報の分析、全国のサイバー
フォースの指導等を行っている。警察庁に設置されたサイバーフォースセンターは、全国の
サイバーフォースの指令塔として、警察におけるサイバーテロ対策の技術的中核に位置づ
けられている113。また、サイバーフォースセンターはサイバーテロ発生時、緊急対処の技術
支援の拠点として機能している。
以下の各項に、サイバーインテリジェンス対策、サイバーテロ対策及び対策を推進するた
めの国際機関との連携の具体的な取り組みについて、その概要と筆者の所見を述べる。

4.5.1

サイバーインテリジェンス対策

警察庁が実施しているサイバーインテリジェンス対策は次に示す 3 つに大別されるが、
これらを有機的にリンクすることによる果的な対策を目標としている。
① サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク
② サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会
③ サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会
以下に、情報共有の観点からこれらの概要及び筆者の所見を示す。

112

総合的なサイバー攻撃対策の強化について、2013 年 5 月 16 日、警備企画課・情報技術解析課、
https://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250516kouhou.pdf
113 サイバーテロ対策に係る技術的基盤の強化、
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/honbun/hakusho/h18/html/i1230000.html
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4.5.1.1 サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク
表 4.5-1 にサイバーインテリジェンス情報共有ネットワークの概要及び筆者の所見を示
す114。
表 4.5-1：サイバーインテリジェンス情報共有ネットワークの概要
項

目

名

称

内

サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク

設 置 日

2011 年 8 月

設置組織

警察庁

目

的

参 加 者

容

先端技術を保有する全国約 4,800 の事業者等との間にネットワークを構
築し、サイバー攻撃事案に関する情報の集約･分析・注意喚起を行う。


約 4,800 の事業者等（2012 年 7 月 1 日現在）



先端科学技術保有事業者等



CCI（Counter Cyber Intelligence）指定事業者



警察は、事業者等に対する個別訪問等を通じ、標的型メール攻撃等の
情報窃取を企図したものと考えられるサイバー攻撃事案に係る情報
を集約。

共有情報



警察は、事業者等から提供された情報やその他の情報を総合的に分析
し、これを事業者等に提供し、注意喚起等を実施



運用開始から 2012 年 6 月末日までの標的型メールの送付数：251 件



2012 年 3 月から NISC と連携し、政府機関に対する標的型メール攻
撃に関する情報の提供を開始

情報の保護



（不明）

そ の 他



（なし）



政府機関宛と同様の標的型メールが民間事業者にも送付されている

所

見

ことが判明した。このことは、情報共有の参加者の範囲を拡大するこ
とによる利点の証明でもある。

4.5.1.2 サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会
表 4.5-2 にサイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会の概要及
び筆者の所見を示す115。

114

サイバーインテリジェンスに係る最近の情勢（平成 24 年上半期）について、2012.8.23、警備企画
局･情報技術解析課、http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/20120823kouhou.pdf
115 サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会、警察庁、
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h24/honbun/html/ot400000.html
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表 4.5-2：サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会の概要
項

目

名

称

内

容

サイバーインテリジェンス対策のための不正プログラム対策協議会

設 置 日

2011 年 8 月 4 日

設置組織

警察庁
警察庁が把握した不正プログラムや脆弱性に関する情報を、民間のウィ

目

的

ルスソフト提供事業者などと共有し、IT ユーザー全体の情報セキュリティ
対策の向上を図る。

参 加 者

共有情報



ウィルス対策ソフト提供事業者



オペレーティング・システム提供事業者



不正プログラム対策に係る情報の共有



警察からの情報提供：市販のウィルス対策ソフトで検知不能な新たな
不正プログラムに関する情報、未知の脆弱性に関する情報

情報の保護

（不明）

そ の 他

（なし）

所

見

このような対策を創出するには、専門家の支援が不可欠であり、ハブセ
ンターとしての必須要素でもある。

4.5.1.3 サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会
表4.5-3にサイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会の概要及び筆者の
所見を示す116。
表4.5-3：サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会の概要
項

目

名

称

内

容

サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会

設 置 日

2012 年 8 月 23 日

設置組織

警察庁
サイバーインテリジェンスにより我が国から機密情報が窃取される被
害を防止するため、警察とセキュリティ監視サービス又はセキュリティ事

目

的

案に対処するサービスを提供する事業者等との間で情報窃取を企図した
とみられるサイバー攻撃事案に係る情報を共有することにより、我が国の
事業者等が不正な接続先に通信を行うことの防止を図る。

構 成 員

セキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対処するサービス

116

サイバーインテリジェンスに係る最近の情勢（平成 24 年上半期）について―別紙 2、2012.8.23、警
備企画局･情報技術解析課、http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/20120823kouhou.pdf
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項

目

内

容

を提供している以下の 10 事業者及び警察庁


株式会社インターネットイニシアティブ



NECネクサソリューションズ株式会社



エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社



セコムトラストシステムズ株式会社



日本アイ・ビー・エム株式会社



日本電気株式会社



日本電信電話株式会社



株式会社日立システムズ



三菱電機情報ネットワーク株式会社



株式会社ラック



標的型メール攻撃等に利用される不正プログラムの接続先等の情報
窃取を企図したとみられる不正な通信の防止に資する情報について、
構成員の間で共有する。

共有情報



警察庁は、サイバーインテリジェンス情報共有ネットワークの構成員
（事業者）及びセキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対
するサービスを契約している我が国の事業者に対し、不正な接続先へ
の通信を防止する措置や通信を行おうとするコンピュータの特定等
を推奨する。

情報の保護



（不明）

そ の 他



（なし）
当然のことながら、セキュリティ･サービス・プロバイダーとの契約をし

所

見

ていない組織又は 4.5.1 項に示したサイバーインテリジェンス情報共有ネ
ットワーク参加していない組織は、このようなサービスを受けることはで
きない。

4.5.2

サイバーテロ対策

警察庁は2004年、警備局、生活安全局及び情報通信局の職員から構成されるサイバーテ
ロ対策推進室を設置した。同室は、重要インフラ事業者等を会員とする業界団体に対し
て、サイバーテロの脅威や警察のサイバーテロ対策を説明し、各業界内で警察と連携した
対策を推進するよう要請している117。具体的には、各都道府県に警察と重要インフラ事業
者などから構成されるサイバーテロ対策協議会が設置され、同協議会における警察からの
情報提供、意見交換や講演会などの実施により官民相互の情報共有に努めている。

117

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/honbun/hakusho/h18/html/i1230000.html
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例えば、警視庁は2001年10月、「サイバーテロ対策協議会」を設立した。この協議会
は、重要インフラ事業者との協力態勢を確保し、官民一体となった効果的なサイバーテロ
対策の推進を目的としたものである。警視庁は、サイバーテロを次のように定義している
118。

サイバーテロとは、重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃又は重要インフ
ラの基幹システムにおける重大な障害で電子的攻撃による可能性が高いものとされてお
り、一般的にはコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手
段により、国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れる行為をいい、サイバー犯罪の
中でも最も甚大で深刻な被害を及ぼす危険があると考えられています
警視庁のサイバーテロ対策協議会は、2001年の第1回協議会（設立総会）開催から2012
年9月の第15回協議会開催と、この11年間で16回開催されている。具体的には、サイバー
テロなどの未然防止とインシデント発生時の対処能力の向上や、日本で開催される国際会
議を捉えたサイバー攻撃への警戒強化、警察との連携などを目的とし、この協議会におい
て情報の提供や意見交換などを行っている。ちなみに、2012年9月に開催された第16回協
議会においては、10の重要インフラ分野（情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、行
政、医療、水道及び物流）から計52の事業者が参加した。

4.5.3

外国治安情報機関との連携

民間企業等と連携した取組を推進している外国治安情報機関との情報交換により、サイ
バーインテリジェンス対策及びサイバーテロ対策に係る警察の取り組みに反映している。
国際的な連携に係る具体的な資料は公開されていないが、2009 年 2 月に公表された「情
報技術解析平成 20 年報～インターネット治安情勢と犯罪取締りのための情報技術解析～」
119では、次の機関等との連携を実施していることが報告されている。



G8（主要先進 8 か国・ハイテク犯罪グループ）及び ICPO（国際刑事警察機構）にお
けるデジタル・フォレンジックに関する連携



IOCE（コンピュータ証拠に係る国際組織。International Organization on Computer
Evidence: IOCE）におけるデジタル・フォレンジックに関する連携



アジア大洋州における国際連携（アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議）



二国間国際連携（英国やオランダのデジタル・フォレンジック分野での意見交換など）



サイバーテロ対策分野における国際連携（FIRST（Forum of Incident Response and
Security Team）への加盟。FIRST 会合参加等を通じた最新情報セキュリティ技術の共
有）

118

サイバーテロ対策協議会、警視庁、http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/cyber/cyber.htm
情報技術解析平成 20 年報～インターネット治安情勢と犯罪取締りのための情報技術解析～、
2009.2、警察庁情報通信局情報技術解析課、http://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/H20_nenpo.pdf
119
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4.6

情報処理推進機構／JPCERT

独立行政法人・情報処理推進機構（IPA）及び一般社団法人 JPCERT コーディネーショ
ンセンター（JPCERT/CC）が実施している「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）
」
及び「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」における情報共有の取り組みの概要と
筆者の所見を以下に述べる。

4.6.1

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）

サイバー情報共有イニシアティブ（Initiative for Cyber Security Information sharing
Partnership of Japan: J-CSIP）の概要及び筆者の所見は、表 4.6-1 のとおりである。
表 4.6-1：J-CSIP の概要
項

目

名

称

内

容

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）

設 置 日

2011 年 10 月 25 日

設置組織

独立行政法人・情報処理推進機構（IPA）
参加組織において検知されたサイバー攻撃等の情報を IPA に集約し、
IPA による分析情報を付加した後、参加組織間での情報共有を行い、次の
ような高度なサイバー攻撃対策に結びつける。

目

的

① 類似攻撃の早期検知と被害の回避
② 攻撃に対する防御の実施
③ 今後想定される攻撃への対策検討
なお、当面の間、情報共有の主対象は「標的型攻撃メール」である。


当初、重工、重電などの重要インフラで利用される機器製造業者 9 社
を対象に J-CSIP を発足


参 加 者

2013 年 4 月現在、5 業界（重要インフラ機器製造業者、電力業界、ガ
ス業界、化学業界、石油業界）の 39 社が参加



必要に応じ、情報提供元の許可を得て、情報の一部を JPCERT/CC な
どの情報セキュリティ関係機関に展開し、対策の連携に活用



重大な事案が発生した場合、経済産業省及び内閣官房情報セキュリテ
ィセンター（NISC）と連携

報告情報



2012 年度の IPA への情報提供件数：248 件



参加者の不審メール検知後、IPA へ当該メールを提供



IPA における提供情報の集約、一連のメールの関連性の把握、時系列
に沿った事象の整理、及び攻撃手口の分析を行い、その結果を参加者

提供情報

に提供


2012 年度の参加者への情報共有実施件数：160 件
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項

目

内


容

秘密保持契約（NDA）
：IPA と各参加組織（又は参加組織を束ねる業
界団体）間で締結

情報の保護



情報の匿名化：情報提供元に関する情報や機微情報の匿名化



情報提供元の承認：情報の共有は情報提供元の承認を得た上で実施



その他の情報共有の枠組み：次の 3 項目についての検討が行われたが、
公開されていない。
 情報の取り扱い規則、情報共有の流れ（運用フロー）
 具体的な情報の授受の手段、相互連絡窓口の設定
 情報の匿名化を行う基準と方式、情報提供や情報共有を行う際のフ
ォーマットと記法



J-CSIP の 2012 年度活動報告120では、J-CSIP における情報共有の重
要性と課題について次のように述べている。
「サイバー攻撃への効果的な対策を行うためには、自組織に対し
存在する脅威及び実際の攻撃に関する事例の情報が重要となる。一
方、標的型サイバー攻撃と呼ばれるごく少数又は多数だが特定され
た範囲のみに対して水面下で行われる攻撃については、そもそも攻
撃の存在の認知・検知が難しい。そして、攻撃を受けた組織で認知
できた内容についても、その情報が組織外へ共有される機会が少な
いか又は共有することが難しいため、実態の把握すら困難である。
「サイバーセキュリティと経済 研究会」では、次に挙げるよう
な、情報共有における複数の課題をクリアするため、政府機関が先

そ の 他

陣を切って進めるべきという意見があった。
情報提供元や機微情報の匿名処理、スキームの検討が必要。
秘密情報を扱うクローズドな中での実効的な情報共有のコミュ
ニティの作成が必要。
また、特定業種を狙うような標的型サイバー攻撃については、同
業種の組織間での情報共有が効果的であるが、それらの組織は時に
市場においては競合関係にもある。
サイバー攻撃と対策は非対称的（防御側よりも攻撃側が有利）であ
り、対抗施策の一つとして、被攻撃側での情報共有が重要であるとい
う共通認識のもと、J-CSIP では、各参加組織における様々な制約を相
互に認めながらも、情報共有の活動を行っている」


2012 年度における情報共有実施件数：160 件

120

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）
・2012 年度活動レポート、2013 年 4 月 17 日、独立行
政法人・情報処理推進機構・セキュリティセンター、http://www.ipa.go.jp/files/000028304.pdf
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項

目

内


所

見

容

情報共有の枠組みが公開されていないが、情報提供の促進及び参加者
の自発的かつ積極的拡大のためにも、その公開が望まれる。



当面の脅威対象は「標的型サイバー攻撃」となっているが、脅威対象
の拡大が望まれる。

4.6.2

情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ

独立行政法人・情報処理推進機構（IPA）は 2012 年 3 月、
「情報セキュリティ早期警戒パ
ートナーシップ・ガイドライン」121を公表した。このガイドラインの中で、脆弱性関連情報
の取り扱いについてのガイドラインが示されており、情報共有における提出情報の取り扱
いと大いに関連がある。このパートナーシップの概要と筆者の所見は、表 4.6-2 のとおりで
ある。
表 4.6-2：情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの概要
項

目

名

称

内

情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
2004 年 7 月

設 置 日
設置組織

容



受付機関：独立行政法人・情報処理推進機構（IPA）



調整機関：一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター
（JPCERT/CC）
情報システム等の脆弱性について、その発見から対策の策定・公表に至

目

的

るまでの過程における関係者に期待する行動基準を示すことにより、脆弱
性関連情報を適切に流通させ、より迅速な対策方法の提供・適用を促す産
官連携の取り組みである。

参 加 者



発見者：脆弱性関連情報を発見又は取得した者



製品開発者：ソフトウェアを開発した企業又は個人



ウェブサイト運営者：脆弱性関連情報が発見されたウェブアプリケー
ションを運営する主体



発見者による脆弱性関連情報の IPA への届出
・ IPA が受領した脆弱性関連情報の JPCERT/CC への通知
・ JPCERT/CC による脆弱性関連情報に関係する製品開発者の特定

報告情報

と同開発者への通知


脆弱性関連情報の届出：ウェブ届出又は電子メール届出
・ PGP 暗号鍵（https://ipa.go.jp/security/pgp/index.html）による暗

121

情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ・ガイドライン、2012 年 3 月、IPA、
http://www.ipa.go.jp/files/000014257.pdf
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項

目

内

容

号化送信122


対応状況：調整機関から脆弱性関連情報の通知を受けた製品開発者が、
報告する製品開発の脆弱性に関する対策方法、取り組みの状況などを

提供情報

含む対応状況を一般公開する。


優先的な情報提供：重要インフラに対し特に影響が大であると推察さ
れる場合は、JPCERT/CC と製品開発者との協議の上、一般公開に先
立ち重要インフラ事業者に対し優先的に提供する。



発見者：IPA と JPCERT/CC が脆弱性情報を公表するまでの間、第三
者に漏れないよう適切な管理を行う。

情報の保護



発見者が望まない場合、IPA と JPCERT/CC は製品開発者に発見者を
特定する情報を通知しない。



JPCERT/CC は、一般への脆弱性情報の公表までの間、第三者に漏洩
しないよう適切な管理を行う。

そ の 他



本パートナーシップの詳細については、
「情報セキュリティ早期警戒パ
ートナーシップ・ガイドライン」123を参照されたい。



IPA 及び JPCERT/CC における情報の保護：情報の保護は、
「第三者
に漏洩しないよう適切に管理します」とあるだけであり、具体的な管
理要領や組織内における教育・訓練については不明である。発見者が
調整機関を信頼し、安心して脆弱性関連情報を通知する環境が重要視
されねばならない。

所

見



脆弱性発見のモチベーション確保：
「情報システム等の脆弱性情報の取
り扱いに関する研究会－2010 年度報告書－」124によれば「モチベーシ
ョン確保が難しい理由は個人の発見者を対象としているからであり、
企業・組織内で脆弱性を発見することが評価されれば、発見者のモチ
ベーションにつながるし、また自社のプロモーションにもなる」との
調査結果がある。このことは、早期警戒パートナーシップを高め、我
が国のセキュリティを高める上で極めて重要であると思われる。

122

IPA/ISEC の PGP 公開鍵について、2013 年 4 月 1 日、独立行政法人・情報処理推進機構、
https://www.ipa.go.jp/security/pgp/index.html
123 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ・ガイドライン、2011 年 3 月、独立行政法人・情報処
理推進機構、一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター、他 4 協会、
http://www.jpcert.or.jp/vh/index.html#link_japan
124 情報システム等の脆弱性情報の取り扱いに関する研究会－2010 年度報告書－、2011 年 2 月、独立行
政法人・情報処理推進機構・セキュリティセンター、http://www.ipa.go.jp/files/000014158.pdf
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4.6.3

JPCERT/CC

JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）は、インターネットを介して発生
する侵入やサービス妨害等のコンピュータセキュリティインシデントについて、日本国内
のサイトに関する報告の受け付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析及び再発防止
のための対策の検討や助言などを、技術的な立場から行なっている。この JPCERT/CC に
おける情報共有の概要と筆者の所見は、表 4.6-3 のとおりである。
表 4.6-3：JPCERT の概要
項

目

名

称

内

容

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）
1996 年 10 月「コンピュータ緊急対応センター」として発足

設 置 日

2003 年 3 月「JPCERT/CC」として設立登記

設置組織

一般社団法人
インターネットを介して発生する侵入やサービス妨害等のコンピュー

目

的

タセキュリティインシデントについて、日本国内のサイトに関する報告の
受け付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析及び再発防止のため
の対策の検討や助言などを技術的な立場から行う。

参 加 者
報告情報

個人及び組織
インシデント報告：Web ホーム（VeriSign Class 3 Extended Validation
SSL CA の証明書）
、電子メール又は FAX（インシデント報告様式による）


提供情報

インシデント対応：インシデント報告に基づく対応の支援、発生状況
の把握、手口の分析、再発防止のための助言などを行う。



注意喚起、早期警戒情報(提供先の限定)、脆弱性対策情報、Weekly
Report、インターネット定点観測
個人情報保護法に基づく個人情報の適切な保護と利用に関する方針（プ

ライバシー・ポリシー）の制定・利用による。同ポリシーは、個人情報の
情報の保護

取得、利用目的、利用、安全管理措置及び紹介と訂正、並びにポリシーの
改訂、リンク先における個人情報の保護、個人情報の開示等請求手続き、
その他を規定している125。
JPCERT/CC は、情報セキュリティに係る様々な参考資料を公開してい

そ の 他

る。とりわけ「CSIRT マニュアル」は、近年の組織（企業）が情報セキュ
リティ対策に効果的に取り組むための必見の書であると思われる。

所

見

情報提供には、注意喚起、早期警戒、脆弱性対策情報、Weekly Report、
インターネット定点観測などがあり、極めて有意義な情報を提供してい

125

プライバシー・ポリシー、最終更新 2009 年 6 月 19 日、JPCERT、
https://www.jpcert.or.jp/privacy.html
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る。とはいえ、ある特定のコミュニティに特化したものでないことから、
コミュニティとしては JPCERT との情報共有に加え、コミュニティに特
化した脅威や脆弱性に取り組むための情報共有が必要となる。
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5

防衛省及び防衛関連企業等への提言
本章は、第 1 章〜第 4 章の調査結果を踏まえ、防衛企業基盤の情報共有における防衛省

及び防衛関連企業等への提言を述べる。
節
5.1

概

要

提言にあたっては、三つの基礎的事項（①第 1 章〜第

提言にあたっての整理

4 章の調査結果の反映、②防衛企業基盤の特性の考慮及
び➂実効性のある情報共有の実現）を念頭に、次の 5 項
目について整理する。
1.

防衛企業基盤における情報共有の必要性

2.

防衛企業基盤において共有すべき情報と情報源

3.

防衛企業基盤における情報共有の課題（あるべき
姿の実現のため）

4.

調達に係る特約条項と情報共有の関係

5.

情報共有の形態（第 2 次行動計画のセプターと同
様のものとするか否か）

5.2

前節 5.1 に基づき、防衛省及び防衛関連企業等に対す

提言

る情報共有実施のための具体的な提言を行う。


防衛省に対する提言を次の 6 項目について行う。
1.

防衛企業基盤情報共有（DIBIS）センターの設
置運用



2.

参加協定（DIBIS 協定）

3.

法的問題

4.

情報の取り扱い

5.

信頼性確保

6.

パイロット・プログラム

防衛関連企業等に対する提言を次の 3 項目に対し
て行う。
1.

重要性の認識

2.

具備要件

3.

DIBIS 会議への参加
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5.1

提言にあたっての整理

防衛省及び防衛関連企業等における情報共有の取り組みを提言するにあたって、第 1 章
～第 4 章における調査結果に基づく参考事項を反映するのは無論のこと、我が国の安全保
障活動に第一義的に貢献する防衛企業基盤の特性を考慮する必要がある。これらは、次に示
す 3 点に集約することができる。提言に対する全ての考え方は、これら 3 点を基礎とした
ものでなければならない。


第 1 章〜第 4 章の調査結果の反映：第 1 章〜第 4 章において、情報共有の概念・必
要性・あり方、及び米英日における情報共有の現状から得られた参考とするべき事項
を反映したものであること。



防衛企業基盤の特性を考慮：我が国の防衛任務に貢献する最大かつ直近のインフラ
としての防衛企業基盤コミュニティに対する情報セキュリティ能力の向上を目的と
したものであること。



実効性ある情報共有の実現：上記の防衛企業基盤コミュニティの特性を考慮し、脅威
や攻撃情報の収集範囲、分析能力、伝達の迅速性などの面で、現内閣官房情報セキュ
リティセンター（NISC）
、JPCERT/CC、J⁻CSIP などが実施している情報共有とは
一線を画するものであること。

これらの大前提を基づく提言にあたっての整理するべき事項は次のとおりであり、以降
の各項においてそれらの詳細を述べる。


防衛企業基盤における情報共有の必要性



防衛企業基盤において共有すべき情報と情報源



防衛企業基盤における情報共有の課題（あるべき姿の実現のため）



調達に係る特約条項と情報共有の関係



セプターか別個の情報共有か

5.1.1

防衛企業基盤における情報共有の必要性

経済活動や社会活動における一般的な情報共有の必要性については、「1.2 情報共有の必
要性と利点」について述べたとおりであり、それらは当然のことながら防衛企業基盤に対し
ても適用される。
ただし、防衛企業基盤の特性を考慮するならば、それら一般的な情報共有の必要性に加え、
我が国の防衛任務に貢献する最大かつ直近のインフラとして、防衛企業基盤コミュニティ
に対しては次に示すような情報共有の必要性が考えられる。


防衛関連企業等における防衛情報に係る情報セキュリティ問題は、我が国の安全保
障任務遂行だけでなく、日米同盟にも影響を及ぼすこととなる。
したがって、情報共有に基づく防衛関連企業等の情報セキュリティ能力の向上は、
必須のものである。
5-2



防衛関連企業等が現在入手している情報セキュリティに係る情報、特に脅威情報は
自助努力によるものであることから、極めて限定されたものとなっている。
したがって、情報共有に基づくサイバーインテリジェンス情報、サイバーテロ情報、
最新脅威の手口･手順･技法などは、防衛省において収集･分析の上、防衛関連企業に
提供する必要がある。



防衛企業基盤は、我が国の重要インフラ防護活動における重要インフラ分野となっ
てないことから、セプター機能（情報共有分析機能）を保有していない。
したがって、防衛企業基盤の各企業は、現在各重要インフラ分野のセプターが
NISC などから提供されている情報を受け取ることができない。防衛省は、これらの
情報を収集し、防衛関連企業等に提供する必要がある。



防衛関連企業の防衛省との契約に基づく防衛情報の取扱いは、特約条項に基づく情
報セキュリティ要求事項がベースラインとなっている。このことは、各企業とも最低
限のセキュリティ・レベルを確保しているものの、現実的な問題に直面しない限り、
セキュリティ能力レベルアップのための投資は、積極性を欠いたものとならざるを
得ない。
脅威の進化に適切に対応するためには、契約中及び契約外を通じた防衛関連企業
等からの自発的かつ積極的なインシデント報告、及び防衛省が入手した脅威情報や
攻撃情報などに基づくベースラインのレベルアップが必要となる。



防衛省による防衛関連企業等の情報セキュリティ対策の確認は現在、情報セキュリ
ティ監査及びセキュリティ事故等の報告に限定されている。したがって、契約外にお
けるセキュリティ事故等は無論のこと、報告に至らない軽微な事故等については防
衛省の認知外の領域に置かれている。このことは、防衛省の情報セキュリティ・ベー
スライン要求事項に対する改善のためのインプットを限定するものとなっている。
したがって、契約中は無論のこと、契約外においても防衛関連企業等からの情報セ
キュリティ事故等の自発的報告に基づき、防衛関連企業等の情報セキュリティ能力
向上のためのセキュリティ・ベースライン・レベルアップに資する情報共有が必要で
ある。

5.1.2

防衛企業基盤において共有すべき情報と情報源

重要インフラ分野における共有すべき情報については「4.1.1.1 共有すべき情報の整理」
において、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が提供した情報を紹介した。
ここでは、前項「5.1.1 防衛企業基盤における情報共有の必要性」を考慮し、防衛企業基
盤においてそれらに加えて共有すべき情報及びそれらの情報源を明らかにする。
なお、
「5.2.1 防衛省に対する提言」で明らかにする防衛省のハブセンターは、これらの
情報を収集・分析し、防衛関連企業等の情報セキュリティ対策向上に必要と判断したものに
ついて、防衛関連企業等に提供する役割を果たすこととなる。
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5.1.2.1 情報共有に利用する用語の定義
共有すべき情報について述べるにあたり、用語の定義を明らかにする。これは、防衛企業
基盤としては、従来の一般的な情報セキュリティ脅威に加え、サイバーインテリジェンス、
サイバーテロ及びサプライチェーンリスクなどの脅威を考慮する必要性があるからである。
以下に様々な定義を示すが、本調査研究では、防衛省の「セキュリティ事故等」の定義と
ISO の「インシデント」の定義が本質的に同じであることから、インシデントの用語を利用
する。また、
「サイバーインテリジェンス」や「サイバーテロ」の用語についても警察庁や
IT 用語辞典の定義があるが、これも本質的な違いがないことから、
「サイバーインテリジェ
ンス」及び「サイバーテロ」の用語を利用する。
「サプライチェーンリスク」についても防
衛省と民間での定義は同じである。


インシデント（情報セキュリティ･インシデント）
（ISO/IEC 27001）：インシデントと
は、望まない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象、又は予期しない単独若しくは
一連の情報セキュリティ事象であって、事業運営を危うくする確率及び情報セキュリ
ティを脅かす確率が高いものをいう。情報セキュリティ事象とは、システム、サービス
又はネットワークにおける特定の状態の発生をいう。特定の状態とは、情報セキュリテ
ィ基本方針への違反若しくは管理策の不具合の可能性、又はセキュリティに関連する
かもしれない未知の状況を示していることをいう。



セキュリティ事故等（防衛省）
：セキュリティ事故等とは、情報セキュリティ事故及び
情報セキュリティ事象をいう。情報セキュリティ事故とは、保護すべき情報（及び秘密
の情報）の漏えい、紛失、破壊等の事故をいう。情報セキュリティ事象とは、情報セキ
ュリティ基本方針等への違反のおそれのある状態及び情報セキュリティ事故につなが
るおそれのある状態をいう。



サイバーインテリジェンス（警察庁）：サイバー空間における諜報活動をいう。情報通
信技術を用いた諜報活動であり、機密情報が窃取されれば、我が国の治安、外交、安全
保障、社会生活活動等に重大な影響を生じるおそれがある（「最も安全で安価なスパイ
活動である」
）
。中でも、市販のウィルス対策ソフトでは検知できない不正プログラムを
添付した電子メールを送信し、これを受信したコンピュータを不正プログラムに感染
させることにより、情報の窃取を図る「標的型メール攻撃」による被害が懸念される。



サイバーインテリジェンス（IT 用語辞典）126：サイバー空間で行われる諜報活動のこ
とをいう。国家や企業の機密情報の窃取を目的として行われる。サイバーインテリジェ
ンスの手口として、最近では、実在する関係者の名前や業務上の話題をメールに盛り込

weblio 辞書、
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3
%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%
B3%E3%82%B9
126
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むことで受信者を油断させる「標的型メール」と呼ばれる手法が増加していると言われ
ている。サイバーインテリジェンスはサイバー攻撃やサイバーテロなどと共に、情報通
信技術における脅威の一つと見なされている。サイバーインテリジェンスに対し、情報
漏えいや盗み取りを防ぎ、機密情報を保護する取り組みは、カウンターインテリジェン
ス（防諜）と呼ばれ、日本では 2006 年 12 月、
「カウンターインテリジェンス推進会議」
を設置、2009 年に「特別管理機密に係る基準」を施行するなどの国家的な情報機能強
化に向けた取り組みを行っている。


サイバーテロ（警察庁）
：重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃をいう。重
要インフラの基幹システムにおける重大な障害で電子的攻撃による可能性が高いもの
をいう。



サイバーテロ（IT 用語辞典）
：ネットワークを通じてコンピュータ・システムに攻撃を
加える行為をいう。情報システムを対象とする破壊活動、テロ活動。一般的には、社会
的な信条や主義主張、又は他国に対する敵対的感情などにより、相手のコンピュータ・
システムに不正にアクセスしてデータの破壊・窃取・改ざんなどを行うことを指す。政
府機関や銀行をはじめとする大手企業のシステムが主に標的とされる。



サプライチェーンリスク（防衛庁）127：意図的に不正改造されたプログラムが埋め込ま
れた製品が企業から納入されるなどのサプライチェーンリスクが指摘されている。

5.1.2.2 共有すべき情報の種類と内容及び情報源
防衛企業基盤において共有すべき情報は、防衛関連企業における情報セキュリティ能力
の向上に結びつくもの、すなわち当該企業の情報セキュリティ･リスクマネジメントに資す
るものであることから、状況認識、脅威情報、脆弱性情報、対策情報及びベストプラクティ
スとすることに異論はないと思われる。
以下に示すのは、それら共有すべき情報の内容とその情報源である。

(1)

状況認識

状況認識（Situational Awareness: SA）の一般的な定義は、現在の状況を観測し、現在
と近未来における自己や周囲の状況を正しく予測・認識する能力をいう。情報セキュリティ
における SA は、効果的な情報セキュリティ対策を可能とすることから、組織が任務を達成
するための必須事項といえる。つまり SA は、組織の経営陣や従業員などの全てのレベルに
対して情報セキュリティに係る様々な現状を知らしめることにより、全てのインシデント
やセキュリティ事象に対する認識、理解、決定及び処置を適切に行うことを可能とする。こ
れには、組織内部の任務達成のための情報セキュリティに係る情報が含まれるのは当然の
ことであるが、情報共有における SA は外部から提供される情報となる。
127

サイバー空間における脅威の動向、防衛省、
http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2013/pc/2013/html/n1212000.html
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状況認識に係る具体的な情報には次のようなものがある。これら情報の大部分は公開資
料であるが、一部については情報提供先との協定や覚え書きなどの締結が必要となる。


JPCERT128が提供する資料：情報提供（早期警戒、脆弱性対策情報、Weekly Report、
インターネット定点観測）
、及び公開資料（四半期レポート、研究調査レポート）



フィッシング対策協議会が提供する資料：ニュース（事例公開、ニュース記事）
、報
告書類（ガイドライン、協議会 WG（作業グループ）報告書、月例報告書）



サイバー共有イニシアティブ（J-CSIP）129が提供する資料：J-CSIP 運用状況、JCSIP201X 活動レポート



情報処理推進機構（IPA）130が提供する資料：特集コンテンツ、情報セキュリティ啓
発、情報セキュリティ対策、暗号技術、セキュリティエコノミクス、情報セキュリテ
ィ認証関連



警察庁：CYBER WARNING131



内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が提供する資料：サイバーセキュリテ
ィ戦略などの主要公表資料、調査研究資料（例：重要インフラ分野における IT 依存
度に関する調査）、IT 障害事例（内容、原因、教訓など）、ヒヤリハット事例（内容、
原因、再発防止策、教訓）
、海外動向（犯罪事例、障害事例、技術動向）



防衛省が提供する情報：防衛省内のサイバーセキュリティ関連組織が入手した状況
認識に係る情報のうち、防衛関連企業等の情報セキュリティ能力向上に資する情報
脅威情報

(2)

脅威情報とは、情報システムやネットワークに対する脅威に係る情報であり、具体的には
標的型攻撃メールやサービス妨害などのサイバー脅威、人的破壊活動や地震･洪水などの自
然災害による物理的脅威がある。ただし、ここで取り扱う脅威は外部からのものであり、イ
ンサイダー脅威は対象外とする。また、脅威動向や過去の事例における脅威については前項
の状況認識に分類され、ここで取り扱う情報は現在進行中若しくは切迫した脅威、又はその
発生が予測される脅威とする。サイバー脅威の場合、提供される脅威情報には、攻撃の手口、
攻撃ツール、攻撃戦術などの具体的内容が含まれるのが一般的である。
このような脅威情報の具体例には次のようなものがある。


警察庁が提供する情報：サイバーインテリジェンス情報、サイバーテロ情報



NISC が提供する情報：脅威の動向（脅威の内容、脅威への対処方法、攻撃事例、攻
撃方法、NISC の見解･コメントなど）、個別の脅威（攻撃）についての情報（攻撃の
内容、攻撃手法、対策方法、NISC によるとりまとめなど）

128
129
130
131

JPCERT、http://www.jpcert.or.jp/
J-CSIP、http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html
IPA、http://www.ipa.go.jp/security/index.html
警察庁サイバー犯罪対策課、CYBER WARNING、http://www.npa.go.jp/cyber/warning/index.html
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JPCERT が提供する情報：注意喚起（例：Adobe Reader 及び Acrobat の脆弱性
（APSB13-22）に関する注意喚起）



フィッシング対策協議会が提供する情報：緊急情報（例：新生銀行をかたるフッシン
グ（2013/05/15）
）



防衛省が提供する情報：防衛省は警察庁や政府関係機関から入手する脅威情報に加
え、防衛省内の独自組織により入手した情報のうち、防衛情報の保護に必要となる脅
威情報を防衛関連企業等に提供することができる。また、防衛省は、外国のインテリ
ジェンス機関の属性、ツール、スパイ活動手順、スパイ技術などのサイバー脅威に係
る情報、サプライチェーンリスクに係る情報、及び防衛関連企業等からのインシデン
ト報告に基づき明らかとなったエクスプロイトされた事実、戦術、技術、手順などの
情報（被害企業の属性情報を除き）を提供することができる。
脆弱性情報及び対策情報

(3)

脆弱性情報とは、商用製品（COTS）のシステム又はコンポーネント（ハードウェア、フ
ァームウェア又はソフトウェア）に係る脆弱性情報をいい、その対策情報（脆弱性対策情報）
とともに公表される。また、このような公表に先立つ（脆弱性対策情報が未完の）脆弱性関
連情報もあり、主に製品開発者による脆弱性対策の作成に利用されている。米国防総省では、
脆弱性情報公表前の脆弱性情報を入手し（情報源は不明）、DIB CS/IA 参加者に通知してい
る。また、我が国の情報セキュリティ早期警戒パートナーシップにおいても、優先的な情報
提供が考慮されている（重要インフラに対し特に影響が大であると推察される場合は、
JPCERT/CC と製品開発者との協議の上、一般公開に先立ち重要インフラ事業者に対し優
先的に提供することができる）
。
脆弱性情報の具体例は、次のとおりである。


JPCERT が提供する情報：脆弱性対策情報（脆弱性対策情報ポータルサイト）132、
及び一般公表前の脆弱性関連情報133



防衛省が提供する情報：防衛省が入手した脆弱性情報（JPCERT による公表前の脆
弱性情報、及び防衛省内の独自組織が入手した脆弱性情報）

(4)

ベストプラクティス

ベストプラクティスとは、情報セキュリティの確保に最も効果的かつ効率的な技術的、管
理的及び運用的管理策をいう。ただし、ベストプラクティスも脅威の進化とともに改善され
る必要性があり、脅威の進化に対抗できないプラクティスは陳腐化してしまう。とりわけ、
「1.2 情報共有の必要性と利点」で述べた脅威環境のシフトは、このベストプラクティスの
進化の必要性を示したものである。
132
133

JVN Japan Vulnerability Notes、http://jvn.jp/
脆弱性情報ハンドリング、http://www.jpcert.or.jp/vh/index.html#link_japan
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防衛関連企業等の情報システムは、同じ種類の機微な情報（防衛情報）を取扱い、少なく
とも同様のセキュリティ管理策（特約条項に示されたベースラインとしての情報セキュリ
ティ要求事項）を実装し、防衛省からの監査を受けていることから、防衛関連企業等のコミ
ュニティに適したベストプラクティスが開発されることが望ましい。このためのインプッ
トとしては、情報共有における防衛関連企業等からの自発的なインシデント報告が大きな
役割を果たす。防衛省におけるベストプラクティスの開発・提供が、防衛情報の保護能力の
向上の大前提である。
防衛企業基盤における情報共有の課題（あるべき姿の実現のため）

5.1.3

ここでは、防衛企業基盤における情報共有の実施にあたっての課題を明らかにし、それら
を提言に反映させることとする。
一般的な情報共有における課題については、「1.3 情報共有のあり方」で述べたとおりで
あり、それらは防衛企業基盤における情報共有活動にも適用される。ここでは、それらの一
般的な情報共有の課題とともに、防衛企業基盤特有の課題について明らかにする。また、防
衛企業基盤における課題を抽出するに際には、防衛企業基盤における情報共有の基本的イ
メージが必要であり、そのようなイメージ作りから課題の抽出作業に取り掛かることとす
る。
なお、この課題を導出する際の具体的事例として参考にしたのは、米国防総省の防衛企業
基盤サイバーセキュリティ／情報保証（DIB CS/IA）プログラムである。
5.1.3.1 一般的な情報共有の課題
ここでは、
「1.3 情報共有のあり方」で明らかにした一般的な情報共有の課題（官の積極
的な関与、参加者の意識の確立、法的問題のクリア及び信頼性の確保）を整理し、再提示す
る。一般的な情報共有の課題は、様々なコミュニティにおいて挑戦すべき普遍的事項であり、
それらがうまく情報共有活動に組み入れられることが、効果的かつ効率的な情報共有活動
に結びつくものである。
表 5.1-1：一般的な情報共有の課題
項

目

課

題

コミュニティにおける官側の関与は、①官しか持ち得ない重要な
情報が民に対して提供できること、②コミュニティ内に官が存在す
官の積極的な関与

ることから、コミュニティ内での情報管理に係る中立性の維持、と
りわけ属性情報に係る管理の徹底が期待できること、及び③官の積
極的な情報共有促進の活動が、民の積極的かつ自発的な情報共有活
動への参加を促すという 3 つのメリットが存在する。

参加者の認識の確

企業の経営陣は、情報共有によるメリットが企業の情報セキュリ
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項

目

立

課

題

ティ能力向上に貢献すると認識することが重要である。つまり、情
報共有が情報セキュリティ能力向上に係る経営陣の意思決定を支
援するものであることが認識されれば、結果として企業における情
報セキュリティ能力向上に係る資源配分が充実されることとなり、
要員の確保や所要の訓練の実施を含め、積極的な情報共有活動への
参加が期待できるからである（
「1.4 企業目的達成のための情報共有
の必要性」において経営陣の認識が重要であることを述べた）。
情報共有活動に参加を希望する企業にとっての最大の関心事は、
法的問題である。インシデント報告は、企業における情報セキュリ
ティ上何らかの欠陥の開示を意味するものであり、企業機密の漏洩
や情報セキュリティ態勢の欠陥などが開示されれば、当該企業の信
頼の失墜は無論のこと、同業他社との競合上の不利益や民事訴訟の
対象にもなりかねない。したがって、当該インシデント発生企業に
係る属性情報が完全に保護されるという保証がなければ、インシデ

法的問題のクリア

ント報告を行う企業は皆無となる。この他にも、インシデント報告
内容が第三者に利用される可能性がある場合のプライバシー保護
の問題、及び第三者による情報公開制度の利用への対処問題があ
る。これら全ては、情報が許可なく第三者に開示されないこと、及
び企業の属性が保護されることの確証に係る問題であり、単なる非
開示合意（NDA）の締結だけで片付く問題ではない。さらに、秘密
の情報が共有される場合は、共有情報を取り扱う人物に対する秘密
情報取扱いの適格性問題もある。
信頼性の確保は、官民間の良好なパートナーシップの構築･維持
に基づくものであり、このためには前述の 3 項（官の積極的な関与、

信頼性の確保

参加者の認識の確立及び法的問題のクリア）の達成が前提となる。
信頼性の確保は、情報共有を促進させ、効果的なものとし、情報セ
キュリティ能力の向上に結びつくものである。

5.1.3.2 防衛企業基盤特有の課題
ここでは、最初に防衛企業基盤における情報共有の基本的イメージを明らかにし、次いで
同イメージを具現化する際の課題を抽出する。この基本的イメージは、前項「5.1.3.1 一般
的な情報セキュリティの課題」の情報共有の課題は無論のこと、第 1 章〜第 4 章の調査結
果、とりわけ米国における DIB CS／IA プログラムや英国におけるサイバーセキュリティ
情報共有パートナーシップを参考としている。
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(1)

防衛企業基盤における情報共有の基本的イメージ

表 5.1-2 は、防衛企業基盤における情報共有の基本的イメージを明らかなものとする重要
な項目を列挙するとともに、その内容と理由を示すものである。
表 5.1-2：防衛企業基盤における情報共有の基本的イメージとその理由
項

目

基本的イメージ
防衛省に防衛企業基盤情報共有センター（Defense Infrastructure
Base Information Sharing Center: DIBIS センター）をハブセンタ
ーとして設置する。DIBIS センターは、企業からのインシデント情
報、他政府機関からの情報、防衛省内組織からの情報、その他の組織

ハブセンター

からの情報の収集及び分析を行い、DIBIS 参加企業への情報提供を
行う。また、DIBIS センターは、DIBIS 参加防衛企業等との情報共
有に係る協定の範囲内で、他の情報共有関連組織（NISC や警察庁サ
イバーインテリジェンスなど）とも情報共有する。
官がハブセンターの役割を果たすべきことについては、前項「5.1．
3.1 一般的な情報共有の課題」で述べたとおりである。
DIBIS の共有情報には、機微情報（秘匿を要する情報）が含まれる。
関連政府機関や公共機関からの一般公開に先立つ情報を含め、防衛
省からの秘匿を要する脅威情報などが DIBIS で共有される。このよ

機微情報の共有

うな情報こそが、企業が DIBIS に参加するインセンティブとなる。
ただし、機微情報の受領資格（参加レベル 1）は、保全施設を有す
るとともに、秘密保護適格証明書を保有する情報共有担当者の存在を
必須要件とする。この必須要件を満たさない DIBIS 参加企業（参加
レベル 2）に対する機微情報の提供は行われない。
防衛省は、防衛関連企業等の DIBIS への積極的参加を促すため、
企業の機密情報、属性情報及び個人情報に対する保護に万全を期す。

法的問題

法的問題がクリアされない場合、防衛関連企業等からの積極的参加
が期待薄になるのは無論のこと、一部の企業等に限定される恐れがあ
る。
DIBIS は、リアルタイムの情報共有を行う。
迅速な対応が求められる脅威環境のシフトに対抗するには、共有情

リアルタイム性

報のリアル又は準リアルタイムでの伝達が求められる。
昨今の英米の官民間パートナーシップに基づく情報共有は、リアル
タイムによる情報共有を必須のものとしている。

防衛関連企業等
の参加

DIBIS への防衛関連企業等の参加は自発的なものとする。防衛省
は、自発的参加による情報共有の効果性を確実なものとするため、官
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項

目

基本的イメージ
民間の良好なパートナーシップの構築・維持に努めることが必要であ
る。
自発的かつ積極的な参加こそが情報共有を促進する原点となる。規
則や契約による DIBIS への強制的参加の場合は、企業に対する参加
費用の補助が必要となるだけでなく、積極的なインシデント報告は期
待できず、結果として効果的な情報共有の達成が困難となる。
「5.1.2.2 共有すべき情報の種と内容及び情報源」による。

共有情報の種類
とその情報源

多くの情報を収集・分析・検討することにより、DIBIS 参加企業に
対し効果的な情報を提供することができる。

防衛企業基盤における情報共有の課題

(2)

前（1）項の情報共有に対する基本的イメージ達成のための防衛企業基盤の課題は、次の
とおりである。課題を編集する都合上項目の表現に若干の差異があるが、基本的イメージで
述べた項目はすべて網羅されている。
表 5.1-3：防衛企業基盤における情報共有の課題
項

目

課


題

DIBIS センターの設立：防衛省のしかるべき組織に DIBIS セン
ターを設置すること。



DIBIS ネットワークの構築：DIBIS センター及び防衛関連企業
等からなるネットワークを構築し、セキュアなリアルタイムの情
報共有を行うこと。



DIBIS センターの機能：DIBIS センターにおいて、情報の収集･

DIBIS センター

分析･伝達を行うこと。DIBIS 参加防衛関連企業等からのインシ

DIBIS ネットワ

デント報告を受領するとともに、要請に応じ、インシデント発生

ーク

の究明やフォレンジック調査を支援すること。

リアルタイム性



取り扱う情報：一般公開可能な情報及び機微な情報を含めるこ

共有情報の種類

と。取り扱う情報の種類及びその情報源は、
「5.1.2.2 共有すべき

とその情報源

情報の種類と内容及び情報源」で述べたとおりである。


他組織との情報共有：DIBIS は、警察庁、内閣官房情報セキュリ
ティセンター（NISC）
、その他の政府機関等、並びに JPCERT、
J-CSIP などとの情報共有を行うこと。



防衛省内のサイバーセキュリティ関連組織との情報共有：防衛省
内のサイバーセキュリティ関連組織（例：サイバー空間防衛隊な
ど）が獲得したサイバーインテリジェンス及びサイバーテロ情報
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のうち、共有可能な情報を DIBIS へ提供すること。


防衛省との契約（特約条項）に基づくインシデント報告の DIBIS
への取り込み：インシデント報告のうち、可能なものについては
DIBIS に取り込むこと。



防衛省からの秘密の情報の伝達：「装備品等の調達に係る秘密保
全対策ガイドライン（平成 23 年 12 月、防衛省）
」は、秘密の保
全に関する特約条項、防衛秘密の保護に関する特約条項及び特別
防衛秘密の保護に関する特約条項（以下「秘密保全特約」という。）
を補足する共通の事項を規定したものであり、「契約会社は、そ
れら秘密保全特約及びこのガイドラインに基づき作成した防衛
省の確認を受けた秘密保全規則等に従い、秘密を適切に取り扱わ
なければならない」とされている。さらに、このガイドラインの
「9 通信及び運用管理」の第（4）項は、
「秘密保全施設内の情報
システムのネットワークは、同施設内において有線により配線接
続した場合に限り構築できるものとし、同施設外への接続はいか
なる場合も禁止する」としている。したがって、このガイドライ
ンによれば、防衛省から契約会社への情報共有に係る機微情報の
うち、防衛省が秘密とした情報の伝達は、秘密保全施設内の情報

機微情報の取り

システム･ネットワークを介して行うことはできない。

扱い

検討案：この秘密保全施設内の情報システム･ネットワークとは

法的問題のクリ

電子的にも物理的にも切り離されたパソコンの利用を情報共有

ア

に限定し、かつ、秘密の情報の伝達に暗号などの術的手段を利用
した場合、防衛省からの秘密の共有情報を受領することはできな
いのか？ガイドラインの情報システムの定義は、「情報システム
とは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記憶媒体
で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものを
いう」となっている。また、秘密保全施設外との接続禁止は、情
報システムのネットワークに適用されるものであり、契約業務と
直接の係りを持たない独立のパソコンの秘密保全施設外との接
続は許されるのではなかろうか？さらに、秘密の共有情報と防衛
省が定義する秘密の情報とを分離して取り扱うことができない
のであろうか？


機微情報保全規則：防衛省が秘密に指定した共有情報やその他の
機微共有情報に対する秘密保全は、防衛省の現行秘密保全関連規
則への準拠を原則とするが、共有する情報のリアルタイム性や効
果性を考慮し、何らかの措置が講じられた機微情報保全規則が必
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要である。また、この規則に基づく防衛省及び防衛関連企業等に
おける共有情報の取扱者の資格認定、及び取り扱い者の訓練を実
施すること。


取り扱い規定：前項の機微情報保全規則に基づき、安心して
DIBIS への参加が可能となる共有情報の具体的な取扱い規定
（共
有情報取扱手順）を制定すること。機微情報に対しては適切な標
記及び取扱いを行うこと。取り扱いには、共有情報の収集、伝達、
保管、廃棄、取扱手順などが含まれる。



機微情報の分類規定：機微情報の分類（取り扱いレベル）を具体
的に示し、それに応じた取り扱いを行わせること。



企業等からのインシデント報告情報、又はそれに関連して防衛省
から追加の提供が求められた情報について、企業等の企業機密関
連情報、属性情報、個人情報などが第三者に開示されないことを
確実ものとすること。



防衛関連企業等の DIBIS への参加：防衛関連企業等の DIBIS へ
の参加は自発的なものとすること。



防衛省の DIBIS への参加促進：防衛省は、自発的参加を促進す
るための活動に努力すること。防衛省は、DIBIS への参加が防衛
関連企業等における情報セキュリティ能力の向上に結びつくこ
とについて、防衛関連企業等の情報セキュリティ担当者は無論こ

防衛関連企業等
の参加

と、経営陣に対する十分な説明を行うこと。


情報共有に係る様々な順守すべき事項を網羅した協定への署名

DIBIS 参加協定
信頼性の確保

DIBIS 協定：防衛関連企業等が DIBIS に参加するにあたっては、
が、防衛省及び参加防衛関連企業等の間で必要となる。



経済性：DIBIS 参加のための費用は、必要最小限に抑えること。



官民パートナーシップ：防衛省は、DIBIS による防衛関連企業等
の情報セキュリティ能力向上に資するため、DIBIS への積極的
参加と参加後の積極的活動を促進する官民間のパートナーシッ
プを確固たるものとすること。これには、単なる防衛省からの情
報提供だけでなく、定例的な会合による意思疎通を図ることが必
要と思われる。



にとって利益となることを認識すること（
「1.4 企業目的達成のた

防衛関連企業等
の対応

経営陣の情報共有の必要性の認識：経営陣は、DIBIS 参加が企業
めの情報共有の必要性」を参照）。



防衛省から提供される機微な共有情報の取り扱い：機微情報の取
り扱いについては、防衛省との DIBIS 参加協定の一項目として
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の機微情報保全規則に基づく機微情報取扱体制を構築するとと
もに、具体的な取り扱い規定（共有情報取扱手順）に基づく共有
情報の取り扱いを行うこと。


防衛関連企業等の CSIRT 能力： DIBIS 参加防衛企業は、イン
シデント報告及び提供された情報の効果的利用のため、必要とな
る最低限の CSIRT 能力を維持すること。



フリーライダーへの対処：防衛省は、フリーライダー（必要なコ
ストを負担せず利益だけを受け取る人）となるおそれのある
DIBIS 参加者に対し、積極的参加が DIBIS コミュニティ全体の
利益となることについて啓発すること。

5.1.4

調達に係る特約条項と情報共有の関係

防衛省の調達に係るサイバーセキュリティ関連の規則等としては、次の 2 つがある。


秘密の情報に対して：装備品等の調達に係る秘密保全ガイドライン



保護すべき情報に対して：調達における情報セキュリティ基準

これらは、防衛省との契約に基づく特約条項に規定されるものであり、情報の取扱いにお
いて事故等が発生した場合、防衛省への報告が義務付けられている。つまり、防衛関連企業
等は、防衛省に対し事故に係る情報の提供（インシデント報告）が義務付けられている。と
はいえ、それら提供された情報に基づく防衛省内での分析・検討結果が、他の防衛関連企業
等に対してどのように活用されるか、すなわち情報共有の観点からの活用については不明
である。
情報共有の大前提は事故に係る情報の自発的な提供であることから、契約に基づく事故
関連情報の提供との兼ね合いが問題となる。全く別個に取り扱うという方法もあるが、効果
的な情報共有の観点から、すなわち多くの情報に基づく分析･検討の観点からは、同じ土俵
で取り扱うべきと判断される。ただし、属性情報及び秘密の情報の保護については前述のと
おり、十分な対策が講じられねばならない。
5.1.4.1 装備品等の調達に係る秘密保全ガイドライン
「防衛省訓令第 36 号：秘密保全に関する訓令、平成 19 年 4 月 27 日」は、防衛省におけ
る秘密の保全のための必要な措置を定めたものであるが、その「第 29 条 委託時の保全措
置」において、別紙様式第 4 号様式の基準による秘密の保全に関する規定を示している。こ
の別紙様式第 4 号様式（第 29 条関連）「秘密の保全に関する特約条項」の「第 14 条 事故
発生時の措置」は、
「乙は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑
い若しくはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を報
告しなければならない」と規定している。
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(1)

事故に係る報告

「防経装第 3271 号：装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通
達）
、19.3.29」は、前述の第 14 条 事故発生時の措置に対する規定内容の変更、及び契約締
結時における「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」の添付を規定したもので
ある。防経装第 3271 号における事故発生時の措置は、事故の発生のおそれや事故につなが
ることを考慮し、次のように追加変更が行われた。
第 14 条 乙は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講
じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報
告しなければならない。このほか、それらの事故の疑い又は事故につながるおそれのある
場合には、乙は、適切な措置をとるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければ
ならない。
なお、この事故発生時の措置の変更内容については、防衛秘密の保護に関する訓令（平成
19 年防衛省訓令第 37 号）別記第 7 号様式、及び特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成
19 年防衛省訓令第 38 号）別記第 5 号様式の事故発生時の措置も全く同様である。
「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」は、前項に示した秘密の保全又は保
護（秘密保全）を確実なものとする特約条項を補足する事項について、秘密に係る情報の取
扱いを対象として規定したものである。
事故の報告については、同ガイドラインの「7 人的セキュリティ」の第(4)項に総括者の
責任事項として、次のように規定されている。
(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括者又はその指定する者は、適切な連絡経路を通
じて、直ちに把握し得る限りの全ての内容を甲に報告するとともに、その後速やかにその
詳細を報告することとし、そのため、総括者は、必要な手順を作成すること。なお、手順
には、報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかにした連絡系統図を作成する
こととし、異動等があった場合にはこれを更新すること。

(2)

情報共有との関係

秘密の情報の取扱いに係る事故については、我が国の安全保障への影響を考慮し、原則と
して情報共有の対象外とする。ただし、サイバーセキュリティに係る事故等であって、他の
衛関連企業における情報セキュリティ改善に資する情報については、属性情報及び秘密の
情報に対する保護を確実にし、防衛省における分析・検討結果を情報共有の対象に含めるも
のとする。
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5.1.4.2 調達における情報セキュリティ基準
「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）防経装第
9246 号。21.7.31」の目的は、
「装備品等及び役務の調達において、防衛関連企業で取り扱
われる保護すべき情報の保全のため必要な措置を定めること」とされている。防衛関連企業
による情報セキュリティ事故等の報告については、同通達の「4 特約条項」において「別紙
の特約条項を適用するものとする」とし、別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキ
ュリティの確保に関する特約条項」の「第 6 条 事故発生時の措置」にその細部が規定され
ている。
「調達におけるセキュリティ基準」は、同別紙の「第 1 条 情報セキュリティ基本方
針等の確認」において規定されているものであるが、同基準の「12 情報セキュリティ事故
等の報告」規定と前述の「第 6 条 事故発生時の措置」の規定内容は同一である。
したがって、以下の記述は、
「調達における情報セキュリティ基準」に基づいたものとな
っている。

(1)

保護すべき情報とは

「調達における情報セキュリティ基準」が対象とするのは、「保護すべき情報」である。
この保護すべき情報の定義については、
「防経装第 9246 号」の「2 定義」において次のよ
うに定められている。
(1) 保護すべき情報：装備品等及び役務の調達に関する情報のうち「取扱い上の注意を要
する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて（防防調第 4608 号。19.4.27）」の
第 1 に規定する「取扱い上の注意を要する文書等」及び同通達第 8 に規定する「注意電
子計算機情報」並びにこれらの情報を利用して作成される情報をいう。

防防調第 4608 号が定義する「取扱い上の注意を要する文書等」及び「注意電子計算機
情報」は、次のとおりである。
第 1：文書、図画又は物件のうちで、防衛省の職員以外の者又は当該事務に関与しない職
員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの（以下「取扱い
上の注意を要する文書等」という。
）は、適当な場所にその旨を表示し適正に管理するも
のとする。
第8：情報システム（ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、ネ
ットワーク又は記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うもの
をいう。以下同じ。）において取り扱われる情報（以下「電子計算機情報」という。）で
あって、防衛省の職員以外の者又は当該事務に関与しない職員にみだりに知られること
が業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの（以下「注意電子計算機情報」という。）
の取扱いについては、本章の定めるところによる。
2 注意電子計算機情報を格納した可搬記憶媒体（パソコン又はその周辺機器に挿入又は
接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう（外付け
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ハードディスクを含む。））については、第１章の規定を適用するものとする。
事故に係る報告

(2)

「調達における情報セキュリティ基準」の「2 定義」では、情報セキュリティ事故及び情
報セキュリティ事象を次のように定義している。
(16)「情報セキュリティ事故」とは、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故をい
う。
(17)「情報セキュリティ事象」とは、情報セキュリティ基本方針等への違反のおそれのあ
る状態及び情報セキュリティ事故につながるおそれのある状態をいう。
そして、同基準の「12 情報セキュリティ事故等の管理」では「(1) 情報セキュリティ事
故等の報告」
、
「(2) 情報セキュリティ事故等の報告要領」及び「(3) 情報セキュリティ事故
等の対処等」が詳細に規定されている。事故等の報告では、防衛関連企業が情報セキュリテ
ィ事故又は情報セキュリティ事象の発生を検知した場合、適切な措置を講ずるとともに、そ
の詳細を防衛省に速やかに報告することが次のように規定されている。
12 情報セキュリティ事故等の管理
(1) 情報セキュリティ事故等の報告
ｱ 防衛関連企業は、情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を防衛省に報告
しなければならない。
ｲ 次に掲げる場合において、防衛関連企業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把
握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を防衛省に報告しなければなら
ない。
(ｱ) 保護すべき情報が保存されたサーバー等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
(ｲ) 保護すべき情報が保存されているサーバー等と同一のイントラネットに接続さ
れているサーバー等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
ｳ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、防衛関連企業
は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を防衛省に報告しなければならな
い。

(3)

情報共有との関係

防衛関連企業等は、情報セキュリティ事故又は情報セキュリティ事象（情報セキュリティ
事故等）を防衛省に報告することが契約上の履行事項として定められている。このことは、
防衛関連企業等の情報システムが契約上利用される場合は、防衛省に対し情報セキュリテ
ィ事故等に係る情報を提供しなければならないが、防衛省との契約外で同一情報システム
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が利用される場合、発生したインシデントについて防衛省に対する情報提供の義務はない
ということを示している。
以上のことを前提に、防衛省と防衛関連企業等との効果的な情報共有を考えるならば、次
のようなことであることが望ましい。


防衛関連企業等：防衛関連企業等は、契約に基づく情報セキュリティ事故等の防衛省
への報告は無論のこと、契約外において契約上と同一の情報システムの利用時にお
ける情報セキュリティ事故等（インシデント）についても自発的に防衛省へ情報提供
を行うこと。



防衛省：防衛省は、契約上及び契約外における情報セキュリティ事故等の報告及び情
報提供によるインシデント情報の収集･分析･検討を行い、対策案やベストプラクテ
ィスなどの結果を当該防衛関連企業等に提供すること。また、当該インシデント情報、
対策案、ベストプラクティスなどについて、属性情報や機微情報に対する保護を適切
にした上、他の防衛関連企業への情報提供も考慮すること。

5.1.5

CEPTOAR か別個の情報共有か

ここでは、防衛省と防衛関連企業等との情報共有の仕組みを構築するにあたって、現在我
が国 の 10 のイ ンフラ分野が 実施している セプター （Capability for Engineering of
Protection, Technical Operation, Analysis and Response: CEPTOAR）における情報共有
活動と同様のものとするのか、又はそれとは別個の情報共有コミュニティを構築するのか
について検討する。
最初に、現 CEPTOAR 活動の現状を把握するとともに、その効果性について述べる。次
に、CEPTOAR と同様の情報共有活動を実施してきた英国及び米国の昨今の新たな情報共
有活動の取り組みを概観する。そして、最後にこれらを総括し、結論を得る。

(1)

現 CEPTOAR 活動の現状

現 CEPTOAR の活動の現状は、個々の CEPTOAR により及び発足後の経過年数により
活動の範囲は異なるが、概ね次のような活動を組み合わせたものとなっている134。


内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が提供した情報の CEPTOAR 内での
共有



CEPTOAR 分野横断的演習への参加



CEPTOAR 内訓練への参加



セプターカウンシルにおけるワーキンググループへの参加



セプターカウンシルにおける標的型攻撃に関する情報共有体制への参加

134

セプターの活動状況の把握について、〜2012 年度「セプターの強化」について〜、2013 年 3 月 26
日、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
、
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/ciip/dai31/pdf/31siryou04-3.pdf
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セプターカウンシルで得た情報の共有



JPCERT が提供した情報の共有



J-CSIP への参加



セミナー開催による様々なセキュリティ技術知識の習得

(2)

CEPTOAR 活動における情報共有の効果性

現 CEPTOAR における情報共有活動は、
（1）項で明らかにした活動内容を見る限り、サ
イバーセキュリティに係る脅威情報、脆弱性情報、対策情報など、情報共有としての骨幹的
情報のほとんどを NISC から提供される情報に依存しているものとなっている。
もちろん、
CEPTOAR 横断又は CEPTOAR 内での訓練への参加は、インシデント対応への訓練として
極めて重要であると思われる。しかしながら、その他に関しては、「3.3.2 国家重要インフ
ラ防護センターによる情報交換の促進」で述べたように、英国で現在実施されている会議形
式による情報共有がほとんどとなっている。
結果として、リアルタイム性を求める昨今のサイバー脅威環境の中にあって、CEPTOAR
内でそのような環境に適応できる情報共有体制構築の難しさを、この活動状況は物語って
いるのではなかろうか。つまり、CEPTOAR が情報共有ハブセンターとなる困難さを示し
ていると思われる。同業会社の集団の中にあって、自社のインシデント報告内容がどのよう
に保護されるのか、競合他社に情報が漏れることはないのか、ハブセンター要員はどこから
の出向社員なのかなど、積極的な情報提供を阻む要因が CEPTOAR に本質的に内在してい
るのではなかろうか。結果として、CEPTOAR 参加会社の大部分がフリーライダーとなっ
ており、積極的なインシデント情報の提供を躊躇させているものと判断される。
結論として、現在の CEPTOAR のような情報共有体制では、効果的な情報共有活動を期
待することに無理があると思われる。

(3)

英国や米国はどうなのか

英国の場合、これまでの会議形式による情報共有活動に加え、「3.3.1 サイバーセキュリ
ティ情報共有パートナーシップの設立」で述べたように、
「サイバーセキュリティ情報共有
パートナーシップ（CISP）
」による政府と企業間のパートナーシップが、リアルタイムで脅
威と脆弱性に係る情報の共有を可能とする取組を、2013 年 2 月から開始している。
米国の場合、様々なインフラ分野があり、それらの規模やサイバーセキュリティに係る情
報共有活動も様々となっていることから、我が国や英国のように十羽一絡げ的にこうだと
論ずることはできない。例えば、
「1.2.1 情報共有の必要性―(2) セキュリティ協議会の報告
－(2-3) 7 件の推奨事項の項目及び第 7 番目の推奨事項（情報共有）の詳細」では、セキュ
リティ協議会の報告書を引用し、
「最後に、APT を防ぐには企業 IT の新たなモデルを構築
するだけでなく、情報共有に対する新たなモデルを構築することである。現在の情報共有チ
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ャネルに含まれるものとしては、例えば北米における情報共有・分析センター（ISAC）135
がある。とはいえ、既存のチャネルは、脅威情報を伝達するにはあまりにも遅すぎる」とし、
十把一絡げ的に ISAC の情報共有活動の能力限界を論じている。また、「2.1.4 官民間パー
トナーシップの必要性－2.1.4.2 CERT の官民パートナーシップに係るポッドキャスト－(3)
NERC：官民パートナーシップの成功」では、パートナーシップの成功例として北米電気信
頼性組合（North America Electric Reliability Corporation: NERC）を紹介したが、この
NERC は極めて共同的なコミュニティ・ベース組織という特性に立脚している。そして最
後に、米国の防衛企業基盤（DIB）については、これまでの DIB 重要インフラ・セクター
における情報共有活動（ISAC）に加え、
「2.3.2 防衛企業基盤サイバーセキュリティ／情報
保証プログラム」で述べた DIB CS／IA プログラムが 2012 年 5 月から開始されている。
結論として言えることは、会議形式による情報共有では脅威環境のシフトに対応できず、
リアルタイム又は準リアルタイムによる脅威情報、脆弱性情報、対策情報などの共有が必要
となっているということである。昨今の英米の新たな情報共有の取り組みは、正しくこのよ
うな脅威環境のシフトに対応するものとなっている。

(4)

結論

我が国の CEPTOAR は、コミュニティ内においてそれなりの情報共有目標を達成してい
ると思われるが、知る必要性の観点からは共有すべき情報の範囲が限定されていること（つ
まり、共有する必要性の範囲が限定されていること）、及び情報提供のリアルタイム性上の
問題がある。さらに、所管省庁が間接的にしか介在せず、官がハブセンターとなる優位性や
利点が存在しないこともある。表 5.1-4 は、これらの違いを含め、CEPTOAR か別個の情報
共有とするかの結論を得るための比較表である。
表 5.1-4：CEPTOAR か別個の情報共有かの比較
CEPTOAR

比較項目
官の参加

間接（所管省庁として）

別個の情報共有
直接（ハブセンター）
NISC 情報、警察庁情報（テ

官の情報提供

NISC 情報に限定

ロ）、防衛省情報（サイバー
セキュリティ関連組織）

秘密の情報の共有

無

有（官の重要情報の提供）

属性情報の保護の期待

普通

大（官の管理）

積極的情報提供

低

高（官がハブセンター）

共有情報の重要性

普通

大（官の重要情報の提供）

ハブセンター（収集・分析） CEPTOAR

防衛省（DIBIS センター）

135

機能的には我が国の CEPTOAR 同様の情報共有・分析センター（Information Sharing and Analysis
Center: ISAC）である。
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CEPTOAR

比較項目

別個の情報共有

リアルタイム性

無（コミュニティ外）

有（ハブセンターに直結）

コミュニティ内の信頼関係

普通

十分（官のハブ、中立性）

上表の比較結果から明らかなように、我が国の防衛企業基盤セクターにおける情報共有
への取り組みとしては、現在 NISC の主導の下で活動を行っている CEPTOAR 方式ではな
く、英国の CISP や米国の DIB CS／IA プログラムと同様、官によるハブ機能を組み入れ
た情報共有とするのが適切であると判断される。
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5.2

提言

前節「5.1 提言にあたっての整理」において、防衛企業基盤における情報共有の実施にあ
たっての課題を網羅し、防衛企業基盤における効果的な情報共有の実現のために何（What）
をなすべきかを明らかにした。とりわけ、
「5.1.3 防衛企業基盤における情報共有の課題（あ
るべき姿の実現のため）
」において個々の課題を列挙するとともに、
「5.1.4 調達に係る特約
条項と情報共有の関係」では契約に基づく事故報告を情報共有に加えること、及び「5.1.5
CEPTOAR か別個の情報共有か」では別個の情報共有とすべき結論を得た。
本節では、前節の検討結果から得られた防衛企業基盤情報共有（DIBIS）プログラムに対
する個々の課題及び結論事項（課題等）に対して、それらをどのように（How）なすべきか
を、防衛省及び防衛関連企業等が参画する提言としてまとめる。
提言に先立ち、5.1 節のからの全課題等を表 5.2-1 にまとめた。この表の目的は、前述の
課題を確実に漏れなく列挙すること及び課題のグルーピングにより提言の理解を深めるこ
とであり、提言はこの表に従って述べることとする。
表 5.2-1：課題等のまとめ（What）
大項目

中 項 目
設置・運用
機能

小

項

目

防衛省内に設置、防衛省職員及び契約者
情報の収集・分析・検討・配布、フォレンジック調査、
インシデント発生の究明
インシデント報告、状況認識情報、脆弱性情報、脅威

取扱情報
ハブセンター

情報及び対策情報、ベストプラクティス、特約条項に
基づく事故情報
NISC・警察庁・その他の政府機関、JPCERT・IPA・

連接相手

J-CSIP 及びフィシング協議会、防衛省内サイバーセ
キュリティ関連組織

性能

リアルタイム性、セキュア・ネットワーク（機微情報
の伝達）
、ウェブサイト
参加資格、非開示合意、積極的参加への合意（フリー

参加協定

枠組み

法的問題

情報開示

情報公開制度、訴訟関連等への開示免責

属性情報保護

個人情報保護、参加会社情報及び会社機微情報の保護

情報の取扱

規則の策定
機微情報の取
り扱い

ライダー対処）
、最小限の参加費用、参加レベル

機微情報保全規則及び具体的な共有情報取扱手順（共
有情報取扱手順）の策定、機微レベルの確立及びレベ
ルに応じた取り扱い（伝達、保管要領等）、担当者の秘
密保護適格証明書保持
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大項目

中 項 目
教育訓練

信頼性確保

小

項

目

ハブセンター要員及び参加企業要員の教育訓練、取扱
資格認定

官民間パート

官の積極的関与と参加促進（会社に対する啓発活動）、

ナーシップ

官民 DIBIS 会議、参加企業 DIBIS 会議

重要性認識

経営陣の重要性認識、資源の割り当て、自発的参加
CSIRT 機能の確保、機微情報取扱体制の確立（機微情
報保全規則に基づく秘密保護適格証明書を保有する

参加企業

具備要件

担当要員、保全施設、情報共有端末の確保など（参加
レベル 1 の場合））
、積極的な情報の提供（非フリーラ
イダー）

官民間パート
ナーシップ

5.2.1

DIBIS 会議への参加

防衛省に対する提言

防衛企業基盤情報共有（DIBIS）プログラムにおける防衛省に対する提言は、
「表 5.2-1：
課題等のまとめ（What）
」に対する How を示す DIBIS センターの設置運用、参加協定
（DIBIS 協定）
、法的問題、情報の取り扱い及び信頼性確保、並びに本格的運用に先立つパ
イロット・プログラムの計 6 項目であり、それらの内容は次のとおりである。
(1)

DIBIS センターの設置運用

防衛省は、DIBIS プログラムの中核となる DIBIS センターを設置・運用する。


DIBIS をリアルタイムで実施する DIBIS センターを、防衛省内のしかるべき組織に
設置する。防衛省は、全組織を挙げて同 DIBIS センターの運用組織を支援するもの
とする。



DIBIS センターは、防衛省と防衛関連企業等間の情報共有を円滑整斉と実施するた
め、防衛省と防衛関連企業等をリアルタイムで結ぶ DIBIS ネットワークの中核とな
る情報共有を行う情報システムである。



DIBIS センターの運用要員は、防衛省職員及び防衛省との契約による民間セキュリ
ティ会社からの専門家による。これらの要員が取り扱う情報は、インシデント報告、
脆弱性情報、脅威情報、ベストプラクティス、特約条項に基づく事故情報、状況認識
関連情報、対策情報、ベストプラクティスなどであり、これら情報に対する分析能力
が求められる。また、フォレンジック調査、インシデント究明などの専門知識を持つ
ことが求められる。
なお、フォレンジック調査及びインシデント究明は、DIBIS 参加企業の申し出を
受けた場合にのみ実施するものとする。
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DIBIS センターと DIBIS 参加企業をリンクする DIBIS ネットワークは、様々な機
微レベルの情報を伝達するため、機微レベルに応じた技術的セキュリティ対策を講
ずるものとする。現在、防衛省と防衛関連企業等間における秘密の情報の伝送は許さ
れていないことから、機微情報の伝達には現行規則の改定又は別途の取り扱いが必
要となる。
（別途の取り扱いの場合、参考となるのが第 2 章及び第 3 章で述べた英米
における機微情報の伝達方法である。米国防総省の DIB CS/IA プログラムでは、非
国防総省 PKI として、国防総省が認定した認証機関を介する PKI を利用している
「2.3.2.4 DIB CS／IA に係る具体的な取り組みの概要」を参照）
。また、英国の国防
省は、民間との情報共有に TSCP や IdAM を利用している（
「3.2 国防省の取り組み
－（2）情報共有関連事項」を参照）
。防衛省も、これらを参考にして何らかの方策を
考慮するべきである。
なお、機微情報の提供は参加レベル 1 の企業に対してだけ実施する。



DIBIS センターは、DIBIS 参加企業への情報提供を行うとともに、DIBIS 参加企業
からのウェブサイトとしての役割を担う。ただし、機微情報に対するアカウントの保
持者（参加レベル 1）と非保持者（参加レベル 2）に対する仕分けの考慮が必要であ
る。機微情報に対する非アカウント保持者（参加レベル 2）とは、保全施設を有しな
いことなどから機微情報の受取資格を満たさない防衛関連企業等をいう。



DIBIS センターは、省内サイバーセキュリティ関連組織、関連政府機関（NISC、警
察庁、その他の政府機関）
、情報セキュリティ関連民間組織（JPCERT/CC、J-CSIP、
IPA、フィッシング協議会など）との情報共有を行う。ただし、DIBIS 参加企業から
のインシデント情報の共有については、防衛省と防衛関連企業等との間で締結する
DIBIS 協定に基づく。また、IPA の「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」
が、一般公開に先立ち重要インフラ事業者に対し優先的に提供する「優先的情報提供」
を受けるための考慮も必要である。このようなことは、とりわけ、警察庁からサイバ
ーインテリジェンス情報及びサイバーテロ情報の優先的な提供を受ける場合、特に
考慮するべきと思われる。
省内のサイバーセキュリティ組織として考えられるのが、「サイバー空間防衛隊」
である。平成 25 年度概算要求では「防衛省・自衛隊のネットワークの監視及び事案
発生時の対処を 24 時間体制で実施するとともに、各自衛隊に分散しているサイバー
攻撃等に関する脅威情報の収集及び調査研究を一元的に行い、その成果を省全体で
共有」するとあり、また別の資料によれば「防衛省・自衛隊と防衛産業とのサイバー
攻撃対処能力向上のための共同訓練等を実施」
（「4.4.4 サイバーディフェンス連携協
議会」を参照）とされていることから、DIBIS とサイバー空間防衛隊の情報共有の
実現可能性は高いものと判断される。
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(2)

参加協定（DIBIS 協定）

防衛省は、防衛関連企業等が DIBIS プログラムに参加する場合、次に示す協定（DIBIS
協定）を防衛関連企業等との間に締結する。
この協定（DIBIS 協定）の主たる目的は、防衛関連企業等の情報セキュリティ能力を補
強することにより、防衛省の情報を保護することである。協定の内容は、DIBIS に係る様々
な事項についての防衛省と防衛関連企業等との間の合意事項であり、用語の定義は無論の
こと、両者が順守するべき事項を網羅したものである。主な協定の項目として考慮するべき
事項には、
次が含まれる（この DIBIS 協定の具体例については、
「付録 1：連邦規則 32CFR236」
を参照されたい）
。


定義：属性情報、危殆化、保護対象情報、保護対象情報システム、サイバー・インシ
デント、インシデント究明、フォレンジック調査、防衛関連企業等、DIBIS 参加者、
防衛省等政府機関提供情報、情報システム、脆弱性情報、脅威、状況認識、ベストプ
ラクティス、機微情報保全規則、共有情報取扱手順、参加レベル（1 及び 2）など



方針：防衛省としての DIBIS に係る基本的方針事項



防衛関連企業の手続：DIBIS への自発的参加、主担当者（POC）の指名、企業等内
での利用、他組織への提供禁止、機微情報保全体制等機微情報受領準備（参加レベル
1）
、インシデント報告、インシデント究明、フォレンジック調査、企業等の属性情報
取扱、情報公開制度など



一般規定：機微情報保全規則、共有情報取扱手順、共有情報の保護、参加者の責任事
項、DIBIS からの脱退など



DIBIS 参加資格要求事項：機微情報受領資格、保全施設等機微情報保全体制、参加
申し込み要領、参加レベル（レベル 1：保全施設の維持、秘密保全適格証明を保有す
るなど、機微情報受領資格がある企業等をいう。レベル 2：レベル 1 の資格を満たさ
ない防衛関連企業等をいい、機微情報以外の情報だけを共有することができる企業
等をいう）

(3)

法的問題

防衛省は、防衛関連企業等の自発的参加を促すため、及び防衛関連企業等からのインシデ
ント報告に係る属性情報の第三者への開示を確実に阻止するため、情報公開制度による公
開免責、個人情報の保護、会社の機密情報の保護、その他訴訟関連等、一切の開示要求から
の開示免責を確実なものとし、DIBIS 参加希望会社に周知させねばならない。
DIBIS ウェブサイトでこの法的問題への対処を明示・公開するとともに、前項「(2) 参加
協定（DIBIS 協定）
」の一項目とする。

(4)

情報の取り扱い

防衛省は、属性情報や企業機密情報など、一般公開ができない全ての共有情報（機微情報）
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に対する保護を確実なものとするため、共有情報の保護に係る規則（機微情報保全規則及び
共有情報取扱手順）を策定し、防衛省を含む DIBIS 参加防衛関連企業等の関係者全員に周
知徹底させなければならない。
(4-1) 機微情報保全規則
防衛省が秘密に指定した共有情報や他の機微情報に対する秘密保全規則（機微情報保全
規則）は、防衛省の現行秘密保全関連規則への準拠を原則とするが、共有する情報のリアル
タイム性や効果性を考慮した何らかの措置を講じたものとするべきである。機微情報保全
規則には、DIBIS 参加企業における秘密保全施設の確保、秘密保護適格証明書保有者によ
る機微情報の取り扱いなどの機微情報保全体制の構築が含まれる。また、情報の機微レベル
に応じた保全対策の規則への反映が考慮されるべきである。
(4-2) 共有情報取扱手順
共有情報取扱手順は、前項「(4-1)の機微情報保全規則」に基づく機微情報、その他の共有
情報に対する日常的な取扱手順を具体的に定めたベストプラクティスで構成される。
共有情報取扱手順に盛り込むべき事項は、次のとおりである（取扱手順の具体例として
「2.2.2 重要インフラ情報保護プログラム（PCIIP）及びマニュアル」を参照されたい）。


保護対策：一般原則、保護（保管など）の具体策、送信、分散されたデータ、出張や
臨時勤務時など



アクセス、配布及び利用：アクセス要求事項



配布：限定配布、DIBIS コミュニティ外への配布、インシデント報告企業等の同意
を求める配布



参加企業等外組織又は報道機関からの要求への対応



情報公開制度などの法律に基づく情報共有への対応



提供された情報のサニタイジング

(4-3)共有情報取扱訓練
防衛省は、前項「(4-1) 機微情報保全規則」及び「(4-2) 共有情報取扱手順」の周知徹底を
図るため、防衛省の DIBIS センター要員及び DIBIS 参加企業の情報共有関連担当者に対す
る訓練を実施するものとする。防衛省は訓練受講後、共有情報取扱訓練終了証明書を交付す
るものとする。共有情報を取り扱う防衛省職員及び DIBIS 参加企業の要員は、訓練終了証
明書の保有者とする。

(5)

信頼性確保

防衛省は、防衛情報の保護を目的とした DIBIS プログラムの発展のため、官民間パート
ナーシップを構築し、官民間の信頼性確保を確固たるものとしなければならない。情報共有
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における官民間の信頼性確保は、官の積極的関与、法的問題のクリア及び参加者の認識とと
もに、情報共有のあるべき姿の４大要素の一つに掲げられている（「1.3 情報共有のあり方」
を参照）
。
信頼性の確保が最も効果的となるのは、防衛関連企業等に対して官の DIBIS プログラム
に対する積極的な関与と参加促進のための啓発活動を行うこと、及び官民両者が一堂に会
してお互いの意見を出し合い相互理解を深める場を設けることと判断される。会議として
は、次が考えられる。


官民 DIBIS 会議：官の主催による情報共有発展のための会議



参加企業等の DIBIS 会議：民だけの会議、官はオブザーバーとして出席

会議のあり方については、英国のチャタム・ルールに基づく会議が好ましい（「3.3.2 国
家重要インフラ防護センターによる情報交換の促進」を参照）。

(6)

パイロット・プログラム

防衛省は、DIBIS プログラムの本格的運用に先立ち、上記(1)〜(5)項の適切性を確認し、
是正処置を行い、情報共有の効果性を確実なものとしなければならない。
本格的運用開始後の、監査や改善に伴う是正処置は無論のことである。

5.2.2

防衛関連企業等に対する提言

DIBIS プログラムへの参加を考慮する防衛関連企業等への提言は、「表 5.2-1：課題等の
まとめ（What）
」に対する How について、防衛省に対する提言を除いたものであり、情報
共有の重要性の認識、参加のために備えるべき事項、及び DIBIS 会議への参加（この件は
防衛省と重複）の 3 件である。
(1)

重要性の認識

DIBIS プログラムへの防衛関連企業等の参加は、自発的なものであり、防衛省の規則や
契約によるものでもない。また、自発的参加とはいえ、少なからずのコストが掛ることも避
けられない。このような環境下にあっては、たとえ企業の情報セキュリティ担当者が情報共
有の重要性を認識しても、経営陣がそれを認識しない限り、自発的参加は困難となる。
「1.4 企業目的達成のための情報共有の必要性」において、経営陣の認識を促す目的で次
の 4 項目にわたって情報共有の重要性を認識すべきことを述べた。企業の経営陣は、これ
らに目を通して、自発的参加を決心するとともに必要な資源を割り当てるべきである。


コーポレート・ガバナンスにおけるセキュリティ・ガバナンスの重要性



セキュリティ・ガバナンスを効果的なものとするインプットは何か



情報セキュリティ戦略の変化



情報共有の必要性
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(2)

具備要件

DIBIS プログラムへの参加を希望する防衛関連企業等が備えるべき事項は次のとおりで
ある。


機微情報保全体制の構築：参加レベル 1 の防衛関連企業は、防衛省が新たに制定し
た情報共有に係る機微情報保全規則に基づく体制を構築するものとする。また、防衛
省が実施する共有情報取扱訓練を受講するものとする。



保全施設の確保：参加レベル 1 の防衛関連企業は、防衛省からの機微情報の受領を
保全施設内の情報共有端末で実施する。
この情報共有端末から企業内情報セキュリティ担当者への共有情報の伝達は、セキ
ュリティが保たれ通信回線によるものとする。
参加レベル 2 の防衛関連企業は、保全施設を有しないか、企業内に秘密保全適格
証明書を保有する情報共有担当者がいないかの両者又はいずれかに属する企業であ
り、防衛省からの機微情報の提供は受けられない。



積極的なインシデント報告：DIBIS を効果的なものとするのは、参加企業等からの
積極的なインシデント報告である。単に、防衛省から提供される情報を受け取るだけ
の参加は、DIBIS は無論のこと、自組織の情報セキュリティ能力向上にも役立たな
い。決してフリーライダーになるべきではない。



CSIRT 機能の確保：防衛関連企業等は既に、防衛省の特約条項に示されている事故
報告の機能を有していると思われる。DIBIS 参加企業は、現有の事故報告機能を発
展させた CSIRT 機能へと進化することが望まれる。



担当要員の確保：DIBIS への参加は、情報セキュリティ関連業務の増加を避けられ
ない。経営陣の情報共有の重要性認識による適切な資源配分がなされるべきである。

(3)

DIBIS 会議への参加

DIBIS 会議は、防衛省主催 DIBIS 会議及び DIBIS 参加企業だけの DIBIS 会議の 2 つが
ある。全ての情報共有活動を防衛省のハブセンターだけに任せるのではなく、民として官へ
の積極的な意見を提示するため、及び参加企業同士での意見交換を通じて DIBIS をより効
果的なものとするため、両 DIBIS 会議への積極的な参加が望まれる。
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付録
付録 1：連邦規則 32CFR236
DIB CS/IA 活動に関しては、以下に示す連邦規則「パート 236：国防総省防衛企業基盤
自発的サイバーセキュリティ及び情報保証活動」136が適用される。同規則は、2012 年 5
月 11 日に暫定最終ルールとして出版され、同年 7 月 10 日締め切りのパブリック・コメン
トを経て 2013 年 10 月 22 日に決定された。施行開始は、2013 年 11 月 21 日である。
初版に対するパブリック・コメントのほとんどは却下されたが、唯一、保護対象防衛情
報の定義については、原案をより詳しく書き改め詳細な規定内容となっている。
以下に紹介するのは、2013 年 11 月 21 日付で施行された規則の全訳である。
Part 236-国防総省(DoD)‐防衛企業基盤(DIB)自発的サイバーセキュリティ及び情報保
証(CS／IA)活動
条
236.1

目的

236.2

定義

236.3

ポリシー

236.4

手続き

236.5

サイバーセキュリティ情報共有

236.6

一般規定

236.7

DIB 参加者資格要求事項

権限：10 合衆国法典 2224；44 合衆国法典 3506；44 合衆国法典 3544
§236.1 目的
DIB の非秘密区分指定情報システムに対するサイバー脅威は、DoD 情報の危殆化と
いう受け入れがたいリスクを及ぼすとともに、合衆国の国家安全保障及び経済安全保証
の利益に切迫した脅威をもたらす。DoD の自発的 DIB CS/IA プログラムは、DIB 参加
者の能力を補強し、DIB の非秘密区分指定情報システム上の又は同システムを通過する
DoD の情報を保護するものである。

136

連邦規則「パート 236：国防総省防衛企業基盤自発的サイバーセキュリティ及び情報保証活動」
、
https://www.federalregister.gov/articles/2013/10/22/2013-24256/department-of-defense-dod-defenseindustrial-base-dib-voluntary-cyber-security-and-information#h-17
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§236.2 定義
この Part においては、次のように用いられる。
(a) 属性情報：属性情報とは、DIB 参加者を識別する情報を意味し、それが直接又は間
接を問わず、DIB 参加者に溯ることができる情報の分類をいう（例：プログラム記
述、施設の場所）
。
(b) 危殆化：危殆化とは、認可されていない者による情報の開示又はセキュリティ・ポ
リシー違反を意味し、認可を得ていない意図的若しくは意図しない開示、改ざん、
破壊、オブジェクトの喪失、又は認可されていない媒体への情報の複写が起こりう
ることをいう。
(c) 保護対象防衛情報（covered defense information）
：保護対象防衛情報とは、次（Is
以下）に示す非秘密区分指定情報をいう。
(ア) Is（とは・・である）
：
① 公式の DoD 活動に関連して、DoD 又はその代理によって DIB 参加者に提
供された情報
② 公式の DoD 活動支援の一環として、DIB 参加者によって収集、策定、受
領、伝達、利用又は保管された情報
(イ) Is：
① 管理技術情報：管理技術情報（Controlled Technical Information）とは、
軍事又は宇宙関連で適用される技術情報を意味し（10 合衆国法典 130(c)参
照）
、アクセス、利用、複製、変更、実施、展示、発表、公開又は伝達の
対象となる情報をいう。管理技術情報は、DoD 訓令 5230.24「技術文書に
関する配布説明書」従い、B〜F のいずれかの配布標記がなされる。この
用語には、制限されることなく合法的かつ公に入手できる情報は含まれな
い。
「技術情報」とは、防衛連邦調達規則付録の第 252.227⁻7013 条項に定
義されている技術データ又はコンピュータ・ソフトウェアを意味する。技
術情報の例には、研究とエンジニアリング・データ、設計図と関連するリ
スト、仕様書、標準、工程表、マニュアル、技術報告、技術指令書、カタ
ログ品確認証明、データセット、研究・分析と関連情報、及びコンピュー
タ・ソフトウェア実行可能コードとソースコードが含まれる。
② 国際武器取引規制（ITAR）情報：
（http://pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html）又は輸出
管理規制（EAR）
（http://ecrf.gpoaccess.gov, Title 15, part 730）に基づく
輸出管理対象の情報
③ 重要プログラム情報：DoD 達 5200.39「DoD 内の重要プログラム情報保
護」に従い、重要プログラム情報と指定された情報
④ 重要情報（運用セキュリティ）
：重要情報には、敵対性が計画し効果的に
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行動することによって、我が方の任務遂行の失敗又は受け入れがたい帰結
を保証するために必要とする我が方の意図、能力及び活力について、運用
セキュリティ・プロセスを介して明らかにされた特定の事実が含まれる
（DoD マニュアル 5205.02-M「DoD 運用セキュリティ（OPSEC）プログ
ラム・マニュアル」に規定されている運用セキュリティ・プロセスの一
部）
。
⑤ 個人識別可能情報：DoD 達 5400.11「DoD プライバシー・プログラム」
に従い、個人のアイデンティティを識別又は追跡するために利用され得る
個人識別可能情報（PII: Personally Identifiable Information）である。
⑥ 非秘密区分指定の管理された情報並びに現在及び以前に標記された情報：
これらは、例えば For Official Use Only、Sensitive But Unclassified、
Limited Official Use、DoD Unclassified Controlled Nuclear
Information、Sensitive Information などであり、DoD 通達 5230.29
「DoD 情報の一般公開許可」に従い、一般公開が許可されていない情報で
ある（また、DoD5200.1-R の付録 3「情報セキュリティ・プログラム規
則」も参照）
。
⑦ 一般公開免除情報：DoD 達 5400.07「DoD 情報の自由法（FOIA）プログ
ラム」及び DoD 規則 5400.7-R「DoD 情報の自由プログラム」に基づき、
一般公開への必須が免除されたすべての情報である。
(d) 保護対象 DIB システム（Covered DIB System）：保護対象 DIB システムとは、
DIB 参加者によって所有若しくは運用されている情報システム、又は所有者のため
に運用されている情報システムを意味する。
(e) サイバー・インシデント：サイバー・インシデントとは、コンピュータ・ネットワ
ークを利用した行為であり、情報システム上及びそこに存在する情報の両者又はい
ずれかに実際上の又は潜在的可能性のある不利な影響を及ぼす行為をいう。
(f) サイバー侵入損害アセスメント：サイバー侵入損害アセスメントとは、管理・調整
されたプロセスであり、DIB 参加者の非秘密区分指定コンピュータ・システム又は
ネットワークの危殆化に起因する防衛プログラム、防衛科学と研究プロジェクト、
又は防衛戦闘能力に及ぼす影響を決定することをいう。
(g) 防衛企業基盤（DIB）
：DIB とは、軍事要求事項を満たすための軍事兵器のシステ
ム、サブシステム、コンポーネント又はパーツの研究開発、設計、製造及び維持の
能力を持つ DoD、政府、及び全世界中の企業複合体からなる民間セクターをいう。
(h) DIB 参加者：DIB 参加者とは、本 Part に定められている自発的な DIB CS/IA 情報
共有プログラムへ参加に必要なすべての資格要求事項を満足している DIB 会社をい
う（§236.7 を参照）
。
(i)

政府：政府とは、合衆国政府をいう。
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(j)

政府提供情報（GFI: Government Furnished Information）
：GFI とは、自発的
DIB CS/IA プログラムの下に政府から提供された情報をいい、これには限定するも
のではないが、サイバー脅威情報及び情報保証慣行が含まれる。

(k) 情報：情報とは、すべての媒体又は形式による事実、データ又は意見などの知識の
コミュニケーション又は表現のすべてをいい、これには文字、数字、グラフ、地
図、会話又は視聴覚が含まれる。
(l)

情報システム：情報システムとは、情報資源の離散的なセットであり、情報の収
集、処理、保持、利用、共有、伝達又は廃棄のために組織化されたものをいう。

(m) 脅威：脅威とは、組織の運用（ミッション、機能、イメージ又は評判を含む）、組
織の資産、個人、その他の組織又は国家に対し、情報に対する不正なアクセス、破
壊、開示、改ざん、サービス妨害のいずれか又は組み合わせにより、不利益な影響
を及ぼす可能性のある状況又は事象の手段のすべてをいう。
§236.3 ポリシー
次を実施することは DoD のポリシーである：
(a) 保護対象 DIB システム上の保護対象防衛情報を保護するため、DIB 情報保証能力
を補強する包括的アプローチを確立する。
(b) DoD 情報に対するサイバー脅威の範囲と重大性について、政府と DIB の状況認識
を高める。
§236.4 手続き
(a) 政府と各 DIB 参加者は、枠組み合意（FA）として委ねられた自発的標準合意を履
行する。FA は、循環ベースの適時かつ保全が保たれた状態で、可能な限り、保護
対象 DIB システム情報及び保護対象防衛情報の情報保証に係るサイバーセキュリテ
ィ情報を共有するものである。
(b) 政府と DIB 参加者間のこのような個々の FA は、本規則の要求事項を順守するとと
もに、本パートに定められた自発的情報共有活動を個々の DIB 参加者とともに効果
的に実施するため、さらなる条項を必要に応じ含めねばならない。
(c) DoD の DIB CS/IA プログラム・オフィスは、同プログラム全体に対する POC であ
る。DoD サイバー犯罪センターの DoD-DIB 共同情報共有環境（DC3/DCISE）
は、DIB CS/IA プログラム下のサイバー脅威情報共有とインシデント報告に係る運
用の中心である。
(d) 政府は、ウェブサイト又はその他のインターネット・ベースの能力を維持し、参加
を希望する DIB 参加者に対し、プログラムにおける資格と参加に係る情報を提供
し、参加のためのオンライン申し込み又は登録を可能とするとともに、政府との間
の必要な合意事項の実施を支援する。（http://dibnet.doc.mil/）
iv

(e) 各 DIB 参加者は、政府からの GFI（政府提供情報）の受領に先立ち、必須の POC
情報を提供するものとする。これには、DIB CS/IA プログラムにおける DoD-DIB
間の対話を促進するため、会社内の指定従業員に対するセキュリティ・クリアラン
ス（秘密保護適格証明書）と市民権の情報が含まれる。政府は、提供された同情報
に対して、その POC がこのプログラムに対する DIB 参加者の代理として認可され
た POC である条件としての正確性を確認する。
(f) GFI は、非秘密区分及び秘密区分の指定による両方法により提供される。DIB 参加
者による秘密区分指定情報の取り扱いと保護は、NISPOM（DoD 5220.22-M）を
順守するものとする。政府は、すべての GFI に対する伝達及び配布手続きを明示す
るとともに、DIB 参加者に対しては、これまでに明示した伝送又は配布手続きの改
定について漏れなく通知するものとする。
(g) DIB 参加者は、GFI を保護するため、このパート又は政府による文書において許可
されたものを除き、保護対象防衛情報を合衆国根拠地の（すなわち、合衆国の物理
的境界内で提供、維持又は運用できる）保護対象 DIB システム上でだけ利用するこ
とができる。また、GFI を DIB 参加者の会社又は組織内において、知る必要性の
ベースで共有することができるが、配布は合衆国市民に限定される（すなわち、合
衆国で誕生した者、又は合衆国のパスポートを保有する帰化者）
。しかしながら、
個々のケースにおいて、DIB 参加者が情報を非合衆国市民と共有する能力を持つと
決定した場合、又は非合衆国ベースの保護対象 DIB システム上で GFI を利用する
と決定した場合で、かつ、適切な情報の取り扱い及び保護メカニズムが講じられて
いると示すことができる場合は、政府が適切な条項の下に当該開示を許すことがで
きる。
(h) DIB 参加者は、会社内に GFI を暗号化された方式で電子的に伝達する能力を維持
するものとする（例：S/MIME、SSL、TLS プロトコル・バージョン 1.2、DoD 承
認の中レベル保証認証（medium assurance certificate）の利用）
。
(i)

DIB 参加者は、会社又は組織外での GFI の共有を行わないものとする。これは、
従業員のクリアランス・レベルを問わないが、本パートが許可する場合やその他政
府により文書で許可された場合を除く。

(j)

DIB 参加者が情報システム・セキュリティ・サービスのため第三者のサービス・プ
ロバイダ（SP）を利用する場合、DIB 参加者は次に示す条件及び政府による文書
による許可を得て、GFI を当該 SP と共有することができる。
(ア) DIB 参加者は、当該 SP を政府に明示するとともに、当該 SP とのすべての
GFI の共有又は開示の許可を政府に求めねばならない（これには、DIB 会社の
代理として政府との直接の情報共有を含めることができる）
。これはもっぱら
に、本プログラムの許可された目的による。
(イ) 当該 SP は、当該情報を受領し GFI に対する適切な保護を講じている資格を有
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することについて、政府が決定できる十分な情報を提供しなければならない。
(ウ) SP は、政府による承認を得た後、DIB 参加者との間の法的拘束合意を締結し
なければならない（また、SP が DIB 参加者の代理として政府と直接情報を受
領又は共有するにせよ、政府との適切な合意を締結しなければならない）
。こ
の法的拘束合意は、本パートの適用対象となるすべての要求事項及び DIB 参加
者と政府間との FA における補足要求事項に SP が合意するものであり、これ
により SP は GFI を利用することができる。
(k) DIB 参加者は、GFI を売却、貸与、ライセンス、さもなければ製品やサービスへの
組み込みを行なうことはできない。ただし、このことは、本セクションの（j）項に
従い、DIB 参加者が SP として適切に指定されることを禁止するものではない。
§236.5 サイバーセキュリティ情報共有
(a) GFI：政府は本パートに従い、DIB 参加者又は指定された SP と GFI を共有するも
のとする。
(b) 初回インシデント報告：DIB 参加者は、保護対象 DIB システム上の保護対象防衛
情報に関連するサイバー・インシデントを DC3/DCISE に報告するものとする。こ
れらの初回報告は、発見後 72 時間以内に報告される。また、DIB 参加者は、当該
インシデントが保護対象防衛情報若しくは保護対象 DIB システムの情報保証に関連
するか、又はその他の政府の情報保証活動に関連すると決定した場合、そのような
サイバー・インシデントを政府に報告することができる。
(c) 追跡報告：政府と DIB 参加者は初回インシデント報告の後、自発的に付加的な情報
を共有することができる。付加的な情報とは、報告されたインシデントに関連する
と決定されたものであり、これにはフォレンジック分析、軽減と処置、及びサイバ
ー侵入損害アセスメントが含まれる。
(d) サイバー侵入損害アセスメント：DC3/DCISE はサイバー・インシデント分析の
後、国防総省内局損害アセスメント管理オフィス（OSD DAMO）に対し、サイバ
ー侵入損害アセスメントに関して、DoD の調達プログラム情報に対する潜在的若し
くは既知の危殆化に係る情報を提供することができる。政府は、DIB 参加者に損害
アセスメントに係る情報を提供することができる。
(e) DIB 参加者の属性情報：政府は、本プログラムの下に DIB 参加者によって共有さ
れた情報が、習慣上当該会社外に共有されることがない極めて機微な知的所有権情
報、商業上の情報又は営業上の情報を含むことがあることを承知している。かつ、
そのような情報に対する認可を得ない利用又は開示が、当該情報を報告した DIB 参
加者の競争力に相当な損害をもたらすことを承知している。政府は、このような情
報に対する不正な利用や開示に対する保護のため、納得できるステップを踏むもの
とする。このような情報（例：属性情報やその他の非開示情報）とは、DIB 参加者
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から受領した情報、又は DIB 参加者から提供された情報から導出された情報であ
り、納得できるステップには本セクションの（h）項に従った適切な手続きが含ま
れる。政府は、属性情報の内部利用及び開示を政府職員及び政府支援の契約者に限
定する。この政府支援の契約者は、機微情報の取り扱いに係る適切な機密性義務と
制限によって拘束され、法律に許可された活動に従事する。
(f) 非属性情報：政府は、DIB 参加者から提供された非属性情報（又は DIB 参加者が
提供した情報から導出された情報）を、DIB CS/IA プログラムにおける他の DIB
参加者と共有することができる。また、政府は、政府の情報又は情報システムのサ
イバーセキュリティと情報保証目的で、このような情報を政府全体（これには適切
な機密性義務によって拘束された政府支援の契約者が含まれる）と共有することが
できる。
(g) 電子媒体：本セクションの（b）
、
（c）及び（d）項に基づき DC3 に提供された DIB
参加者の電子媒体／ファイルは、DC3 のデジタルとマルチメディア・フォレンジッ
ク研究所で維持管理される。そこでは、特別な取り扱い手順により、デジタルとマ
ルチメディア・フォレンジック研究所としての認定が行われる。DC3 は、確立され
た DoD のポリシーと手順に従い、DIB 参加者が DC3 に提供したすべての電子媒体
／ファイルの維持、管理及び廃棄を行う。
(h) 情報の自由法（FOIA）
：非連邦政府組織から受領した限定情報（qualifying
information）を含む政府機関の記録は、FOIA に基づく要求の対象となる。このこ
とは、DoD 通達 5400.7 及び DoD 規則 5400.7-R に盛り込まれている（それぞれ、
32CFR パート 285 及び 286 を参照）。政府は、確立された手順及び関連規則に従
い、FOIA 免除条項の適用を主張することにより、認可されていない公開に対して
は、本プログラムに基づき機微な非公開情報を保護する。そして政府は、FOIA 要
求に基づく公開対象となるかもしれないこのような情報の非政府情報源又は提供者
（例：DIB 参加者）に対し、このような情報の公開保留を支持することを可能とす
るか、又はその他の適用可能な法的救済策に従うことを可能とする情報を提供す
る。
§236.6 一般規定
(a) 本プログラムの下に交換される情報の機密性に対しては、法、規則及びポリシーが
公認する最大限の保護が行われる。
(b) 政府と DIB 参加者は、適用する法律及び規則に従い、本プログラムの下にそれぞれ
が関連する活動を実施する。これには、電子通信又はデータの傍受、モニタリン
グ、アクセス、利用及び開示に係る制限が含まれる。政府と DIB 参加者の各々は、
本プログラムの下における彼ら自身の活動に責任を有する。
(c) DIB 参加者は、FA に従った本プログラムの下における政府とのすべての情報の共
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有に先立ち、本プログラムの下にその活動を支援するポリシーと慣行について法的
レビューを行うものとする。そして、そのようなポリシー、慣行及び活動が適用す
る法的要求事項に従っていることを決定するものとする。政府は、すべての DIB 参
加者から、当該参加者のポリシー又は慣行に係る付加的な情報又は保証を要求する
こと、又は当該ポリシーや慣行が適用法の要求事項に従っているとする DIB 参加者
の決定を求めることができる。
(d) 本自発的 DIB CS/IA プログラムは、保護対象防衛情報を保護することを意図して
いる。DIB CS/IA プログラムに基づく情報の政府の利用又は共有に係る制限は、政
府の法の執行能力、カウンターインテリジェンス活動、又はその他の国家安全保障
利益における活動を制限するものではない。そして、参加はその他の規則上や法的
要求事項に取って代わるものではない。
(e) DIB CS/IA プログラムへの参加は自発的なものであり、DIB 参加者が自身の情報シ
ステムに GFI を取り込むか、さもなければ何らかの変更を行うことを義務付けるも
のではない。GFI に基づく DIB 参加者による処置のすべて又は本プログラムにお
けるその他の参加は、DIB 参加者自身の決意及び自身のリスクと費用で行われる。
(f) 本プログラムへの DIB 参加者の自発的な参加は、何らかの不公正な競合利益又は
DoD の業者選定やコンペにおける不利益を生み出すことを意図するものでもなけれ
ば、また何らかの不公正な優先的な取り扱いを行うものでもない。そして、いかな
る方法によっても、DIB 参加者、同参加者の情報システム又は同参加者の製品やサ
ービスについて、政府推奨又は承認を示すものでも意図するものでもない。
(g) DIB 参加者及び政府の各々は、いかなるときでも本プログラムを一方的に制限又は
参加を中止することができる。終了は、DIB 参加者又は政府の GFI、属性情報、契
約者の所有権情報、第三者の所有権情報、その他法律、規則、契約又は FA により
要求された交換情報に対する保護継続の義務を除去するものではない。
(h) GFI は、FA の終了及び SECRET 以下の施設セキュリティ・クリアランス状況の変
更のいずれか又は両者の際、政府に返却されるか又は政府の指示及び自由裁量によ
り破壊されねばならない。
(i)

本プログラムへの参加は、政府又は DIB 参加者の情報の取り扱い、保護、共有若し
くは報告に係る権利若しくは義務を無効にするものではない。又は法律、規則、ポ
リシー若しくは有効な法的契約上の義務の要求に基づく物理的、人的若しくはその
他のセキュリティ要求事項に係る権利若しくは義務を無効にするものではない。

§236.7

DIB 参加資格要求事項

DIB 会社の本プログラムへの参加資格は、次によらねばならない。
(a) DoD 承認の中級保証認証（medium assurance certificate）を取得していること。
これは、政府と DIB 参加者間における暗号化された非秘密区分指定情報の共有を可
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能とするためである。
(b) NISPOM（DoD5220.22-M）に基づき、少なくとも SECRET 情報の保護の承認を
得た現在有効な施設セキュリティ・クリアランス（FCL）を維持していること。そ
して、FCL と承認された保護の維持に対する NISPOM の適格性付与継続を満足し
ていること（http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/522022m.pdf）
。
(c) NISPOM 第 9 章の第 4 節に従った通信セキュリティ（COMSEC）アカウントを取
得していること。NISPOM の第 4 節は、COMSEC 活動に係る手続きと要求事項を
示すものである。
(d) DIB CS/IA プログラムを支援する DoD のセキュア音声及びデータ伝送システムへ
のアクセス権を取得すること。
(e) 保護対象 DIB システムを所有又は運用していること。
(f) 政府と標準化された FA を実行すること（FA は、申し込みプロセスの間に入手する
ことができる）
。この FA は、本パートのセクション 236.4～セクション 236.6 に定
められている要求事項を盛り込んだものである。
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付録 2：重要インフラ情報法
以下に示すのは、
「重要インフラ情報法 2002（Critical Infrastructure Information Act of
2002）
」137の全訳である。
サブタイトル B：重要インフラ情報
SEC.211.略称
このサブタイトルは「重要インフラ情報法 2002」として引用してよい。
SEC.212.定義
本サブタイトルにおいて：
(1)

機関：
「機関」の用語は、合衆国法典タイトル 5 セクション 551 による。

(2)

担当連邦政府機関（covered federal agency）：
「担当連邦政府機関」の用語は、
国土安全保障省を意味する。

(3)

重要インフラ情報：
「重要インフラ情報」の用語は、慣例上公共領域にない情報
であり、重要インフラ又は保護システムのセキュリティに係るものを意味する。
A) 重要インフラ又は保護システムに対する攻撃、危殆化又は無能力化によ
る実際の、潜在的な又は脅迫された妨害であり、それらは物理的若しくは
コンピュータ・ベースの攻撃又はその他の同様な行為（これにはあらゆる
種類の通信及びデータ伝送システムの誤用又は不正なアクセスが含まれ
る）によるものであって、連邦、州若しくは地方の法律に違反するか、合
衆国の州間通商を損なわせるか、又は公衆衛生若しくは安全を脅かす。
B) すべての重要インフラ又は保護システムの、このような妨害、危殆化又は
無能力化に抵抗する能力であり、これには重要インフラ又は保護システ
ムの脆弱性に係る過去のアセスメント、計画又は判断が含まれ、それらに
はセキュリティ・テスト、テスト結果に対するリスク評価、リスクマネジ
メント計画の立案又はリスク監査が含まれる。
C) 重要インフラ又は保護システムに係る計画された又は過去の運用上の問
題若しくは解決策であり、これにはこのような妨害、危殆化又は無能力化
に係る範囲の修復、復旧、再構築、備え又は継続が含まれる。

(4)

重要インフラ防護プログラム：
「重要インフラ防護プログラム」の用語は、担当
政府機関の構成組織又は局を意味し、大統領又はすべての連邦政府機関の長によっ
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て指名され、重要インフラ情報を受領する。
(5)

情報共有及び分析組織：
「情報共有及び分析組織」の用語は、次の目的で公共又
は民間セクター組織によって創設又は採用されたすべての公式又は非公式の組織又
は共同体を意味する。
A) 重要インフラ情報を収集及び分析し、重要インフラ及び保護システムに
係るセキュリティ問題及び相互依存性をより良く理解する。これはそれ
らの可用性、完全性及び信頼性を確実なものとするためである。
B) 重要インフラ情報の伝達又は開示を行い、重要インフラ又は保護システ
ムに係る妨害、危殆化又は無能力化の問題の影響を防止、検知、低減又は
それらからの復旧を支援する。
C) 重要インフラ情報をそのメンバー、州、地方及び連邦政府又はその他の組
織に対して自発的に伝達する。これらの被伝達組織は、前記の A）及び B)
項に示された目的を成し遂げるためである。

(6)

保護システム（protected system）：「保護システム」の用語は、次を意味する。
A) すべてのサービス、物理的若しくはコンピュータ・ベースのシステム、プ
ロセス又は手続きを意味し、それらは重要インフラの設備の生存性に直
接又は間接的に影響を及ぼす。
B) すべての物理的又はコンピュータ・ベースのシステムが含まれる。これに
は、コンピュータ、コンピュータ・システム、コンピュータ若しくは通信
ネットワーク、又はすべてのハードウェア若しくはそのエレメント、ソフ
トウェア・プログラム、処理命令、又は伝達若しくは記憶媒体にかかわり
なく伝達若しくはそこに記憶されている情報若しくはデータが含まれ
る。

(7)

自発的（voluntary）
A) 通常：
「自発的」の用語は、担当連邦政府機関への重要インフラ情報の提
出のすべてにおいて、そのような機関へのこのような情報へのアクセス
又は提出を強いる法的権限の執行がない場合におけるそれら情報につい
ての提出であり、単一の組織又はそれ自身若しくはそのメンバーの代理
としての情報共有分析組織によってなされる。
B) 除外・免責（exclusion）
：「自発的」の用語は
i.

安 全 保 障 交 換 法 (Securities Exchange Act of 1934 ( 15 U.S.C.
78c(a)(47))の 3(a)(47)項に定義されているような安全保障法によっ
てもたらされるすべての処置の場合
(ア) 安全保障交換法の第 12(ⅰ)条項に従った安全保障及び交換委員
会又は連邦金融規則のすべての文書や資料分野に含まれる情報
又は記述を含まない。
xi

(イ) 重要インフラ情報の提出に関しては、提案懇請書又は有価証券
の販売と一緒になった場合、いかなる開示又は文書も含まない。
ii.

ライセンス取得又は決定許可の際、又は規則上の手続きの際に提出
又は信頼が置かれた情報又は記述を含まない。

SEC.213. 重要インフラ防護プログラムの指定
重要インフラ防護プログラムの指定は、次に示すいずれかの方法による。
(1)

大統領

(2)

国土安全保障省長官

SEC.214 自発的に共有された重要インフラ情報の保護
(a) 保護
1.

一般：他のいかなる法の規定にもかかわらず、担当連邦政府機関に対して
当該機関の利用のために自発的に提出された重要インフラ情報（提出者
又は提出組織の識別を含め）。この情報は、重要インフラと保護システム
のセキュリティ、分析、警告、相互依存性調査、復旧、再構築、又はその
他の目的のものであって、パラグラフ 2 によって明示されたものである。
(ア) 法の自由法における開示から免除する。
(イ) 意思決定責任者による一方的な書信に係る機関の規則又は法制定の
基礎となる原則の対象とならないものとする。
(ウ) このような情報の提出を行った人又は組織の同意書なしに、このよ
うな機関、その他の連邦政府機関、州若しくは当局、又はいかなる第
三者組織によって直接利用されないものとする。これは、このような
情報が誠実に提出されたものであれば、連邦又は州法に基づくいか
なる民事訴訟においても直接利用されないことを意味する。
(エ) このような情報を提出する人又は組織の同意書なしに、次を除き、こ
のサブタイトルの目的以外の目的のため合衆国のいかなる職員や従
業員によって利用されないものとする。
① 捜査の促進又は犯罪行為の訴追、又は
② 当該情報の開示が次である場合
1.

上院、又はその管轄権内の問題、それについての委員会若し
くはサブ委員会、それについての合同委員会若しくはこの
ような合同委員会のサブ委員会のすべて

2.

会計検査院の義務を果たすため、会計検査委員長又は会計
検査委員長の代理者への開示

(オ) 州又は地方自治体の機関に提供された場合、次でないものとする。
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① 情報又は記録の開示を求めているいかなる州又は地方の法律に
従い利用可能であること。
② さもなければ、このような情報を提供する人又は組織の同意書
なしに、前記の州又は地方政府又は政府機関によって、いかなる
組織への開示又は配布を行うこと。
③ 重要インフラ若しくは保護システムに対する防護目的の他に、
又は犯罪行為の捜査若しくは訴追を促進するために利用するこ
と。
(カ) 企業機密保護などのように、法律の下に規定されたいかなる適用可
能な特権又は保護に対して、権利の放棄の構成要素とならないこと。
2.

明示：前項 1 の目的のため、情報又は記録に関する「明示」の用語は次を
意味する。
(ア) 記述された情報又は記録の場合、情報又は記録上の標記は、実質的に
次と同様である：
「この情報は自発的に連邦政府に提出されたもので
あり、重要インフラ情報法の条項に定められた保護が期待されてい
る」
、又は
(イ) 口述による情報の場合は、口述伝達に引き続く妥当な期間内におい
て同様の声明文書が提出される。

(b) 制限（limitation）
：本サブタイトルに従った担当連邦政府機関に対する重要イ
ンフラ情報の伝達がないことは、連邦諮問委員会法(Federal Advisory Committee
Act (U.S.C. App. 2)) の要求事項を条件として考慮されるものとする。
(c) 自主的に取得した情報：本セクションに示す事項は制限の対象と解釈されない
ものとする。又はその逆に、州、地方、又は連邦政府組織、機関若しくは当局、
又は第三者組織がサブセクション(a)によらない方法で重要インフラ情報を取得
する能力に影響を及ぼさないものとする。これには、公共に対し法的にかつ適切
に一般的又は広範に開示される情報、及びこのような情報を法が許す方法で利用
することが含まれる。
(d) 自発的な情報の提出の取り扱い：このサブタイトルによって開示から保護され
ている自発的に政府に対して提出された情報又は記録は、いかなるその他の法律
条項に基づく連邦政府機関に対するこのような情報の提出に係るいかなる要求事
項の順守構成要素にならないものとする。
(e) 手順（procedures）
：
1.

一般：国土安全保障省長官は、国家安全保障委員会及び科学技術政策局と
協議の上、自発的に政府に提出された重要インフラ情報の連邦政府機関
による受領、取り扱い及び保管に係る統一の手順を確立するものとする。
当該手順は、本サブタイトルの施行後 90 日以内に確立されるものとす
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る。
2.

構成要素：サブパラグラフ 1 の下に確立される当該手順は、次に係るメ
カニズムを含むものとする。
(ア) 自発的に政府に提出された重要インフラ情報に対する連邦政府機関
による受領の受取証明・通知
(イ) 本サブタイトルの目的及び条項に対して自発的に政府に提出された
このような情報の識別の維持
(ウ) このような情報の取り扱い及び保管、及び
(エ) このような情報の機密性の保護と維持、これは連邦政府機関内、及び
州と地方政府とこのような情報の共有を許すこと、並びに重要イン
フラ及び保護システムに係る通知と警告の発行を許すことであり、
その際、提出者若しくは提出組織の身元、又は企業機密、ビジネス上
保護を要する、とりわけ提出者若しくは提出組織に係る情報であり、
公開から保護される方法でなされねばならない。公共領域に適切で
ない情報も同じである。

(f) 罰則（penalties）
：いかなる者も、合衆国又はいずれかの省若しくはその機関の職
員又は従業員であって、本サブタイトルによって開示が保護されているいかなる
重要インフラ情報を、それを知りつつ出版、漏えい、開示若しくは何らかの方法
で知らしめること、又は法律で許可されていないあらゆる範囲で行うことに対し
て、合衆国法典タイトル 18 の下に科料か 1 年以内の禁錮刑、又はその両者とな
り、解雇される。
(g) 警告を出す権限：連邦政府は、関係する会社、攻撃対象セクター、その他の政府
組織又は一般大衆に対し、必要に応じ重要インフラへの潜在的脅威に係る助言、
警報及び警告を発することができる。連邦政府は警告を発する場合、次に示す開
示からの保護のための適切な措置を講ずるものとする。
1.

警告の基礎となるすべての自発的に提出された重要インフラ情報の情報
源、又は

2.

企業機密情報、ビジネス上保護を要する情報、とりわけ提出者又は提出組
織に係る情報、又はさもなければ公共領域において適切でない情報

(h) 委譲の権限：大統領は、権限を 213 セクションにおいて指定した重要インフラ
保護プログラムに委譲することができる。それは、重要インフラ・セキュリティ
促進のための自発的な合意を結ぶことであり、これにはすべての情報共有分析組
織、又は防衛生産法のセクション 708 に定義された処置計画が含まれる。
SEC. 215 私権行為の禁止（No Private Right of Action)
本サブタイトルの何ものも、本法のいかなる条項の執行にあたって私権行為形成の構
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成要素とはならない。
サブタイトル C—情報セキュリティ
SEC.221. 情報共有の手順
長官は、共有された情報の利用に係る手順ついて、本タイトルの下、次のように確立す
るものとする。
(1)

このような情報の再伝達を制限し、不正目的で利用されないことを確実なもの
とする。

(2)

このような情報のセキュリティ及び機密性を確実なものとする。

(3)

このような情報の対象となるいかなる者の憲法上及び法令上の権利を保護す
る。

(4)

もはや用いられない又は誤った名前及び情報について、時宜を得た除去及び破
壊によりデータの完全性を付与すること。

SEC.222. プライバシー責任者（Privacy Officer）
長官は、省内の上級職員（高官）を指名し、次を含め、プライバシー・ポリシーに対す
る主責任者に就任させること。
(1)

個人情報の利用、収集及び開示の保護に関する利用技術の持続と陳腐化しない
ことを確実なものとする。

(2)

プライバシー法システムの記録に含まれる個人情報が、プライバシー法に定め
られた正当な情報慣行を完全に順守して取り扱われていることを確実にすること。

(3)

連邦政府によって収集、利用及び開示される個人情報に係る法的及び規則上の
提案を評価すること。

(4)

個人情報のプライバシーに係る当該省の又は当該省に対する提案ルールについ
て、プライバシー影響分析を行うこと。個人情報には、収集された個人情報のタイ
プ、及び影響が及ぼされる人の数が含まれる。

(5)

プライバシーに影響を及ぼす当該省の活動について、年次の報告を議会に対し
て準備すること。これには、プライバシー違反に対する告訴、プライバシー法 1974
の履行、内部統制、その他の事項が含まれる。
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あとがき
今や、サイバーセキュリティ確保のための官民パートナーシップによる情報共有システ
ムの構築は、脅威環境のシフトを反映し、グローバルなサイバースペースの観点から世界的
に極めて常識的なものとなっており、本調査研究においても米国及び英国の取り組みの現
状を紹介した。
我が国においても、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）を情報共有活動の中核
的存在に据えた重要インフラ・セプターとの情報共有及び同セプター内での情報共有が行
われているほか、NISC の情報共有と連携した情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
やサイバー脅威イニシアティブ（J-CSIP）
、及び警察庁のサイバーインテリジェンス情報共
有ネットワークやサイバーテロ対策協議会が情報共有活動を行っている。さらに、防衛省は
昨年 7 月、一部の防衛関連企業等との連携によるサイバーディフェンス連携協議会（CDC）
を立ち上げた。
とはいえ、我が国と米国（及び英国）との情報共有の実態を比べると、次のような違いが
あることが判明した。これらは、我が国では実施されていないか、又は実施されていたとし
ても一部に止まっている事項である。


脅威環境のシフトに対応するものである。



国が先頭に立って、国家的に情報共有の取り組みを促進させている。



官がハブセンターとなり、所管するセクター（コミュニティ）における情報共有の中
核となって活動している。



官しか知り得ない情報（主に脅威情報）をコミュニティに提供している。



防衛企業を対象にした情報共有コミュニティがある。



情報の提供は、ネットワークによるリアルタイム性が考慮されている。



個人や組織の属性情報の保護、企業機密保護などに対する明確な規定を持ち、それに
対する教育訓練及び監査を実施している。

とりわけ大きな違いは、防衛企業を対象にした情報共有コミュニティの存在である。国の
防衛は国家の存亡に係るものであり、何はともあれ防衛関連企業等の生産活動に直結する
情報共有の構築・維持を最重要視すべきではなかろうか。
本調査研究の提言においては、このような観点、及び主に米国防総省の防衛企業基盤セク
ター所管省庁としての情報共有における係りを参考に、防衛省と防衛関連企業等に対する
推奨事項を提言としてまとめた。

a
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