
 

 

 

ＢＳＫ第２６－３号  

 

 

 

 

 

情報セキュリティの現状と動向について 

 
(平成 25 年度) 

 

 
株式会社ラック 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26 年 2 月 

 公益財団法人 防衛基盤整備協会  



 

i 

 

発刊にあたって 

 

IT の普及に伴い、情報資産の価値は、ますます高まっています。企業は、この情報資産

を適切に取り扱うとともに、情報漏えいや悪意をもった改ざん等の情報セキュリティ上の

脅威から守らなければなりません。万一、インシデントが発生したならば、それは企業に

対して、行政からの指導、刑事責任、民事責任、社会的信用の低下、売上の減少、対策費

用の増大、社内のモラル低下など、経営に重大な影響を与えることとなります。 

 

一方、近年、サイバー攻撃の手法は、複雑・巧妙化してきています。例えば、ウェブサ

イトの改ざんや DDoS 攻撃によるオンラインサービスの停止といったもののほか、標的型

メール攻撃で使用されるウェブ感染型ウイルスによるドライブ・バイ・ダウンロード攻撃、

インターネット等外部との接続を持たないクローズドな制御系ネットワークに対する

USB メモリ等経由による攻撃、ソーシャルエンジニアリングの活用やゼロデイ脆弱性等を

組み合わせた標的型攻撃などが出現してきています。さらに、これらのサイバー攻撃に使

用されるマルウェアも、国家の関与が疑われるような高度で洗練されたものが出現してき

ています。 

 

企業活動が IT 技術への依存度を高める中、情報セキュリティ上のリスクが多様化・高

度化・複雑化しており、従来の取組では情報セキュリティの確保が困難な状況が発生して

います。新たな環境変化に対応して、個人及び企業は、重要な情報資産を防護し、そして

事業の継続及び信用の維持を確保するために、情報セキュリティ対策を更新・強化しなけ

ればなりません。 

 

本調査研究は、最近の我が国における、特に企業を中心とした情報セキュリティの現状

と動向を調査・研究し、企業の情報管理強化のための対策を提言として取り纏めたもので

す。 

本調査研究が、企業の情報セキュリティ対策等の向上の資となれば幸甚であります。 

 

平成 26 年 2 月 

                       公益財団法人 防衛基盤整備協会 

理事長  宇田川 新一 
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はじめに 

 

現代の企業経営では、IT 革命を背景として多種多様な情報が経営資源として活用され

ている。企業が競争優位性を発揮するためには、この情報の有効な活用が不可欠となって

いる。情報は情報資産ともいわれている。資産とは、企業の業務遂行の過程で生み出され

る価値のあるものをいう。資産には、不動産や商品など、目に見えるものもあれば、財務

情報、人事情報、顧客情報、技術情報などの目に見えないものもある。後者が情報資産と

呼ばれる。企業には、多くの情報資産が蓄えられており、それらはコンピュータの記録装

置、電子記憶媒体、紙、または人の記憶や知識など、さまざまな形態をとっている。 

IT の普及に伴い、情報資産の価値は、ますます高まっている。企業は、この情報資産

を適切に取り扱うとともに、情報漏えいや悪意をもった改ざん等の情報セキュリティ上の

脅威から守らなければならない。万一、インシデント（実際に情報資産が損なわれてしまっ

た状態）が発生したならば、それは企業に対して、行政からの指導（行政指導、業務停止、

免許剥奪）、刑事責任（懲役、罰金）、民事責任（損害賠償、名誉棄損）、社会的信用の低下

（社会的信用・ブランドイメージの失墜、マーケットシェア低下、風評、株価暴落）、売上

の減少（顧客からの取引停止、営業機会の損失）、対策費用の増大（見舞金・謝罪費、情報

システムの改善費用）、社内のモラル低下（従業員の不安、不満、モラル低下）など、経営

に重大な影響を与えるであろう。 

一方、近年、企業を取り巻く情報セキュリティ環境は大きく変化している。IT 革命に

よる高速な情報の流通及びボーダレス化の進展により、これらのネットワークを経由して、

外部の者が情報システムへ不正に侵入し、データを改ざん・窃取し、あるいはシステムの

破壊又は利用妨害を行うといった新しい脅威が出現した。実際、いわゆるハッカーによる

情報システムへの侵入やコンピュータウイルスの問題をはじめ、各従業員が、ネットワー

クに接続されたパソコンを使用することが一般的になることにより、組織内部の者による

情報の意図的な漏洩等、内部から発生する情報セキュリティ上の問題も生起した。 

また、近年では、防衛関連の企業や政府機関といった、特定の組織を狙って、機密情報

の窃取を目的とする標的型攻撃が注目されている。ある事例では、1 台の PC に 28 種類も

のウイルスに感染しているものがあった。その中には、既に数年前に危険性が指摘され、

ウイルス対策ソフトを適切に使用していれば検知できたはずのウイルスもあったが、その

一方でゼロデイ攻撃（対策が公開されていない脆弱性を狙った攻撃）や新種のマルウェア

が使用されなどの高度の攻撃手法もあった。さらに、狙った企業を直接攻撃するのではな

く関連会社からアプローチを図ったという巧妙な攻撃手法もあった。このように攻撃手法

の高度化・巧妙化がますます進んでいる。 
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企業活動が IT 技術への依存度を高める中、情報セキュリティ上のリスクが多様化・高

度化・複雑化しており、従来の取組では情報セキュリティの確保が困難な状況が発生して

いる。新たな環境変化に対応して、個人及び企業は、重要な情報資産を防護し、そして事

業の継続及び信用の維持を確保するために、情報セキュリティ対策を更新・強化しなけれ

ばならない。 

 

本調査研究は、情報セキュリティを侵害する行為、各国における対策、情報セキュリティ

に関する法制度等の現状と動向、企業における対策について調査・研究を行い、研究結果

を防衛関連企業等に配布するとともに、ウェブサイトに掲載して、広く情報セキュリティ

に関する知識を広め、理解を深めてもらうことを目的とする。 
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第1章  情報セキュリティ上の脅威の概観 

 

1. インターネットの発展とその脆弱性 

 

(1) インターネットの開発と発展 

米連邦政府は、1962 年に、核攻撃後に、ミサイルと爆撃機の指揮・統制をいかに維持す

るかという調査研究を委託した。この努力は、情報を「パケット」にバラバラにして色々

なコンピュータで送信し、目的地で再び組み立てるというネットワークのためのコンセプ

トを生み出した。その当時に利用できた従来のハブ・アンド・スポーク方式の電話システ

ムとは異なり、このコンセプトであれば、システムのどんな部分への攻撃でも、ダメージ

を受けていない部分により運用を継続することができる。 

1960 年代に、現在の国防総省（DOD）高等国防研究計画局（DARPA）は、このネット

ワークのアイデアの開発を進め、結果、1969 年に、ロサンゼルのカリフォルニア大学とス

タンフォード研究所のコンピュータを接続し、アーパネット（ARPANET）を構築した。 

アーパネットは 1980 年代に大きく拡大した。そして多数の教育機関と政府の研究プロ

ジェクトに参加している組織にサービスを提供している多くの会社を相互連接した。さら

に、この時期に、パケット交換方式のネットワークが、米国及び世界のいたるところ（例

えば、ヨーロッパ、オーストラリア、日本、シンガポール、タイ）で出現し、この“イン

ターネット” に接続しようとしていた。米国政府が、競争を促すとともに管理への国際参

加を容易にすることを目的として、インターネットのドメイン・ネーム・システム（DNS）

の民営化に同意した 1997 年までの 10 年間に、ネットワークスのネットワーク

（network-of-networks）は成長し続けた。1 

世界におけるインターネットの利用者数は、2011 年に 24 億 24 万人に達した。2010 年

の 20 億 400 万人に比べると、1 年間で 4 億人以上も増加した。1997 年と平成 2010 年を

比較すると、13 年間で 8 倍以上にもなっている。日本のインターネットを利用者数は、2010

年末に 9,462 万人に達する。人口普及率では、78.2 %にあたり、国民の約 10 人に 8 人近

くの人たちがインターネットを使っていることになる2。 

今日、インターネットでは、情報検索、情報発信（Web サイト、メールマガジン、ブロ

グ（ツイッター））、コミュニケーション（電子メール、メーリングリスト、チャット、電

                                                   
1 米ホワイトハウス「Cyberspace Policy Review -Assuring a Trusted and Resilient Informationand 

Communications Infrastructure」

http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf 
2 総務省 情報通信白書

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/kids/internet/statistics/internet_02.html 
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子掲示板、テレビ会議、動画共有サイト）、音楽映像（音楽配信、ビデオオンデマンド、ラ

イブ映像、インターネット中継）、ネット取引、ネットゲームなどに使用されている。3 

 

(2) インターネットの脆弱性 

上述したようにインターネットの起源であるアーパネットは、教育機関や政府の研究プ

ロジェクトに参加している組織の相互連接を想定して構築されたものであり、悪意ある利

用者への接続は想定されていなかった。そして、開放性と相互運用性が優先され、セキュ

リティと信頼性はあまり考慮されずに構築されてきた。このため、現在も悪意あるトラ

フィックが、ほとんどチェックされずインターネット上を流れている。インターネットは

自己責任の世界である言われる所以である。 

インターネットの脆弱性には、インターネットの構造上の欠陥とソフトウエア上の欠陥

がある。 

インターネットの構造上の欠陥の主要なものはドメイン・ネーム・システム（DNS）と

ボーダー・ゲートウェイ・プロトコル（BGP）である。DNS は、電話番号案内サービス

と同じようなもので、名前を告げると番号を教えてくれるシステムでインターネットの根

幹のシステムである。しかし、DNS の設計時にセキュリティがほとんど考慮されていない

ため、ハッカーの恰好の標的になり易い。ハッカーは、DNS を直接攻撃し機能停止にした

り、あるいは DNS の情報を改ざんし我々を偽のウッブページへ誘導したりする。BGP は、

インターネット接続業者（ISP）間のルーティングを行うシステムである。専門家は、「BGP

のシステムは、信頼の上に成り立っている。もしも、大手 ISP 内部の者がインターネット

の機能停止を企てたならば、BGP テーブルの不正工作により、たやすく目的を達成するこ

とができる。外部の者でも、技術さえあればハッキングは可能である4」と指摘している。 

次に、ソフトウエアの脆弱性であるが、「バグのないソフトウエアは存在しない」と言

われる。バグの原因はさまざまだが、その多くは開発者の不注意によるものである。コン

ピュータを動作させる命令はプログラミング言語でソースコードとして記述される。コー

ドを書く人間は必ずと言っていいほどミスを犯す。そして、ソースコードが大きければ大

きいほどミスの可能性は高くなる。ウィンドウズ 95 のコード数は 100 万行弱、ウィンド

ウズビスタのコード数は 550 万行強。この 10 年間に、コード数は 5 倍に増え、同様にバ

グの数も増えた5。バグの多くはハッカーなどの悪意ある者に利用されるとプログラム本体

に想定外の動作、例えば不正侵入を許してしまうことになる。 

                                                   
3 総務省 情報通信白書 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/kids/internet/statistics/internet_02.html 
4 リチャード・クラーク著『世界サーバ戦争』p-99 

5 リチャード・クラーク著『世界サーバ戦争』p-112 
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悪意のある者は、この脆弱性を突いて、相手の情報を漏洩、窃盗、改ざん、又は破壊し、

あるいは国家の重要なシステムに重大な混乱を引き起こすことができる。サイバーセキュ

リティのリスクは、21 世紀の経済及び国家安全保障上の重要な挑戦となるであろう。 

 

2. 情報セキュリティ上の脅威 

(1) 情報セキュリティの定義 

情報セキュリティとは、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することである。

情報資産とは、情報（電磁的に記録されたもの）及び情報を管理する仕組み（情報システ

ム並びにシステム開発、運用及び保守のための資料等）の総称である6。 

国際標準化機構（ISO）の定義によると、機密性（confidentiality）とは、情報にアク

セスすることが認可された者だけがアクセスできることを確実にすること、完全性

（integrity）とは、情報及び処理方法の正確さ及び完全である状態を安全防護すること、

可用性（availability）とは、許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできること

を確実にすることである。 

また、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（平成 12 年 7 月 18 日、情報

セキュリティ対策推進会議決定）では採用されていないが、国際標準化機構・国際標準国

際電気標準会議も第一合同技術委員会（ISO/IEC JTC 1/SC 27）においては、上記に加え、

真正性、責任追跡性、信頼性の３点について定義している。それによると、真正性

（authenticity）とは、利用者、プロセス、システム及び情報又は資源の身元が主張どお

りであることを保証すること、責任追跡性（accountability）とは、主体の行為からその

主体にだけ至る形跡をたどれることを保証すること、信頼性（reliability）とは、意図し

た動作と結果に整合性があること、である。 

一方、「防衛省の情報保証に関する訓令」（平成 19 年 9 月 20 日）では、情報保証とは、

情報システム及び情報システムにおいて取り扱われるデータの機密性（ 電子計算機情報に

アクセスすることを許可された者だけが当該情報にアクセスできることを確実にすること

をいう。）、完全性（ 電子計算機情報及び処理方法が正確及び完全である状態を安全防護す

ることをいう。）、可用性（電子計算機情報にアクセスすることを許可された者が、必要な

ときに当該情報にアクセスできることを確実にすることをいう。）、識別認証（情報システ

ムを利用する者、情報システムの構成品等の身元の真正性を確認できることを確実にする

ことをいう。）及び否認防止（nonrepudiation）（情報システムを利用して電子計算機情報

の送受信を行った者が当該送受信を行ったことを否定できないことを確実にすることをい

う。）を維持することをいう、と定義されている。このように防衛省では「情報セキュリティ」

を「情報保証」と称している。 

                                                   
6 「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（平成 12 年 7 月 18 日、情報セキュ

リティ対策推進会議決定） 
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何故、防衛省は「情報保証」を使用するのだろか。この疑問については、「防衛省情報

セキュリティ報告書」（平成 24 年 5 月）に次のような説明がなされている。以下、引用す

る。「防衛省においては、「防衛省の情報保証に関する訓令」（平成 19 年防衛省訓令第 160

号）の中で、情報システム及び情報システムにおいて取り扱われるデータの機密性、完全

性、可用性、識別認証及び否認防止を維持することを「情報保証」と定義していますが、

「情報保証」は一般的に言われている「情報セキュリティ」と類似のものであることから、

本報告書においては「防衛省の情報保証に関する訓令」及び「情報保証統括責任者」等の

固有名詞を除き「情報保証」に代えて「情報セキュリティ」という用語を使用します。」 

(2) 情報セキュリティ上の脅威 

平成 12 年 7 月に政府が策定した「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

では、脅威の例が、」表 1 のとおり、情報資産を取巻く脅威が物理的、技術的、人的脅威

に区分し示されている。 

表 1 情報資産を取巻く脅威 

物理的脅威 侵入、破壊、故障、停電、災害等 

技術的脅威 不正アクセス、盗聴、マルウェア、改ざん・消去、

DoS 攻撃、なりすまし等 

人的脅威 誤操作、持ち出し、不正行為、パスワードの不適切

管理等 

 

次に、いわゆるサイバーテロなど、情報通信ネットワークや情報システムを利用した、

国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼす可能性があるいかなる攻撃からも、重要イ

ンフラを防護することを目的とする「重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計

画」（平成 12 年 12 月 15 日、情報セキュリティ対策推進会議）では、IT 障害への脅威が

表 2 のとおり示された。 

 

表 2 IT 障害への脅威の例示 

サイバー攻撃による IT

障害への脅威 

不正侵入、データ改ざん･破壊、不正コマンド実行、ウイルス攻

撃、サービス不能攻撃(D0S)、情報漏えい、重要情報の搾取等 

非意図的要因による IT

障害への脅威 

操作･設定ミス、プログラム上の欠陥（バグ）、メンテナンス不備、

内部･外部監査機能の不備、外部委託、マネジメントの欠陥、内

部不正等 

災害による IT障害への

脅威 

地震、水害、落雷、火災等の災害による電力供給の途絶、通信

の途絶、コンピュータ施設の損壊等、重要インフラ事業者等にお

ける IT の機能不全 
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次に、「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」（平成 21 年 2 月 3

日、情報セキュリティ政策会議決定）では、IT 障害を引き起こしうる要因を「脅威」と

して、表 3 のとおり４種に類型化して示している。 

表 3 IT 障害を引き起こす脅威の例 

 

脅威の類型 

            脅威の例 

社会全体で対応が望まれる脅威 

 

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 

① サイバー攻

撃をはじめ

とする意図

的要因 

分野横断的に多発するサービス

不能攻撃、不正侵入、重要情報の

詐取等 

 

不正侵入、データ改ざん・破壊、不

正コマンド実行、ウイルス攻撃、サー

ビス不能攻撃（ DoS ： Denial of 

Service）、情報漏えい、重要情報の詐

取、内部不正等 

② 非意図的要

因 

大規模な操作・設定ミス、プログ

ラム上の欠陥（バグ）、メンテナ

ンス不備が予想される社会環境

変化や制度改正（例：西暦 2000 

年問題、暗号の危殆化、IPv6 へ

の移行）等 

操作・設定ミス、プログラム上の欠

陥（バグ）、メンテナンス不備、内部・

外部監査機能の不備、外部委託管理

の不備、マネジメントの欠陥、機器

故障等 

③ 災害や疾病 大規模な地震、水害（例：首都圏

直下地震、荒川の氾濫）による電

力設備の損壊、通信設備の損壊、

水道設備の損壊、コンピュータ施

設の損壊等 

地震、水害、落雷、火災等の災害に

よる電力設備の損壊、通信設備の損

壊、水道設備の損壊、コンピュータ

施設の損壊等 

④ 他分野の障

害からの波

及 

 

大規模な電力供給の途絶、通信の

途絶、水道供給の途絶（相互依存

性解析の成果で判明しているも

の）等 

電力供給の途絶、通信の途絶、水道

供給の途絶（相互依存性解析の成果

で判明しているもの）等 

 

以上のように様々な脅威があるが、主として攻撃態様により分類すれば、①コンピュー

ターネットワークを利用した電子的攻撃、②インサイダー攻撃、③サプライチェーン攻撃、

④部内者の怠慢と過失、及び⑤管理運用上の不備・欠陥に整理できる。次に、それぞれの

概要を述べる。 
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ア． コンピューターネットワークを利用した電子的攻撃 

悪意ある者、いわゆるハッカーは、ハッキングあるいは電子メールを通じて相手のコン

ピュータシステムにマルウェアを挿入し、標的とするシステムに存在する情報を窃取、妨

害、劣化、改ざん又は破壊する 

「政府機関における情報セキュリティに係る年次報告（平成 23 年度）」 は、最近の我

が国のサイバー攻撃の傾向を次のように述べている。 

「近年、サイバー攻撃を行う者の目的は多様化が進んでおり、愉快犯・技術力の誇示だ

けでなく、金銭詐取・高度技術等の企業の内部情報の窃取を目的とした攻撃も顕著であり、

軍事的な情報収集活動も行われているといわれている。また、攻撃対象も国民・企業から

政府機関等まで幅広くなっており、攻撃手法もサービス不能攻撃（DoS 攻撃）やウェブサ

イト改ざん、単純なマルウェア感染、フィッシングだけでなく、複数のコンピュータから

の DoS 攻撃（DDoS 攻撃）や高度ななりすまし、特定の組織・個人を狙う標的型攻撃の

ように複雑化・巧妙化が進んでいる。これらの事象について、確立した分類ではないが、

一例として図 1 のように考えることができる。 

 

 

図1  サイバー攻撃に関する事象に関する整理例 

最近のサイバー攻撃事例の中で、注目されているのは標的型メール攻撃と DDOS 攻撃で

ある。 

標的型メールとは、機密情報漏洩などを目的として、特定企業や個人と対象に送りつけ

られる電子メールのことである。標的型メール攻撃の特徴は、メールを送りつける当事者
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を特定し、差出人として実在の人物を装ったり、メールの件名や添付ファイルの内容を業

務内容と関連したものにしたりと、受信者に特に関連したものに偽装されている点である。

メールの受信者が偽装に気付かずに添付ファイルを開いてしまうと、その中に組み込まれ

ていた不正プログラムに感染する。この標的型メール攻撃は、APT （Advanced Persistent 

Threat）攻撃の一部である。APT 攻撃とは、2010 年春頃から海外で注目され始めたサイ

バー攻撃の一種で、特定のターゲットに対して持続的に攻撃・潜伏を行い、様々な手法を

駆使して執拗なスパイ行為や妨害行為などを行うタイプの攻撃の総称である。 

DDoS 攻撃（Distributed Denial of Service Attack、分散型サービス不能攻撃）とは、

特定のコンピュータへ、複数のコンピュータから同時に大量のデータ（パケット）を送り

つけるなどして、その機能の提供を妨害するサイバー攻撃をいう。DDoS 攻撃の阻止が困

難な理由は、不正なパケットと適正なパケットの区別が難しいことにある。IDS（侵入検

知システム）で使われているような「シグニチャ」によるパターンマッチングでは、DDoS

攻撃を防ぐことはできない。また、これらの攻撃の多くには偽造された IP アドレスが使

用されているため、特定の IP アドレスから送られてくる大量のトラフィックを検出する

モニタリングツールを使っても、攻撃元が特定できない。DDoS 攻撃は少なくとも現状で

は標的にされれば完全に防ぐ方法はなく、インターネットの根幹に対する脅威である。 

最後に、サイバーテロについて述べる。サイバーテロは、ネットワークを利用した電子

的攻撃により行われる。「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和 62 年郵政省告

示第 73 号）によると、サイバーテロは、「ネットワークを通じて各国の国防、治安等をは

じめとする各種分野の情報システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国

家等の重要システムを機能不全に陥れる行為」と定義されている。また、同基準ではサイ

バーテロにおける主な攻撃方法の具体例としては、次のものを挙げている。 

① 物理的な攻撃：電気通信施設に不正侵入し、ネットワーク管理センターを占拠す

る等によりネットワークのコントロールを奪い、これをまひさせるような攻撃  

② ホームページ改ざん：思想的な意図等により社会に広くアピールするため、ホー

ムページの掲載内容を改ざんするもの  

③ 分散型サービス拒否攻撃（DDoS 攻撃）：複数の場所からサーバの処理能力を超え

る大量のデータを送り付けるなどの方法によりサーバを停止させるもの  

④ コンピュータウイルス：強力な感染力と破壊力を持つウイルスによる攻撃  

⑤ 不正侵入（なりすまし）：他人になりすまして侵入し、データの改ざん、削除を

行うほか、他への攻撃にも使用 

 

イ． インサイダー攻撃 

インサイダーとは合法的なアクセス権を悪用するものをいう。インサイダー攻撃には、

外部からネットワークを通じて又は社内で直接コンピュータシステムに工作するものがあ
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る。従って、ネットワークを利用した電子的攻撃でもあるともいえるが、本稿ではインサ

イダー攻撃に分類した。 

インサイダーについて米国のカーネギーメロン大学の CERT/CC が次のような定義をし

ている。「現もしくは元従業員、契約社員、派遣社員、又はビジネス・パートナーで、組織

のネットワーク、システム、又はデータへのアクセス権が与えられている者、もしくは与

えられていた者で、組織の情報もしくは情報システムの機密性、完全性、又は有用性に悪

影響を与えるような方法で、このアクセスレベルを故意に越えて使用する者又はこのアク

セス権を悪用する者」である。 

インサイダー脅威そのものは目新しいものではないが、最近の事例は、膨大なデータが

瞬時のうちにインターネットのウェブサイトに公開されてしまうデジタル時代におけるイ

ンサイダー脅威を浮き彫りにしている。しかし、インサイダー脅威には情報漏洩だけでは

なく、情報の改ざん、システムとネットワークに対する妨害（サボタージ）などがある。 

ネットワークを利用した電子的攻撃を受けないようにするにはインターネットを遮断

すればよいわけであるが、それでも、インサイダー脅威は組織内に存続する。特に「秘密

取扱者適格性確認制度」が完全に導入されていない我が国ではインサイダー脅威は厄介か

つ致命的な脅威である。 

ウ． サプライチェーン攻撃 

サプライチェーン攻撃について、米国家標準技術院（NIST）は次のように定義 してい

る。「サプライチェーン攻撃は、ライフサイクルの間のいかなる時点かでコンピューティン

グ・システムのハードウェア、ソフトウエア、又はサービスに不正工作することである。

一般的には商業的な結びつきを通してアクセス権を有する個人又は組織によって実行又は

促進される。そして、重要データや技術の窃盗、システム／インフラの破損に至り、任務

遂行に不可欠な運用を不能にする。」 

情報通信技術（ICT）市場のグローバル化に伴い、ハードウェア又はソフトウエアへの

巧妙な細工により、容易にコンピュータやネットワークを破壊する可能性に対する懸念が

生じている。今までに計画的な破壊行為（サプライチェーン攻撃）は確認されていないと

されるが、サプライチェーン攻撃に対するセキュリティ対策が喫緊の課題となっている。 

その背景としては、グローバル化したサプライチェーンは、国外開発・生産や国際輸送

など外国企業や外国籍の個人がサプライチェーンの中でより大きな役割を果たすように

なったこと、すなわち、調達者の目を離れ実体が定かでない国内外のサプライヤの手にゆ

だねられているという現実があるということである。 

我が国では、サプライチェーンは、物流やモノづくりに関わる問題としてとらえられる

ことが多い。サプライチェーンを情報セキュリティ問題と結び付けて考えることは、最近

に至るまでほとんど行われてこなかった。現在もこの状況は変わっていない。このため、

我が国では、政府機関や企業の中国製 IT 機器に対する警戒心が皆無と言っても過言でな

い。一方、諸外国では、中国製電気通信機器・システムが安全保障にもたらすリスクが認
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識されている。例えば、米国は、2006 年にレボノ PC を、機密情報を扱う部署から撤去し

た。インド政府は 2010 年 5 月、一部の中国製通信設備・機器に対して、安全検査を厳格

化するなどの事実上の輸入禁止措置を講じた。英国は 2010 年 11 月、ファーウエイの製品

を審査する「サイバーセキュリティ評価センター」を建設した。豪政府は、2012 年 3 月、

高速通信網の敷設事業へのファーウエイの応札を拒否した。さらに、2012 年 10 月 8 日、

米下院・情報常設特別委員会（HPSCI：House Permanent Select Committee on 

Intelligence）は、「中国の通信機器会社であるファーウエイ（Huawei：華為技術）と ZTE

（中興通訊）によりもたらされる米国の国家安全保障問題に関する調査報告書」を公表し

た。この報告書のいう「電気通信企業がもたらす安全保障上のリスク」とは、危機の際に、

重要ネットワークと通信へのアクセスを獲得する又は重要なシステムを制御するもしくは

機能低下させる能力を得るためにサプライチェーンを侵害しようとする国家の企ての可能

性である。そして、この調査報告書は、中国通信大手のファーウエイ及び ZTE の通信イン

フラ向け機器あるいはサービスには安全保障上のリスクがあるとして、米政府に対し、米

国政府のシステム、特にセンシティブなシステムから ZTE 又はファーウエイの機器を除外

すべきであると提言している。 

エ． 自然災害や事故による脅威 

地震、水害、落雷、火災等の災害による電力設備の損壊、通信設備の損壊、水道設備の

損壊、コンピュータ施設の損壊や掘削機による光回線ケーブルの切断などが考えられる。 

オ． 部内者の怠慢と過失 

データの機密性と完全性にとっての大きなリスクは、部内者の怠慢と過失である。数年

前に、ファイル共有ソフト・ウィニーによる情報漏えいが生起した。また、ウイルスに感

染した USB メモリーをうっかりパソコンに接続するなどの事例も多数起きている。「スニ

カーネットの脅威」 という言葉がある。これは、クローズ系とオープン系にはエアギャッ

プがあるが、不注意なスニカーを履いた従業員がウイルスに感染した USB をクローズ系

に差し込んでしまうリスクをいう。情報セキュリティの最大の脆弱点は人間であるとも言

われる。 

カ． 管理運用上の不備・欠陥 

パスワードの不適切管理、操作・設定ミス、プログラム上の欠陥（バグ）、メンテナン

ス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故

障などが考えられる。 

 

3. サイバー攻撃の実行者とその目的 

 

サイバー攻撃には、犯罪としての性格をもつ個人による攻撃から、金銭を目的とした犯

罪組織、国家や国家に準ずる団体によって行われる従来の諜報活動と同様の意図をもつ攻

撃など広範な攻撃の態様とその実行者が考えられる。 
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以下、サイバー攻撃の実行者と考えられる、非国家主体のハッカー、インサイダー、テ

ロ組織、活動家団体、及び犯罪者組織, 並びに国家主体の外国諜報機関及び軍隊のサイバー

部隊について、その行動様式と目的について述べる。一覧表を表 4に示す。 

(1) ハッカー（集団） 

ハッカー（集団）は、政府、企業、及び個人のコンピュータシステムの脆弱性を利用し、

侵入や妨害を試みる。目的は、クレジット情報やログイン情報の窃取から、膨大な量のア

クセスを仕掛けホームページを閲覧できなくする、大量のスパムメールを送りつけメール

の送受信ができなくする、あるいは大量のパケットを送信しサービスを不能にする DDoS

攻撃までさまざまである。 

以前のハッカーは、愉快犯的な要素が強く、マルウェアを大規模感染させることで、そ

の存在をアピールしていたが、現在ではマルウェアを実質的な「犯罪」として使用してい

るため、「ひっそり」と他人のコンピュータに埋め込んでいるケースが増えている。ボット

などはその典型といえる。ボットに感染したコンピュータは、外部からの指示を待ち、そ

の指示にしたがってスパムメールの大量送信や、特定サイトへの DDoS 攻撃、感染したコ

ンピュータからの情報の盗み出しなどを行う。このボットに感染したコンピュータ群を

「ボットネット」と呼び、ブラックマーケットではボットネットの時間貸しなども行われ

ている。ハッカーの目的には、次の様なものが考えられる。 

ア． 自己を誇示する。 

このような犯罪者は、Web ページを書き換えて、政治的な意図をもったプロパガンダ

メッセージを表示し、注目を得ようとしたりする。時には、個人やグループが名前を

売ろうとして署名することがある。 

イ． 特定の組織に損害を与える。 

特定のサイトや企業に対する恨みや怒りによって、そのサイトのサービスを停止させ

ようと DDoS 攻撃などが行う。また、企業などから情報を盗み、その情報を公開する

ことでその企業の信用を失墜させる。 

ウ． 技術力を誇示する。 

IT に関する深い技術的知識を有するハッカーの中には、脆弱性を探しだし、その脆弱

性を攻撃することで自己満足する。 

エ． 金銭的利益を得る。 

顧客の要望に応じて、特定の企業からデータを窃盗又は改ざんし、顧客から成功報酬

を得る。 

(2) インサイダー 

2010 年には、インサイダーによるとみられる 2 つの大きな世界的な事件が発生した。

一つはウィキリークスの「ケーブルゲート（ウォーターゲート事件をもじった言葉）」事

件である。2010 年 11 月 28 日、ウィキリークスは、米国の外交文書（「大使館機密公電」）

220 点をウェブサイトで公開した。ウィキリークスは 1966 年から 2010 年までの、米国の
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大使館機密公電 25 万点を入手したと発表し、その後さみだれ式に公開を続けた。ガーディ

アン紙によると機密資料の容量は 1.6 ギガバイトで、小さなメモリーカードに保存されて

いたようである。米軍は、2010 年 6 月に機密情報漏えいの容疑で陸軍の情報アナリスト

であったブラッドリー・マニング上等兵を逮捕した。 

もう一つは, 日本の警視庁公安部資料の流出事件である。2010 年 10 月 28 日、警視庁公

安部資料 114 件がルクセンブルグからインターネット上に流出した。流出した文書は、国

際テロ捜査を担当する警視庁外事３課のほか、警察庁や愛知県警などが作成したとされる。

内部犯行と見られていることから, 警視庁は、地方公務員法（守秘義務）違反などで被疑

者の検挙を目指すものと見られたが、現在までのところ犯人はわからぬままである。 

インサイダーの脅威そのものは目新しいものではないが、上記の２つの事例は、情報の

デジタル化、ネットワークでの情報の共有管理、大容量の保存機能などの近年の情報通信

技術の進歩により、膨大なデータが瞬時のうちにインターネットのウェブサイトに公開さ

れてしまうデジタル時代におけるインサイダー脅威を浮き彫りにしている。しかし、イン

サイダー脅威は情報漏えいだけではなく、情報の窃取又は改ざん、システムとネットワー

クに対する妨害（IT サボタージュ）などがある。そしてこれらのインサイダーがもたらす

損害は、財政的なものだけでなく、事件が広く報道されることにより組織の評判も著しく

傷つける。 

インサイダーは、様々な目的・動機により本人が保有するアクセス権を悪用する。これ

らのインサイダーは、次の 3 つのタイプに分類できる。 

ア． 意図的に就職したインサイダー 

最初からポストを利用しようとする意図を持って、計画的に組織に就職したインサイ

ダー。 

イ． 雇用中に忠誠心が失われたインサイダー 

入社時には悪意を持っていなかったが、雇用中に何らかの要因により忠誠心が失われ

たインサイダー。 

ウ． 退職前後に組織に復讐するインサイダー 

職場に対する不満から、退職前後に、組織に復讐しようとするインサイダー。 

インサイダーは, 組織を攻撃したいと思っている部外者よりもかなり好都合な立場に

ある。例えば、無許可のアクセスを防止するためのファイアウォールや IDS、建物へ

電子的なのアクセスシステムなどの物理的及び技術的対策を回避することができる。

さらに、インサイダーは、組織が使用しているセキュリティポリシーや手順・技術な

どを知っているだけでなく、しばしば, 順守されていないポリシーや手順、さらに悪

用できるネットワークやシステム上の欠点など組織の脆弱点を知っている。このよう

なインイダーが引き起こすインサイダー事件は、組織に壊滅的な影響を及ぼす可能性

がある。 
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(3) テロ組織 

テロ組織は、自らの要求を国際社会や特定の国家などに受け入れさせる目的で社会の脆

弱な部分を狙うため、ネットワークへの依存を深める現代社会においては、サイバー攻撃

は有効な攻撃手段となりうるであろう。今日に至るまで一般的に知られたテロ集団による

いわゆるサイバーテロの事例はない。 

しかし, テロリストグループは間違いなく IT 技術を磨いてテロに応用している。現時

点ではその技術を使用して通信の機密化を図り、新たなメンバーを採用し、想定される攻

撃対象（電力施設やエネルギーシステムの制御システムを含む）の情報を収集し、宣伝活

動を行っている。米政府関係者はテロリストグループがサイバー攻撃の技術を向上させて

いると考えており、ハイテク化したテロリストが、テロリストと信念や目的を共にする敵

性国家に支援されている可能性があるとしている7。 

また、オンライン上のテロ活動も確認されている。テロリストは独自の通信経路を確保

し、メッセージを配信し、インターネットを使って金銭目当ての犯罪者と連絡を取り合っ

ている。2007 年 6 月、3 人のアル・カイダ支持者がネット上でプロパガンダ攻撃を組織

した罪で懲役刑を受けた。この中の Tariq Al-Daour 容疑者は 2002 年からカード偽造サ

イト（ShadowCrew や CarderPlanet）にアクセスしていた。彼は, サイトから入手した

盗難クレジットカードで不正に金銭を取得し、テロ活動の資金源としていた罪で起訴され

た8。 

 

(4) 活動家団体（ハクティビスト）9 

サイバー犯罪の主な動機は金銭的な目的であるが、別の動機でサイバー攻撃を行ってい

るグループがある。彼らは経済的、政治的、宗教的な動機から国境を越えて活動を行って

いる。このような集団は、ハッカーとアクティビズム（積極行動主義）を合わせてハクティ

ビストと言われる。ハクティビストはネットワークに侵入し、著作権侵害, サーバの乗っ

取り、思想性の強いメッセージで Web サイトを改ざんするなど、様々な攻撃を行う。特に, 

ハクティビストは公共機関のサービスを妨害したり、マスコミの注目を集めるために無政

府主義的にサイトを改ざんしたり、政府機関等の Web サイトを標的にする。あるグルー

プは、Web サイトをハッキングして、改ざんの成功を誇示するため頭蓋骨の画像や国旗を

サイトに残している。 

                                                   
7 IPA - 「電力重要インフラ防護演習に関する調査 報告書」

http://www.ipa.go.jp/security/fy15/reports/infra/documents/infra_2004.pdf(2012年 10月確認) 
8 McAfee - 「サイバー犯罪とハクティビズム」

http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/wp_cyberc

rime_hacktivism.pdf(2012 年 10 月確認) 
9 McAfee - 「サイバー犯罪とハクティビズム」

http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/wp_cyberc

rime_hacktivism.pdf(2012 年 10 月確認) 
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中国によるものと思われる単純な改ざん以外の組織的な活動もハクティビズムに含ま

れる。既知または新しいグループが活動へ参加を繰り返し呼びかけている。これらのグルー

プは、中国への忠誠心を誓い、中国を非難する国家に抗議する人物を求めている。 

ソニーへの攻撃で有名になった国際ハッカー集団アノニマス（Anonymous）は、普段は

単なるハッカー集団であるが、何か政治的事象が発生するとハクティビストとして活動す

る。このように、ハッカーとハクティビストの線引きは曖昧である。 

(5) 犯罪組織（サイバーマフィア）10 

この数年間の動向を見ると、実世界で起きていた犯罪がサイバー空間でも発生するよう

になった。多くの犯罪者がサイバー空間で犯罪行為を行うようになり、このような犯罪者

を追跡している人達がサイバー犯罪という言葉を使い始めた。国境もなく、様々な形式で

行われるサイバー犯罪は一般市民の生活や経済活動を脅かす新たな脅威となっている。マ

フィアという言葉は間違った意味で使われることが少なくないが、現在では、組織的なサ

イバー犯罪グループの意味でサイバーマフィアという言葉が使われている。 

ロシアでは、Alexei Galaiko、Ivan Petrichenkosergei Popov が 1999 年に HangUp 

Team を立ち上げた。彼らは不正なプログラムをばら撒いた罪で 2000 年に逮捕されたが 

すぐに釈放された。このグループは 2003年から200４年にかけてBerbew（トロイの木馬）、

Scob（JavaScript ワーム）、Korgo などを作成し、感染先のパソコンから銀行の口座情報

などを盗み出すなど、組織的な犯罪行為を行った。この犯罪組織は、2006 年にロシア最大

の犯罪組織 RBN の傘下となった。 

中国の三合会も専門家の支援を得て IT 技術を習得し、商業サイトなどに DDoS 攻撃を

実行するなどと恐喝行為を行っている。 

米国ではマフィアがいち早くオンライン犯罪を行っている。2005 年 2 月、Gambino 

ファミリーの構成員が 1996 年から 2002 年にかけて架空の無料サービスを利用し、様々

な詐欺行為を行ったことを認めている。彼らはポルノ サイト好きで騙されやすいユーザを

狙い、75,000 万ドル以上を稼いだ。 

特定の地域を拠点としているマフィア以外にも、国際的なネットワークや混合グループ

などが生まれている。数年続いているグループや数か月で解散した集団もある。 

(6) 外国の諜報機関 

外国の諜報機関も実行主体の一つである。インテリジェンス活動としての情報収集の対

象は、外交・防衛・経済等の重要政策に関する情報と最先端科技術に関する情報である。 

それに加えて中国などの一党独裁の国は反政府派の活動家に関する情報も収集してい

る。 

                                                   
10 McAfee - 「サイバー犯罪とハクティビズム」

http://www.mcafee.com/japan/media/mcafeeb2b/international/japan/pdf/threatreport/wp_cyberc

rime_hacktivism.pdf(2012 年 10 月確認) 
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外交・防衛・経済等の重要政策に関する情報の漏えいは国家の安全保障や経済的な利益

等に損害を与える。また、最先端技術等の企業秘密の漏えいは攻撃国の軍事戦闘能力を短

期間で増強するとともに攻撃国の経済力を強化し、ひいては被攻撃国の国防力と経済力の

弱体化を招くことになる。2009 年の米国の防衛産業企業からの F-35 の設計や電子システ

ムに関する機密情報の漏えいは、先端技術漏えいの典型的な例である。 

今日、IT 技術の発展とインターネットの普及により、国内外からコンピューターネッ

トワークを通じて行われる諜報活動としての情報の窃取が急増している。 

何故、サイバー空間において諜報活動が活発に行われるのか。それはサイバー空間にお

ける固有の特徴に理由がある。次の 5 つの特徴により、サイバー空間は攻撃側にとって、

とても魅力的な空間となっている。 

① 匿名性が高い： 

相手の顔や声を認識することはできず、筆跡、指紋等の物理的痕跡も残らない。 

② 責任の否認が可能である： 

利口な攻撃者は, 被攻撃国との外交関係が悪く, かつ法執行機関同士の協力がない

国を経由して攻撃を行う。従って, 被攻撃国は、特定の国又は個人に責任を帰属す

ることができない。 

③ 探知されるリスクが少ない： 

ソフトウエアに脆弱性はつきものである。このため、攻撃側が常に有利である。攻

撃の発見が遅れるだけでなく、攻撃の被害に遭っている事に気付くことができない

こともあり得る。さらに、高度な技術を持った攻撃者は、自らの攻撃の痕跡を消す

ために、ログを消去したり改竄したりすることもできる。 

④ 膨大な量の情報を瞬時に移動できる： 

1GB の USB メモリーで約 7.4 年分の新聞の文字情報が記録できる。現実世界の諜

報活動でこれだけの書籍を持ち出すことは不可能である。 

⑤ 時間的、場所的な制約がない： 

国境などの地理的制限もなく、地球の裏側から 24 時間攻撃が可能である。 

各国の諜報機関は、これまではスパイの養成に時間と金を掛け、彼らを危険な状態に身

を置かせ情報を窃取していた。しかし、今日、世界が相互接続されたネットワークを通じ

て、以前にはアクセスできなかった貴重な情報が埋まった豊かな鉱脈に到達することがで

きるようになった。そして、疑うことを知らない標的（被攻撃者）にフィッシング電子メー

ルを送ることによって、容易に情報を窃取することが可能になった。このようにサイバー

空間の魅力は、従来の諜報活動のコストとリスクに比べて、ほんの僅かなコストとリスク

で大きなリターンを得られることにある。このことを、米国の国家対情報局が作成した「外
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国による経済情報収集と産業スパイ活動報告 2011」11では、「早くて安い（faster and 

cheaper）」と簡潔に示している。 

(7) 軍隊のサイバー部隊 

軍隊のサイバー部隊も実行主体の一つである。近代化した国々の軍隊の情報処理システ

ムはコンピューターネットワークに大きく依存している。この情報処理システムは, 一般

には C4ISR と呼ばれるが、最近は目標捕捉（Target Acquisition）を加えて、C4ISTAR

とも呼ばれる。目標補足についていえば、近年 GPS タイプの誘導兵器や ISR で探知した

目標情報を、通信衛星を通じて受信するタイプの誘導兵器が増加している。このように軍

隊が、情報システムとコンピューターネットワークへの依存を深め、さらにこのコンピュー

ターネットワークがインターネットを通じて世界中の（友軍の）端末と接続されるように

なった。これは、便利さとともに脆弱性をもたらしている。敵対者は、インターネットを

通じて遠隔地から、セキュリティホールを利用して、マルウェアという武器でコンピュー

タシステムを攻撃することができる。あるいは, インサイダー（スパイ）を使って、USB

メモリー等で直接マルウェアを挿入するなどの方法もある。 

軍隊のサイバー部隊の行う情報収集は、戦場情報準備（Intelligence Preparation of the 

Battlefield：IPB）の一環である。戦場情報準備（IPB）とは将来の軍事作戦の準備のた

めの情報収集である。戦場情報準備（IPB）としての情報収集の対象は、被攻撃国の使用

している OS やソフトウエアの種類・バージョン 、通信プロトコル、暗号化の方式などの

将来のサイバー攻撃実施のために必要な各種技術データである。軍の各種技術データの漏

えいは攻撃国に被攻撃国のコンピュータシステムの機能停止や正常な動作を妨害し、ある

いは偽情報を挿入することをも可能にする。その結果、被攻撃国は緒戦において厳しい損

失を被るであろう。 

 

表 4 サイバー攻撃の実行主体とその目的 

実行主体 サイバー攻撃の目的 

 

非

国

家

主

体 

ハッカー 自己を誇示する, 特定の組織に損害を与える, 技術力を

誇示する, 金銭的な利益を得たいなど様々である。 

インサイダー 組織の業務遂行の妨害（ITサボタージュ）, 金銭的な利益, 

ビジネス上の利益など様々である。中には外国諜報機関員等

に勧誘され, スパイになるものがいるので注意が必要であ

る。 

                                                   
11外国の経済情報収集及び産業スパイに関する議会への年次報告（2011）

http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf（2012

年 10 月確認） 
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実行主体 サイバー攻撃の目的 

テロ組織 これまでに, テロ集団によるサイバー攻撃の事例はない

が, テロ集団のサイバー攻撃としては次のような目的が考

えられる。テロ攻撃対象（人物, 建物等）に関する事前の情

報収集, テロ攻撃実行を直接支援するための政府機関の混

乱を目的とした DDoS 攻撃など。 

活動家団体（ハ

クティビスト） 

政治的な主張の流布, 愛国心の発揚, 相手国に対する抗

議, 寄付を集めるための売名行為など。中国やロシアの愛国

的な活動化団体（ハクティビスト）は, 政府機関とのつなが

りが疑われている。 

犯罪者組織 唯一金銭的な利益が目的である。 

国

家

主

体 

外国諜報機関 諜報活動の一環としての, 相手国の国家機密, 軍事上の

秘密, 先端技術などの企業秘密（営業秘密）などの情報の窃

取。 

サイバー部隊 敵対国に関する情報・諜報活動の一環としての情報収集と

サイバー攻撃等のための資料収集。 
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第 2 章 情報セキュリティを侵害する行為の現状と動向  

 

1. ソフトウエアの脆弱性と共通脆弱性識別子（CVE）  

 

ソフトウエアの不完全な設計のため、ソフトウエアには脆弱性（セキュリティ

ホール）が存在することは、避けられない。ハッカーは、この脆弱性を攻撃し、

格納された情報又はコンピュータ間を伝送中の情報を読み・削減・改ざんするこ

とができる。  

ソフトウエアの脆弱性とは、ソフトウエアやオペレーティングシステムにおい

て確認されたセキュリティ上の不具合や異常や欠陥として認識され、放置してお

くとセキュリティ上の問題につながるものいう。脆弱性自体は、特定のソフトウェ

アベンダーに限定して存在するものではなく、その性質上、すべてのソフトウエ

アやオペレーティングシステムに確認されるものである。そして、脆弱性には一

意の識別番号「CVE 識別番号 (CVE-ID)」が付与され、対策情報同士の相互参照

や関連付けに利用されている。  

(1) 共通脆弱性識別子（CVE：Common Vulnerabilities and Exposures) 12 

脆弱性を識別するための共通脆弱性識別子（CVE）、個別製品中の脆弱性を対

象として、米国政府の支援を受けた非営利団体の MITRE 社（米国政府向けの技

術支援や研究開発を行う非営利組織）が採番（番号割り当て）している識別子で

ある。脆弱性検査ツールや脆弱性対策情報提供サービスの多くが CVE を利用し

ている。  

個別製品中の脆弱性に一意の識別番号「CVE 識別番号 (CVE-ID)」を付与する

ことにより、組織 A の発行する脆弱性対策情報と、組織 X の発行する脆弱性対策

情報とが同じ脆弱性に関する対策情報であることを判断したり、対策情報同士の

相互参照や関連付けに利用したりできる。  

独立行政法人情報処理機構（IPA）と JPCERT/CC が共同で運営している JVN

（ Japan Vulnerability Notes；脆弱性対策情報ポータルサイト）、及び JVN 

iPedia(JVNDB：Vulnerability Countermeasure Information Database；脆弱性

対策情報データベース )も、MITRE 社と連携して CVE 採番の枠組みに参加する

ため、JVN で公表する脆弱性に対する CVE の割り当てを申請することとし、2008

                                                   
12独立行政法人情報処理機構「共通脆弱性識別子 CVE 概説」

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVE.html 
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年 10 月からは MITRE 社が公表している「CVE 情報源サイト」の一つとして公

示されるようになった。  

 CVE には CVE 互換認定の制度があり、脆弱性検査ツールや脆弱性対策情報

提供サービス等が CVE 識別番号の正確な表示、適切な関連付け、CVE 識別番号

による情報の検索などの機能要件を満たし、MITRE 社へ申請すると CVE 互換認

定が受けられる。CVE 互換認定を受けると、MITRE 社のウェブサイトで紹介さ

れる、CVE のロゴが使用できる等のメリットがある。  

JVN、iPedia、MyJVN（Filtered Vulnerability Countermeasure Information 

Tool；JVN iPedia の情報を利用者が効率的に活用するための脆弱性対策情報収集

ツール）も 2010 年 1 月に CVE 互換認定を受けた。  

(2) 脆弱性対策情報の登録状況 13 

ア． 脆弱性対策情報の登録件数の四半期別推移  

脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」は、国内外で使用されているソ

フトウエアの脆弱性対策情報を収集・公開することにより、脆弱性関連情報を容

易に利用可能とすることを目指している。1）国内のソフトウエア開発者が公開

した脆弱性対策情報、2）脆弱性対策情報ポータルサイト JVN で公表した脆弱性

対策情報、3）米国国立標準技術研究所 NIST の脆弱性データベース「NVD」が

公開した脆弱性対策情報の中から情報を収集、翻訳し、2007 年 4 月 25 日から公

開している。  

2012 年第 4 四半期（2012 年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで）に JVN iPedia 日

本語版へ登録した脆弱性対策情報は、国内製品開発者から収集したもの 4 件（公

開開始からの累計は 139 件）、JVN から収集したもの 98 件（累計 2,412 件）、NVD

から収集したもの 7,154 件（累計 35,548 件）、合計 7,256 件（累計 38,099 件）

となった。脆弱性対策情報の登録件数が、累計 38,000 件を超過した（図 2 ）。  

 

 

 

 

 

  

                                                   
13独立行政法人情報処理推進機構「脆弱性対策情報データベース JVN iPedia の登録状況   

[2012 年第 4 四半期（10 月～12 月） ] 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2012q4.html  
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図2  JVNiPedia の登録件数の四半期別推移  

 

イ． 登録している脆弱性対策情報に関する注目情報（その 1）  

 昨今の機密情報や個人情報の窃取を目的としたサイバー攻撃は、ソフトウエ

アの脆弱性を悪用し、複数の既存攻撃手法を組合せ、ソーシャルエンジニアリン

グを用いて特定の組織や個人を狙っており、対応が難しく執拗なものとなってい

ます。  

 特に、PC で広く利用されている定番ソフトウエアの脆弱性が悪用されてい

ます。図 3 は、PC で広く利用されている定番ソフトウエア 8 製品の登録件数の

年別推移である。年々登録件数は増加しており、2012 年は、2011 年から 65 件増

加した 528 件が登録されている。  

 

図3  PC で広く使用されている定番ソフトウエアの脆弱性対策情報の  

登録件数の年別推移  

  

ウ． 登録している脆弱性対策情報に関する注目情報（その 2）  

 近年、スマートフォンの利用者数は急激に増加しており、企業や個人による

スマートフォン用アプリの開発も活発になっています。図 4 は、スマートフォン

上で稼働するソフトウェア（OS やアプリ）のプラットフォーム別の JVN iPedia
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への登録件数の年別推移を表したものです。Apple iOS と、Google Android に関

するソフトウェア（OS とアプリ）の登録件数増加が顕著に表れており、Apple iOS

に関しては、2012 年の 259 件の登録件数うち WebKit（HTML レンダリングエ

ンジン）の脆弱性についての情報が 7 割以上登録されています。  

 

図4  スマートフォン上で稼働するソフトウエアの OS 別脆弱性対策情

報  

登録件数の年別推移  

 

エ． 登録している脆弱性対策情報に関する注目情報（その 3）  

 近年、工場の生産設備等で使用される監視モニター等の産業用制御システム

（ICS：Industrial Control Systems）に関するソフトウエアの脆弱性対策情報が

急激に増加している。図 5 は、JVN iPedia における産業用制御システムに関す

るソフトウエアの脆弱性対策情報の、登録件数と深刻度の割合を示している。

2012 年の登録件数は 159 件で、2010 年と比較して 10 倍以上に増加している。  

 

図5  産業用制御システムに関するソフトウエアの脆弱性件数と深刻度の年

別推移  
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2. マルウェア  

(1) マルウェアとは 14 

 マルウェアとは、ウイルス、ワーム、トロイの木馬を含む悪質なコードの総称

である。有害なマルウェアは普及している通信ツールを使用して拡散する。たと

えば、電子メールやインスタントメッセージで送信されるワーム、Web サイトか

ら読み込まれるトロイの木馬、ピアツーピア接続でダウンロードされるウイルス

感染ファイルなどが該当する。また、マルウェアはシステムの既存の脆弱性を悪

用して、密かに侵入を試みる。  

(2) マルウェアの登録件数 15 

IT セキュリティ及びアンチウイルス研究に関する国際的な独立系サービスプ

ロバイダーである AV-TEST Institute によると、世界で毎日２万件の新しいマル

ウェアを登録されている。これまでの１億２千以上のマルウェアが登録されてい  

る。（図 6 ）

 

 

図6  これまでに登録された全マルウェア数の年別推移  

 

（3）マルウェアランキング  

法人及び個人向けのセキュリティソフトウェアを提供する ESET 社16がまとめ

た 2013 年 3 月度及び 4 月度のマルウェアランキング（日本版、世界版）をキヤ

ノン IT ソリューションズのウェブサイトで公開した。概要は以下の通りである。  

                                                   
14 シマンテック「マルウェア」

http://jp.norton.com/security_response/malware.jsp  
15 http://www.av-test.org/en/statistics/malware/ 
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ア． 世界のマルウェアランキング  

以下は、世界の 2013 年 4 月度のマルウェアランキングトップ 10 である。 17 

●第 1 位 INF/Autorun[全体の約 2.98%]前回の順位：1 位   

INF/Autorun は、PC の攻撃手段として autorun.inf ファイルを使用

するさまざまなマルウェアの総称。このファイルには、USB フラッ

シュドライブなどのリムーバブルメディアを Windows PC に挿入し

たときに自動実行するプログラムについての情報が記述されている。

ESET のセキュリティソフトウェアでは、autorun.inf ファイルをイ

ンストールしたり改ざんしたりするマルウェアは、ヒューリスティッ

ク技術により INF/Autorun として検出される（このマルウェアが特

定のマルウェアファミリーの亜種でない場合）。  

今日、リムーバブルメディアはその利便性の高さから広く普及してお

り、マルウェア作者も当然このことを認識している。一度ランクダウ

ンした INF/Autorun がしばしば第 1 位に返り咲いているのも、その

表れといえる。  

●第 2 位 HTML/ScrInject.B[全体の約 2.29%]前回の順位：3 位   

これは、ユーザをマルウェアのダウンロードサイトへ自動的にリダイ

レクトする難読化されたスクリプトまたは iframe タグを含む Web

ページ（HTML ファイル）の汎用検出名。  

●第 3 位  Win32/Sality[全体の約 1.82%]前回の順位：2 位   

Sality は、他のファイルに感染するポリモーフィック型のマルウェア。

実行されると、あるサービスを開始するほか、システムのセキュリ

ティに関連するレジストリーキーを削除し、オペレーティングシステ

ムが起動するたびに悪意のあるプロセスが開始されるようにするレ

ジストリーキーを作成する。また、EXE ファイルと SCR ファイルを

改ざんし、セキュリティソフトウェアに関連するサービスとプロセス

を無効にする。  

●第 4 位 Win32/Dorkbot[全体の約 1.62%]前回の順位：5 位   

このワームは、リムーバブルメディアを介して感染を広げます。バッ

クドアの機能を備えており、リモートからコントロールすることが可

能です。UPX を使用して実行ファイルが圧縮されている。ユーザが

特定の Web サイトを閲覧中にログイン用のユーザ名やパスワードを

盗み出す。その後、収集した情報をリモートのコンピュータに送信し

                                                                                                                                                     
16 http://www.eset.com/us/about/profile/overview/ 
17 http://canon-its.jp/product/eset/topics/malware1304.html 
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ようとする。リモートからコントロールが可能なワームの 1 種。  

●第 5 位 HTML/Iframe.B[全体の約 1.48%]前回の順位：7 位   

脅威のタイプ：ウイルス。HTML/Iframe.B は HTML ページに埋め

込まれた悪意のある iframe タグの汎用名であり、悪意のあるソフト

ウエアのサイトに誘導する特定の URL にブラウザーをリダイレクト

する。  

●第 6 位 HTML/Iframe.B[全体の約 1.48%]前回の順位：34 位   

このワームは、リムーバブルメディアを介して感染を広げる。  

●第 7 位 Win32/Ramnit[全体の約 1.46%]前回の順位：5 位   

Win32/Ramnit は、他のファイルに感染するウイルス。システムが起

動するたびに実行し、dll ファイルや exe ファイルに感染するほか、

htm ファイルや html ファイルを検索して悪意のある命令を書き込む。

システムの脆弱性（CVE-2010-2568）を悪用して、任意のコードを

実行することを可能にする。リモートからコントロール可能で、スク

リーンショットの作成や収集した情報の送信、リモートのコンピュー

タもしくはインターネットからファイルのダウンロード、実行ファイ

ルの実行、またはコンピュータをシャットダウンして再起動を行う。 

●第 8 位 Win32/Ramnit[全体の約 1.34%]前回の順位：18 位   

このトロイの木馬は、悪意のあるソフトウエアのサイトに誘導する特

定の URL にブラウザーをリダイレクトする。  

●第 9 位 Win32/Conficker[全体の約 1.25%]前回の順位：6 位   

Win32/Conficker は、元々Windows オペレーティングシステムの最

近の脆弱性を悪用して感染を広げるネットワークワーム。この脆弱性

は RPC サブシステムに存在し、有効なユーザーアカウントを持たな

い攻撃者によってリモートから悪用される可能性がある。また、セ

キュリティが不十分な共有フォルダーやリムーバブルメディア（初期

設定で有効となっている Windows の Autorun 機能を使用。ただし

Windows 7 では、この機能は無効にされています）経由で感染を広

げる亜種も存在する。  

●第 10 位 JS/TrojanDownloader.Iframe.NKE[全体の約 0.97%]前回の順

位：10 位   

このトロイの木馬は、悪意のあるソフトウエアのサイトに誘導する特

定の URL にブラウザーをリダイレクトする。プログラムコードは通

常、HTML ページに埋め込まれている。  
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図7  世界の 2013 年 4 月度のマルウェアトップ 10   

 

イ． 日本のマルウェアランキング  

以下は、日本の 2013 年 4 月度マルウェアランキングトップ 10 である。 18 

●第 1 位 HTML/Phishing.Linkedln.A[全体の約 12.38%] 

このトロイの木馬は、悪意のあるソフトウエアのサイトに誘導する特

定の URL にブラウザーをリダイレクトする。  

●第 2 位 JS/Kryptik.AJE[全体の約 3.53%] 

これは、HTML ページに埋め込まれている、難読化された悪意のあ

る JavaScript コードの汎用検出名。通常は、悪意のある URL にブ

ラウザーをリダイレクトしたり、特定の脆弱性を悪用したりしる。  

●第 3 位 Win32/PSW.Fareit.A[全体の約 3.46%] 

このトロイの木馬は、パスワードなどの個人情報を盗み出してリモー

トのコンピュータに送信しようとする。  

 

 

 

 

                                                   
18 http://canon-its.jp/product/eset/topics/malware1304_jp.html 
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●第 4 位 HTML/Iframe.B.Gen[全体の約 3.26%] 

HTML/Iframe.B.Gen は HTML ページに埋め込まれた悪意のある

iframe タグの汎用名であり、悪意のあるソフトウエアのサイトに誘

導する特定の URL にブラウザーをリダイレクトする。  

●第 5 位 JS/Kryptik.AJC[全体の約 2.61%] 

これは、HTML ページに埋め込まれている、難読化された悪意のあ

る JavaScript コードの汎用検出名。通常は、悪意のある URL にブ

ラウザーをリダイレクトしたり、特定の脆弱性を悪用したりしる。  

●第 6 位 Win32/Adware.Yontoo.A[全体の約 2.27%] 

これは、迷惑広告の配信を目的とするアドウェアアプリケーション。

通常は、正規ソフトウエアのインストールパッケージ内にバンドルさ

れる。ユーザが特定の Web サイトを閲覧中に個人情報を収集する。  

●第 7 位 Win32/Adware.Yontoo.B[全体の約 2.25%] 

これは、迷惑広告の配信を目的とするアドウェアアプリケーション。

通常は、正規ソフトウエアのインストールパッケージ内にバンドルさ

れる。ユーザが特定の Web サイトを閲覧中に個人情報を収集する。  

●第 8 位 Win32/Spy.Zbot.AAU[全体の約 1.96%] 

このトロイの木馬は、コンピュータの不正アクセスと制御を可能にし、

個人情報を収集してリモートのコンピュータに送信する。リモートか

らのコントロールが可能。  

●第 9 位 JS/Iframe.IB[全体の約 1.91%] 

JS/Iframe.IB は、悪意のあるソフトウエアのサイトに誘導する特定

の URL にブラウザーをリダイレクトする。プログラムコードは通常、

HTML ページに埋め込まれている。  

●第 10 位 MSIL/Adware.AdvancedSystemProtector[全体の約 1.77%] 

これは、迷惑広告の配信を目的とするアドウェアアプリケーション。

通常は、正規ソフトウエアのインストールパッケージ内にバンドルさ

れる。  
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図8  日本の 2013 年 4 月度のマルウェアトップ 10 

 

3. 2013 年の情報セキュリティ上の 10 大脅威   

 

(1) 情報セキュリティの変遷 19 

情報セキュリティが定着してきた 2001 年から 2012 年までのセキュリティの

変化を振り返って見ると、近年の IT 環境や攻撃意図の変化として下記の点が挙

げられる。（図 9 参照）  

ア． インターネットヘの依存度の増大  

スマートデバイスや公衆無線 LAN の普及により、｢いつでも｣｢どこでも｣イ

ンターネットに繋がりやすい環境が整備され、我々の生活においてインター

ネットが深く浸透しており､経済活動や社会活動を行う上で必要不可欠なも

のとなっている。－方で､インターネットに接続しているために、攻撃者から

狙われやすく、攻撃を受けた際の被害も大きくなっている。  

イ． 抗議や諜報目的の攻撃の顕在化  

2008 年頃までは､金銭を目的にした攻撃が主流であったが､2010 年あたり

から更に異なる二つの攻撃が国内外の報道等により顕在化し､攻撃の意図性

                                                   
19 情報処理推進機構「「2013 年版  10 大脅威」

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2013.html  
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が明らかになってきた。一つは､主義主張､もしくは政治･文化的に対立する組

織への抗議や報復の意味を込めた攻撃が挙げられる。二つ目は､政府機関や特

定の組織の情報を盗み出す諜報活動を意図した攻撃の広がりが挙げられる。

日本国内でも 2011 年に政府機関や大手重要インフラ事業者が狙われたこと

で大きな注目を集めた。  

ウ． 国家を巻き込んだ大規模な攻撃  

攻撃の規模が企業･組織をターゲットにしたものから国家を巻き込んだ大規

模なものが出現してきた。米国防総省では｢サイバー空間｣を陸･海･空･宇宙空

間に次ぐ｢第五の戦場｣であると定義しているように、サイバー攻撃が国際情

勢や安全保障に関わる問題として扱われ、関係分野が拡大している。  

エ． 官民が連携したプロジェクトの推進  

企業･組織が単独でセキュリティ対策を講じることが困難な状況になってい

る。国内では官民が連携した様々なプロジェクトが発足してきている。また､

近年の巧妙化した攻撃に対処するためのスキルを持ったエンジニアが必要と

されており､人材育成を主眼とした政策にも力が注がれている。  

 

図9  情報セキュリティの変遷図 20 

 

(2) 2013 年の情報セキュリティ上の 10 大脅威  

情報処理推進機構（IPA）は、専門家や実務家が注目したセキュリティ上の脅

威を「2013 年版 10 大脅威」として取りまとめ、2013 年 4 月発表した  

●第 1 位 クライアントソフトの脆弱性を突いた攻撃   

                                                   
20情報処理推進機構「「2013 年版  10 大脅威」

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/10threats2013_slide.pdf 
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クライアントソフトの脆弱性を悪用されることにより、ウイルスに感染した

り、システム内の情報が窃取されるなどの被害の可能性がある。ユーザにお

いては、クライアントソフトを最新に保つ対応が求められている。  

●第 2 位 標的型諜報攻撃の脅威  

2011 年に続き、2012 年も政府機関や宇宙航空産業への攻撃が報道され、機

密として扱われている政府関連情報や特殊技術情報の流出が疑われている。

わが国の政策会議でも、この問題が取上げられるなど、国益にまで影響する

問題になってきている。  

●第 3 位 スマートデバイスを狙った悪意あるアプリの横行  

個人情報を収集する手口がより巧妙化している。近年、加速的に普及してい

るスマートデバイス（スマートフォンやタブレット）ユーザをターゲットに、

魅力的な機能を持っていると見せかけた不正アプリが電話帳等の情報を窃取

する被害が増加している。  

●第 4 位 ウイルスを使った遠隔操作  

ウイルスに感染した PC は、これまでもスパムの送信や DDoS 攻撃のために

悪用されてきた。2012 年、PC に感染したウイルスを経由して、悪意ある第

三者が掲示板に脅迫文を書きこむとともに、当該ウイルスに感染した PC の

所有者が誤認逮捕される事件が発生し、大きな話題となった。  

●第 5 位 金銭窃取を目的としたウイルスの横行  

2011 年頃より海外のインターネットバンキングで、ウイルスにより認証情

報が窃取され、金銭被害に発展する事件が報告されはじめた。2012 年からは

国内のインターネットバンキングでも同様の手口による被害が確認されだし

ている。  

●第 6 位 予期せぬ業務停止  

システムのクラウド化が進む中、2012 年は、レンタルサーバー企業におい

て人為的ミスによる大規模障害が発生した。東日本大震災によって、自然災

害が原因となりシステムが停止するリスクが浮き彫りとなったように、不測

の事態に備える必要性が組織に求められている。  

●第 7 位 ウェブサイトを狙った攻撃  

ウェブサイトを狙った攻撃は、旧来から認識されている脅威であるが、残念

ながら被害が後を絶たない。ウェブサイト内の個人情報窃取や、ウェブサイ

トの改ざんによるウイルス配布など、組織や個人ユーザに影響を及ぼす脅威

である。  

●第 8 位 パスワード流出の脅威  

オンラインサービスの増加に伴い、ユーザが複数のパスワードを管理する必

要が生じている。その結果、同一の ID/パスワードを使い回すユーザが多く
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なり、一つのウェブサイトでパスワードが漏えいすることで、複数のウェブ

サイトで成りすましの被害に遭ってしまっている。  

●第 9 位 内部犯行  

内部の人間による故意の情報漏えいや不正操作による被害が報告されてい

る。正当に権限を有したユーザによる犯行であるため、防止が難しく、被害

も大きくなる傾向にある。  

●第 10 位 フィッシング詐欺  

2012 年は大手銀行を騙ったフィッシング詐欺が広く行われ、銀行やセキュ

リティベンダーから注意が呼び掛けられている。フィッシング詐欺によって

インターネットバンキングのパスワードを奪われると、知らないうちに口座

から預金を引き出されてしまう恐れがある。  

 

4. 最近のサイバー攻撃状況及び動向   

 

最近のサイバー攻撃の状況について、警察庁情報通信局情報技術解析課の「情

報技術解析平成 24 年報21」は、以下のように述べている。長くなるが引用する。 

 

「平成 24 年におけるインターネット上の脅威を顧みますと、依然として標的

型メール攻撃等が猛威を振るっており、民間企業等が被害に遭う事案が複数報道

されるなど、23 年に引き続いて、悪意のある者による情報の窃取を目的とした

活動が行われていることがうかがわれます。また、社会的・政治的な主張の下に

ハッキング活動を行うハクティビズムと呼ばれる活動の一環としてサイバー攻撃

が行われ、国内の企業や組織等が攻撃の対象となるケースも複数ありました。さ

らに、9 月 18 日前後には、満州事変のきっかけとなった柳条湖事件や尖閣諸島問

題に起因するとみられる日本政府機関等に対する攻撃活動が確認されました。一

方、警察庁の定点観測システムでは、平成 22 年頃からリモートデスクトップを

狙った不正プログラムによる感染活動やスキャン活動が増加傾向にあることを確

認していました。これらの攻撃は、24 年にあっても継続的に行われている状況

が観測されており、他の攻撃と比べても顕著な増加傾向を示しています。このよ

うなインターネット上の脅威による被害を防ぐためには、最新の更新プログラム

を適用するなど、基本的なセキュリティ対策が重要になります。」  

 

                                                   
21 警察庁「情報技術解析平成 24 年報」

http://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/H24_nenpo.pdf  
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警察庁「情報技術解析年報」によれば、サイバー攻撃は、標的型攻撃、DDoS

攻撃（ホームページの改ざんを含む）、「リモートデスクトップを狙った不正プロ

グラムによる攻撃」に分類される。  

以下、標的型攻撃、DDoS 攻撃及び「リモートデスクトップを狙った不正プロ

グラムによる攻撃」について考察する。  

なお、警察庁のサイバー攻撃の分類には入っていないが、情報処理推進機構

（IPA）が取り纏めた「2013 年版 10 大脅威」に取り上げられている“内部犯行”

についても考察する。但し、内部犯行（インサイダー攻撃）に関する国内のデー

タがないので、米国カーネギーメロン大学が実施した調査研究のデータを使用し

た。  

 

(1) 標的型攻撃  

標的型攻撃の種類には、「標的型メール攻撃」と「新しいタイプの攻撃（APT）」

がある。標的型メール攻撃を「新しいタイプの攻撃」の一部とする場合と、国内

における標的型攻撃を「標的型メール攻撃」とし、海外における標的型攻撃を APT

とする場合がある。本項では、後者を準用する。  

標的型攻撃は、一般に表  5 のような流れで行われる。  

 

表  5 標的型攻撃の流れ 22 

事前調査  ターゲットとなる組織を攻撃するための情報を収

集する。  

初期潜入段階  標的型メールや USB メモリー、ウェブサイト閲覧

を通してウイルスに感染させる。  

攻撃基盤構築段階  侵入した PC 内でバックドアを作成し、外部の C&C

サーバと通信を行い、新たなウイルスをダウンロー

ドする。  

システム調査段階  情報の存在箇所の特定や情報の取得を行う。  

攻撃最終目的の遂行段

階  

攻撃専用のウイルスをダウンロードして、攻撃を完

遂する。  

 

標的型メール攻撃とは、IPA によると、情報窃取を目的として特定の組織に送

られるウイルスメールと定義される。ウイルスメールとは、ウイルスファイルを

                                                   
22 IPA「標的型攻撃／新しいタイプの攻撃の実態と対策」

http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/documents/presentation2.pdf 
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添付したり、ウイルスに感染するサイトに誘導する仕掛けをしたメールである。

ウイルスメールには、不特定多数に大量に送られ、感染すると、そのパソコンか

ら更にウイルスメールをばら撒くマスメール型ウイルスメールと、少数の標的に

だけ送られる標的型攻撃メールがある。  

マスメール型ウイルスメールについて若干説明する 1999 年に電子メールの添

付ファイルによって感染するウイルス Melissa（メリッサ）が出現後、次々とウ

イルスメールが作られている。多くのマスメール型のウイルスメールは、感染し

たコンピュータ上に記録されているアドレス帳やメール、ウェブの閲覧記録など

からメールアドレスを収集し、そのアドレス宛てに自身をメール送信するため、

ねずみ算的にウイルスメールが拡散することになる。ウイルスメールの脅威の増

大に伴い、ウイルスの被害に遭わないための対策として、ウイルス対策ソフトの

導入や、Windows Update に代表されるオペレーティングシステムの脆弱性対策

が定着してきている。  

さて、2005 年頃から、特定の相手を狙い、送信者の詐称やタイトルや本文の巧

妙な記述内容によって、添付ファイルを開かせたり、記載 URL をクリックさせ

る「標的型攻撃メール」が出現してきた。また、その添付ファイルとして、PDF 

ファイルや MS Word、Excel、一太郎のような業務でよく利用するアプリケーショ

ンで作成した文書データファイルにウイルスを埋め込んだ事例が増えており、ウ

イルス対策ソフトでも検知されないという事例も多く見受けられる。昨今、企業

の機密情報や個人情報が窃取される不正アクセス被害が多発しているが、その攻

撃手段として、標的型攻撃メールが利用されているという事例も確認されている。 

新しいタイプの攻撃（APT）とは、ソフトウエアの脆弱性を悪用し、複数の既

存攻撃を組み合わせ、ソーシャルエンジニアリングにより特定企業や個人を狙っ

た攻撃と定義義される。APT は、対応が難しく執拗な攻撃である。この攻撃を使っ

た最近の事例としては世界的に話題となったスタックスネット（Stuxnet）と呼

ばれるコンピュータウイルスが挙げられる。なお、日本国内でも数件の検出事例

が報告されているが、被害事例は報告されていない。  

ア． 標的型攻撃メール 23 

インターネットの普及に伴い、葉書や封書のような紙による情報の伝達手段が、

電子メールにおき替わってきている。ビジネスにおける取引先や社内との連絡だ

けでなく、ダイレクトメールと呼ばれる広告の媒体としても電子メールが活用さ

れるようになり、知らない組織から電子メールが届くことも多くなった。  

                                                   
23IPA「標的型攻撃メールの分析に関するレポート」

http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/111003report.pdf  



 

34 

 

こうした中で、コンピュータウイルスと呼ばれる不正なプログラムを他人のコ

ンピュータに感染させて情報を盗んだり、業務を妨害したりする悪意のある人た

ちも、攻撃手法のひとつとして電子メールを利用している。  

電子メールを利用して他人のコンピュータにウイルスを感染させる、いわゆる

ウイルスメール攻撃は、当初は不特定多数にウイルスを感染させる手段として使

われており、添付の実行形式ファイルを開かせるという形態がとられていた。  

ウイルスメール対策としては、市販のウイルス対策ソフトを導入し、Windows 

Update をきちんと実施し、不審なメールは開かないという対応で、ほとんど被

害に遭うことはなかった。  

ところが、特定の相手を狙い、送信者の詐称やタイトル、本文、添付ファイル名

等の巧妙な記述内容によって、添付ファイルを開かせたり、記載 URL をクリッ

クさせる「標的型攻撃メール」が出現してきた。  

(ア ) 標的型メール攻撃の事例24 

●事例 1：「やりとり型 25」の標的型メール攻撃事案  

最初から標的型メールを送付するのではなく、まずは不正行為に

関する告発を装ってウェブサイトに公開されているメールアドレス

に問い合わせを行い、これに回答した担当者のメールアドレスに対し、

同日、告発に関する文書の送付を装って標的型メールを送付してきた。 

不正プログラムを仕込んだファイルは圧縮されてパスワードロッ

クされており、展開（解凍）して生成される画像ファイルは RLO 機

能26を利用して WORD ファイルに偽装されていた。  

攻撃者は、架空の日本人名でフリーメールに登録し、当該メール

アドレスを利用して、一連のメールを送付していたが、当該メールア

ドレスから他の重要インフラ事業者等にも標的型メールが送付され

ていたことから、当該事業者等に注意喚起を行った。  

 

●事例２：  「やりとり型」の標的型メール攻撃事案  

最初から標的型メールを送付するのではなく、まずは採用希望者

を装ってウェブサイトから問い合わせを行い、これに回答した採用担

                                                   
24 警察庁・警備企画課・情報技術解析課「平成 24 年中のサイバー攻撃情勢について」

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250228kouhou.pdf  
25 やり取り型：最初は無害のメールをやり取りしてから攻撃用のウイルス添付メールを送

付する  

26 RLO 機能：アラビア語等に対応するため、ファイル名を右読みから左読みに変える

機能で、例えばファイル名「 fdp.exe」は、RLO 機能により「exe.pdf」と表示される

ため、実行ファイルを PDF ファイルに偽装することができる。  
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当者のメールアドレスに対し、履歴書等の送付を装って標的型メール

を送付してきた。  

不正プログラムを仕込んだファイルは圧縮されてパスワードロッ

クされており、当初、パスワードが分からなかった採用担当者が送信

者にパスワードを尋ねるメールを送付したところ、パスワードを教示

するメールが返信されて来るなど、複数回のやりとりが行われていた。

採用希望者を装って標的型メールを送付する事例は他にも見られ、添

付ファイルを開くと、実際の履歴書を装った文書が表示される一方で、

コンピュータが不正プログラムに感染する事例も把握。  

 

●事例 3：  国内外の情勢を捉えた標的型メール攻撃事案  

政権交代のタイミングで、複数の民間事業者等に対し、内閣総理

大臣就任記者会見に関するお知らせを装った標的型メールが送付さ

れたことを把握。  

政府機関になりすまし、内閣総理大臣就任記者会見に関する報道

機関向けのプレスリリースの文章を利用して本文と添付ファイルが

作成されている。  

不正プログラムを仕込んだファイルは圧縮してパスワードロック

されており、パスワードは本文に記載されていた。ウイルス対策ソフ

トによる検知を回避する目的と推測される。  

ただし、ファイルの圧縮に rar 形式が用いられているほか、不正

プログラムを仕込んだ文書ファイルにより表示される文章のフォン

トが中国語フォントとなっている。  

 

●事例 4：国内外の情勢を捉えた標的型メール攻撃事案  

尖閣諸島をめぐる情勢に世論の関心が高まる中、政府機関職員に

なりすまし、「尖閣諸島の領有権についての基本見解」と題した標的

型メールが送付されたことを把握。  

警察では、他の複数の民間事業者等に対し、接続先や接続時のパ

スワードが一致する不正プログラムを使用した他の標的型メール攻

撃が行われていることを把握しており、これらの標的型メール攻撃に

ついては、同一又は同じグループの攻撃者が行っていると推測される。

共通する特徴は、本文や添付ファイルに政府機関との関連を装った内

容が多く、政府関係の業務をしている（又は過去にしていた）民間事

業者等の職員に送付されている点である。  
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●事例 5：  中国地方の事業者が送付した実際のメールが利用された標

的型メール攻撃事案  

中国地方のＸ社になりすました標的型メールが「サイバーインテリ

ジェンス情報共有ネットワーク」構成員に送付されたこと

を把握。本ネットワーク内に注意喚起を行うとともに、Ｘ

社に係る調査を実施。  

その結果、Ｘ社の職員が取引先に対してメールを送付した約 11 時

間後に、当該メールの本文をほとんどそのまま引用し、Ｘ社と業務上

関係する 2 協会・4 社宛てに同様の標的型メールが送付されていたこ

とが判明。  

また、翌月には、中国地方のＹ社になりすました標的型メールが

本ネットワーク構成員に送付されたことを把握。  

Ｙ社に係る調査を実施したところ、Ｙ社の職員がＸ社の部長に対

して送付したメールを窃取され、Ｘ社と業務上関係する７社宛てにこ

れを利用して標的型メールが送付されていたことが判明。当該標的型

メールには、添付ファイルに不正プログラムが仕込まれた上、実際の

メールと同様にパスワードロックが掛けられていた。  

両件に使用された不正プログラムに感染したコンピュータは、い

ずれもタイ及び米国所在の同一の IP アドレスに接続する動作を行う

ことから、同じ攻撃者が、Ｘ社のコンピュータを乗っ取って個人情報

やメールを窃取し、これを利用して、同社が業務上関係する複数の事

業者等に標的型メールを送付していたものとみられる。  

 

●事例 6：  政府機関にも民間事業者等にも送付された標的型メール攻

撃事案  

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）を通じて得た標的型

メール攻撃に関する情報を「サイバーインテリジェンス情報共有ネッ

トワーク」の構成員に注意喚起したところ、同種の標的型メールが製

造業者等 6 社にも送付されていたことが判明。  

当該標的型メールは、職員採用に関する実在する調査の内容につ

いて記述されており、当該調査報告書を装った添付ファイル（PDF

ファイル）を開くと、調査報告書が表示される一方で、気付かない間

にコンピュータは不正プログラムに感染する。  

「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」内に、政府

機関宛てに送付された標的型メール攻撃の情報を共有する有効性が

明らかとなった。  
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●事例 7：  多数の地方自治体等に送付された標的型メール攻撃事案  

警察庁を含む複数の省庁に対し、政府機関職員になりすまし、「対

北朝鮮措置の延長について」と題した標的型メールが送付されたこと

を把握。「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」を通じ

た注意喚起を行ったところ、同様のものが 2 社に送付されていたこと

が判明。  

さらに、複数の地方自治体から同様の標的型メールに係る情報提

供を受けたことから、全国の都道府県警察に設置された「サイバーテ

ロ対策協議会」等の枠組みを通じ、重要インフラ事業者等にも注意喚

起を行ったところ、さらに 23 の地方自治体及び４事業者に対しても

同様の標的型メールが送付されていたことを把握。  

地方自治体が標的となった理由は不明であるが、北朝鮮の「人工

衛星」と称するミサイル発射事案に乗じた標的型メール攻撃とみられ

る。  

 

●事例 8：  政府機関や軍事産業に送付された標的型メール攻撃事案  

世界の大手企業や軍事産業、政府機関に対し、標的型メールを送

付し、マルウェア NetTraveler（別名 Travnet, Netfile）に感染させ、

システム内に潜伏して被害組織を監視し、機密情報を搾取する攻撃が

2004 年ごろから始まり、2010 年から 2013 年にかけて大量に発生し

ている。  

Kaspersky Lab によると、日本を含む世界 40 カ国で 350 組織が

被害に遭っている。  

NetTraveler は、Microsoft Office の脆弱性を利用し、コンピュー

タに感染。システム内に潜伏し、機密ファイルを盗んだり、キー入力

を記録したりする機能がある。  

 

(イ ) 標的型攻撃メールの特徴 27 

標的型攻撃メールの特徴には次のようなものがある。  

①  送信者名として、実在する信頼できそうな組織名や個人名を詐称  

②  受信者の業務に関係の深い話題や、詐称した送信者が扱っていそ

うな話題  

③  ウイルス対策ソフトを使っていてもウイルスが検知されない場合

                                                   
27 IPA「標的型攻撃／新しいタイプの攻撃の実態と対策」

http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/documents/presentation2.pdf 
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が多い  

④  メールが海外の IP アドレスから発信される場合が多い  

⑤  感染しても、パソコンが重たくなるとか変なメッセージが表示さ

れることは余りない  

⑥  外部の指令サーバー（C&C サーバー）と通信  

⑦  長期間にわたって標的となる組織に送り続けられる（内容は毎回

異なる ) 

以上のように、メール受信者が不信感をいだかないように、色々な「だましの

テクニック」を駆使している  

(ウ ) 標的型メール攻撃の現状と動向 28 

平成 24 年中も前年に引き続き、我が国の政府機関等に対し、情報窃取を企図

したとみられるサイバー攻撃が発生した。現状は次のとおりであった。  

①  平成 24 年中に合計 1,009 件の標的型メールが我が国の民間事業

者等に送付されていた。  

②  標的型メール攻撃に使用された不正プログラム等による通信の接

続先は、約 26％が米国、約 21％が中国、約 20％が日本であった。  

③  最初から標的型メールを送付するのではなく、不正行為に関する

告発や採用希望を装うなどして、業務との関連を装った通常の

メールのやりとりを何通か行い、より自然な状況を装った後に、

標的型メールを送付する「やりとり型」の手口を使用された。  

④  政権交代や尖閣諸島等の国内外の情勢を捉えた標的型メールが複

数の民間事業者等に対して送付された。  

標的型メールに添付された不正プログラムを分析した結果から、添付された不

正プログラム、当該不正プログラムが生成するファイル等、標的型メール攻撃に

関連するあらゆるファイル群のうち約４割を実行形式のファイルが占めており、

標的型メール攻撃において最も多く使用されているファイル形式であることが分

かった。一方で、WORD ファイル、PDF ファイルといった文書ファイルや、ダ

イナミックリンクライブラリと呼ばれるファイル形式も多く見られた。また、不

正プログラムを、一般に用いられることが多い形式のファイルや OS に標準で搭

載されているファイルに紛れ込ませるなど、巧妙に隠ぺいを図ることが多くなっ

てきている。  

サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク等を通じて警察が把握した標

的型メール攻撃の件数は図 10 のとおりである。  

                                                   
28警察庁「平成 24 年中のサイバー攻撃情勢について」

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250228kouhou.pdf  
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図10  サイバーインテリジェンス情報共有ネットワークを通じて警察が把握し

た  

標的型メール攻撃の件数的型メール攻撃件数 29 

 

24 年度中の標的型メール攻撃に使用された不正プログラム等の接続先は図 11 

のとおりである。  

 

図11  標的型メール攻撃に使用された不正プログラム等の接続先 30 

(エ ) 全世界の標的型攻撃の動向 31 

米シマンテックのサイバーセキュリティインテリジェンスマネージャーのポー

ル・ウッド氏は、2012 年 7 月 3 日、国内外における標的型攻撃の現状について、

2011 年に日本国内で確認した標的型攻撃は、1 日平均 1 回であった。ところが

2012 年には、1 日平均 30 件に急増している。2012 年 4 月には、2～3 日間で数

千件の攻撃を受けた企業もあると解説した。ウッド氏によれば、全世界で同社が

                                                   
29警察庁「平成 24 年中のサイバー攻撃情勢について

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250228kouhou.pdf  
30警察庁「平成 24 年中のサイバー攻撃情勢について

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250228kouhou.pdf  
31日経 BPhttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFK03039_T00C12A7000000/?df=2  



 

40 

 

確認した標的型攻撃のうち、日本国内企業を狙った攻撃の割合は、2011 年は全体

の 1.1％だったが 2012 年は全体の 17％に増加。米国、英国に次いで多かった。（図

12 参照）  

 

図12  2012 年上半期における標的型攻撃の地域別割合 32 

イ． 新しいタイプの攻撃（APT）33 

原子力発電所の制御システムを攻撃目標としたスタックスネット（Stuxnet）

の出現は世界に大きな衝撃を与えた。従来の攻撃対象は、情報システムであり、

そのシステム上にある資産や情報等を狙ったものであった。電力や鉄道等のよう

な社会インフラは、制御システムを組み込んで、実現されている。そのため制御

システムを攻撃されると社会インフラが影響を受け、社会全体が影響を受ける可

能性がある。  

                                                   
32 日経

BPhttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFK03039_T00C12A7000000/?df

=2 
33IPA、『新しいタイプの攻撃』に関するレポート

http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/101217report.pdf  
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このように、社会インフラが攻撃者のターゲットになったことに合わせて、防

御側が守るべきシステム範囲も広がり、制御システムの関係者を巻き込んだ体制

も必要となってきている。  

(ア ) APT の事例 34 

●事例 1：Operation Shady RAT （McAfee 社が、2011 年 8 月に公表した資

料）  

これらの不正侵入は、金銭的な対価では無く、企業や政府の機密情報や知

的財産そのものを入手することを目的に実行されるという特徴がある。そし

て過去 5～6 年間に、厳重に保護された国家機密、ソースコード、バグデー

タベース、メールアーカイブ、交渉計画、新規油田・ガス田開発の入札に関

する詳細な調査結果、ドキュメントストア、契約書、SCADA の構成図、設

計図面など、多くのデータが主として欧米の企業から不正に取得されている

のが実態である。  

2006 年から 2010 年までに世界 14 カ国、72 組織が攻撃を受けた。（表  6）  

 

表  6 2006 年から 2010 年までの攻撃対象国  

国  攻撃数  国  攻撃数  

米国  49 インドネシア  1 

カナダ  4 ベトナム  1 

韓国  3 デンマーク  1 

台湾  3 シンガポール  1 

日本  2 香港  1 

スイス  2 ドイツ  1 

英国  2 インド  1 

 

●事例 2：EMC Corporation のセキュリティ事業部門である RSA の SecurID

に関する情報が盗まれたケース  

攻撃手順は次のとおりであった。  

①  従業員宛に標的型攻撃メールを送付  

②  添付ファイルは Excel のゼロデイの脆弱性を狙うウイルス  

③  従業員がクリックして感染し、バックドアを作成される  

④  ネットワーク情報を収集し、更に権限の高いアカウント情報を取

得  

                                                   
34IPA「標的型攻撃／新しいタイプの攻撃の実態と対策」  

http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/documents/presentation2.pdf 
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⑤  収集したアカウント情報を利用し、ターゲットのサーバへ侵入  

⑥  サーバから機密情報（RSA SecurID の製品情報と言われている）

を取得  

⑦  ⑥の情報を外部サーバ（侵入されたホスティング業者のサーバ）

へ送付  

⑧  攻撃者が情報を取得後、外部サーバから痕跡を消去  

また、ロイター通信は、盗まれた情報がロッキード・マーチンへの攻撃に使

われたと報道している。  

 

●事例 3：Google、Yahoo! を狙った攻撃  (Operation Aurora) 

Google、Yahoo!、Symantec、Adobe System など 30 余りの企業を標的

とした攻撃であった。  

ソフトウエア構成管理（SCM; Software Configuration Management）

などの知的財産を詐取することが攻撃者のねらいであったと推測される。  

最終的には、Google の中国撤退騒動など、国際的な問題にまで発展。  

 

●事例 4：イランの原子力施設を狙った攻撃の発生 (Stuxnet) 

原子力施設の制御システムが攻撃のターゲットになったことで世界的に

注目された。  

複数の未知の脆弱性を攻撃対象とした非常に巧妙な攻撃であった。  

ドイツ・シーメンス社の制御装置の動作に異常をきたすことに特化した

ウイルスであった  

(イ ) APT の攻撃手法 35 

APT は、システムへの潜入等の「共通攻撃手法」と情報窃取等の目標に応じた

「個別攻撃手法」から構成される攻撃である。APT は概ね下記のようなステップ

で攻撃が行われる。  

共通攻撃手法から個別攻撃手法へ流れていく。  

●  共通攻撃手法  

①  インターネットや USB メモリーを通じた情報システムへのウイ

ルス感染  

②  システムの脆弱性を利用することによる情報システム環境内部で

ウイルスの拡散  

③  バックドアを作成し、外部の指令サーバー (C&C サーバー )と通信

することにより、ウイルスの増強や新たなウイルスのダウンロー

                                                   
35IPA『新しいタイプの攻撃』に関するレポート

http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/101217report.pdf  
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ドの実行  

※ウイルスの増強やダウンロードは以降④⑤の手順でも実行される可

能性あり。  

●  個別攻撃手法：Stuxnet の場合  

④  原子力システム等を制御する装置が配備してある、制御システム

への侵入  

⑤  制御システム上にある装置に対する攻撃の実行  

APT の脅威は、システム構成や業務などで異なる。「個別攻撃手法」の対象を、

情報システムや制御システムにすることにより、幅広い各種システムが攻撃対象

となり、個別の防御対策は困難である。  

例えば日本において、前述の制御システムは、一般に米国等と比較して、制御

ネットワークが独立・分離されている事に加え、制御システムも今回悪用された

制御システムの製品ベンダーとは異なる事から、直ちに、海外と同様の脅威が発

生するとは限らない。日本における適切な対策を進めるためには、単に技術的な

情報を海外から得るだけでは無く、日本の実情に応じた分析と対策を行う必要が

ある。  

そのためには、「共通攻撃手法」に対する対策を、日本の実情に応じた影響 (ビ

ジネスインパクト )をシステム設計の中で検討し、対策を実施することが重要であ

る。  

また、攻撃者は Windows や Linux に熟知しているだけでなく、制御システム

についての知識も十分持っていると推測される。このような攻撃者に対応するた

めには、防御側でも制御システムを含む幅広い技術者の連携で対応する必要があ

るということも言える。  

(ウ ) 対策と課題 36 

対策と課題としては、次の２点があげられる。  

①  個別攻撃手法の対策と課題  

対策：  個別攻撃（特定のシステムを標的とする）については、制御

システム等はオープンでない環境であり、かつ設計や構成情

報が開示されていない為、組織やシステムの特性に合わせて

対策を行う必要がある。  

課題：  日本国内の実情として、制御システムと情報システムを管理

する機関や部門は別々に存在し、双方で情報が共有できてお

らず、システム全体で対策の立案が難しい状況にある。その

為、汎用的なサイバーセキュリティ対策技術と組織のシステ

                                                   
36 IPA『新しいタイプの攻撃』に関するレポート

http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/101217report.pdf  
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ム構成に特化した対策技術の両者が必要であることから、攻

撃に応じた技術や対応体制の連携が必要である。  

②  共通攻撃手法の対策と課題  

対策：  共通攻撃（システムへの侵入等が目的）の特徴は、対策が行

えない未知（ゼロデイ）の脆弱性が利用されており、ウイル

スのパターンファイルの更新だけでは防げないケースがあ

り、従来の製品ベースの対策だけでは困難な状況にある。し

かし、対策として着目すべき点は、攻撃が第 1 ステップの侵

入、第 2 ステップの複製、第 3 ステップの外部からの指  ら

の指令の受信といったように、多層ステップから構成される

ことである。その為、対策としては、攻撃者との通信を遮断

する為にネットワークレベルでの多層的な防御を行い攻撃

の最終目標まで到達する前にネットワークを介した動きを

封じる必要がある。  

課題：  システム管理者においては、「新しいタイプの攻撃」に関し

たシステム・ネットワーク設計対策要件を具体的かつ、適用

可能な形にしていく必要がある。  

(2) 水飲み場攻撃 37 

2013 年 8 月下旬から 9 月にかけて、日本の中央官庁を狙った大掛かりなサイ

バー攻撃が発生していたことが 2013 年 10 月に分かった 38。今回のサイバー攻撃

は「水飲み場型」と呼ばれる標的型攻撃であった。  

 

ア． 「水飲み場型攻撃（watering hole attack）」とは  

水飲み場に集まる動物を狙う猛獣の攻撃になぞらえ、攻撃対象とするユーザが

普段アクセスする Web サイト（水飲み場）にコンピュータウイルスを埋め込み、

サイトを閲覧しただけでコンピュータウイルスに感染するような罠を仕掛ける攻

撃方法である。巨大なポータルサイトのように不特定多数のユーザが訪問するサ

イトに限らず、特定の関心事や組織・業界などのユーザが訪問する Web サイトも、

攻撃対象ユーザを絞り込むための狩り場として狙われている。  

                                                   
37 警察庁「DoS/DDoS 対策について」

http://www.npa.go.jp/cyberpolice/server/rd_env/pdf/DDoS_Inspection.pdf  
38 ラック、日本でも発生した『水飲み場型攻撃』に対して注意喚起  

http://www.lac.co.jp/news/2013/10/09_press_01.html  
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図13 普段アクセスする Web サイトにコンピュータウイルスを仕掛ける攻

撃  

この攻撃方法は、信頼されている企業や団体の Web サイトに、サイト閲覧者

を攻撃する不正プログラムを埋め込む罠を仕掛けているため、訪問者の油断を誘

い、攻撃を受けるリスクや実際に攻撃を受けたことに気付かせにくくするという

意味で大変深刻なものである。  

この攻撃による被害が国内でも確認されたことで、これまで広く呼び掛けら

れてきた「怪しいサイトには近づかない」というセキュリティ対策では不十分な

ものとなった。  

 

イ． 水飲み場型攻撃の仕組み  

今回確認された水飲み場型攻撃の仕組みは図 14 のとおりである。  

 

図14  水飲み場攻撃の仕組み  

ウ． 確認された「水飲み場型攻撃」の特徴について  
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今回確認された水飲み場型攻撃は、以下の特徴を持っていた。  

・ 攻撃に用いられた「水飲み場」は、大規模なポータルサイトではなかっ

た。  

通常、無差別に大規模なサイバー攻撃を行う場合には、比較的大手の

ポータルサイトなどへのサイト改ざんを行うケースが考えられるが、

今回は閲覧するユーザ層が特定の目的で集まる中規模の Web サイト

が標的となった。ユーザが閲覧するこのような中規模な Web サイトは

大量にあり、また、運営側の改ざん対策が不十分なケースもあること

から、改ざんされたことの判別を難しくさせている。  

・ 特定の IP アドレス範囲からの閲覧者に限定した攻撃（標的型攻撃）が

行われた。  

改ざんされた Web サイトには、特定の IP アドレス範囲やドメインか

らの閲覧者（以下、「攻撃対象者」という。）からアクセスされた場合

にだけ閲覧者に気付かれない形でウイルスを配信し、それ以外のユー

ザからアクセスされた場合にはウイルスを配信しない仕組みが組み込

まれていた。これにより攻撃の発覚を遅らせ、攻撃者が攻撃対象とす

るユーザ層に絞って長期間攻撃を継続する意図があったものと推測さ

れる。  

・ Microsfot Internet Explorer の未知の脆弱性が悪用された。  

本攻撃に用いられたコンピュータウイルスでは、これまでマイクロソ

フト社及びセキュリティ関連企業も確認していない未知の脆弱性が悪

用されていた。そのため、最新のパッチを適用しているコンピュータ

にてアクセスした場合においても、攻撃コードが対象としている

Windows 版 IE のバージョンであれば、攻撃が成功しウイルスに感染

してしまった。  

この様に、未知の脆弱性を悪用し、かつ、標的を絞った攻撃は、これまで海外

での発生は確認されていますが、国内での発生の事例はほとんど確認されていな

かった。  

特定業種、業界の閲覧者のコンピュータを狙い、未知の脆弱性を悪用すること

で不正なプログラムを確実に送り込む手法を使用し、かつ、セキュリティ対策企

業の調査を妨害する機能を実装して発覚を遅らせる手口を用いた今回のサイバー

攻撃は、国内ではまれな攻撃事例と言える。  

 

エ． 対策  

今回のような巧妙で、かつ今までに発見されていない脆弱性を使った攻撃への

対策は以下のとおりである。  
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①  最新のパッチをあて、ふるまい検知型のウイルス対策ソフトを導入す

る  

Windows、ブラウザー、Flash 関連、Java 関連などのソフトは常に最

新版にすること。またウイルス対策ソフトは、データベースにない未

知のウイルスを予防しやすい、ふるまい検知型の機能があるタイプを

選びたい。  

②  管理者は自社サイトが改ざんされていないか確認する。  

ログファイルなどからサイトが改ざんされていないか常にチェックす

ること。ウイルスのダウンロード先の IP アドレス、C＆C サーバ（ウ

イルスあてに命令を出すサーバ）からのアクセスがないか確認する。  

③  改ざんされた場合はその内容も確認する  

改ざんされていた場合、水飲み場型攻撃として利用されていたのかど

うか、内容も詳しく確かめる必要がある。  

水飲み場型攻撃は今後もさらに増える可能性がある。中規模のサイトを運営し

ている企業は十分に警戒する必要がある。  

 

(3) DDoS 攻撃 39 

DDoS(Distributed Denial of Service)という言葉が一般的に認知されたのは、

1999 年後半であり、その後、2000 年 2 月頃に Yahoo、eBay、CNN、E*Trade、

ZDNet 等の有名サイトが次々とサービス不能に陥れられたことにより、DDoS の

脅威が周知の事実となった。  

日本では、2001 年に、歴史教科書検定や小泉首相靖国神社参拝の問題により、

関係機関の WEB サーバが DDoS 攻撃を利用した抗議デモを受けた。  

この DDoS 攻撃とは、インターネットに接続されている多数のシステムを利用

して、そこから攻撃先のサイトに対して大量のトラフィックを送信する攻撃であ

る。言い換えれば、複数箇所から同時に DoS 攻撃を行う手法である。  

DoS 攻撃は、大量のパケットを送信する Flood 攻撃と DoS のセキュリティホー

ルを衝く脆弱性を狙った攻撃に区分される。  

Flood 攻撃は、大量のパケットを送信することにより攻撃先のネットワークデ

バイスやサーバに負荷をかける攻撃であり、DDoS 攻撃でよく利用される。Flood

攻撃には、SYN Flood 攻撃、UDP Flood 攻撃、Ping Flood 攻撃、Smurf 攻撃、

fraggle 攻撃、Connection Flood 攻撃、リロード攻撃などがある。  

脆弱性を狙った攻撃は、メモリーリソースを消費するもの、プロトコルスタッ

クのセキュリティホールに対して攻撃を行うものなど、DoS の脆弱性を狙ったも

                                                   
39 警察庁「DoS/DDoS 対策について」

http://www.npa.go.jp/cyberpolice/server/rd_env/pdf/DDoS_Inspection.pdf  
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のであるが、多量のパケットを送信するものではないため、DDoS 攻撃に使われ

ることは考えにくい。  

DoS 攻撃が、攻撃側と相手側の 1 対 1 で行われるのに対し、DDoS 攻撃は攻撃

側が複数存在し、1 台のサーバを攻撃する。たとえば、1,000 台が 1 台のサーバ

を攻撃する。DDoS の防御が難しい点は、この 1,000 台がどこにあるのか見当が

つかない点である。そのため、真の攻撃者を特定することは非常に難しいことと

なる。また、Flood 攻撃で送信されてくる大量のパケットは、通常のアクセスと

区別できないことが多く、サービスの停止による攻撃の防御が取りにくく、この

ような攻撃に対する対処を困難にしている。  

一方、最近の DDoS 攻撃は、①日常的に発生しており、攻撃件数も増加傾向に

ある。攻撃理由も様々で、何の前触れもなく攻撃されることが多い、②攻撃ツー

ルが一般に公開されていて、容易に入手できるため、誰でも攻撃に参加可能であ

る、③ネットワークへの攻撃は規模が年々増大し、アプリケーションへの攻撃は

効果的な攻撃が多くなってきている。また、これらを組み合わせた複合攻撃が増

えている、傾向にある。  

このように、脅威が高度化・大規模化したことで、その影響範囲も増大してお

り、今や「DDoS 攻撃によって、企業存続の危機にさらされる」こともあり得な

い話ではなくなっている。  

ア． DDoS 攻撃事例  

過去の DDoS 攻撃の年表は 0 のとおりである。  

表  7 DDoS 攻撃年表（2004 年以降） 40 

 年  月  日  DDoS 対象  攻撃元  攻撃理由  結  果  

2004 

 

 

 

 

1.10 

～1.13 

多数の有名

サイト  

韓国  

インターネッ

トユーザ  

竹島切手発

売に対する

抗議  

 

２ちゃんねる、楽

天、 infoseek、

geocities、

aaacafe などの

サーバが断続的

にアクセス不能   

 

 

 

9.3 ～  

2005.1 

 

靖国神社の

Web サイト  

中国  靖国問題に

よる靖国神

社への反発  

4 ヶ月間断続的

に攻撃を受け続

ける。9 月 21 日

にはメールサー

バーが使用不能  

                                                   
40 scan.netsecurity「DDoS 攻撃年表」  

http://scan.netsecurity.ne.jp/feature/ddos-chronology/ 
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2005  

 

 

2.23 

～2.24 

 

日本の官公

庁 Web サ

イト  

中国鉄血連盟  尖閣諸島灯

台接収問題

に対する抗

議  

首相官邸と内閣

官房のホーム

ページへ断続的

に続き、一時アク

セス不能  

2006 

 

 

6.18 

～6.19 

 

２ちゃんね

る  

不明  不明  8 日午後 8 時半ご

ろから断続的に

接続障害が発生

しはじめ、19 日

午前 1 時から夜

にかけて大規模

な接続障害が発

生  

 

 

 

9.22 日本銀行

Web サイト   

海外から複数  不明  一時 Web サイト

へのアクセス不

能  

2007 

 

2.20 

～3.6 

 

ニコニコ動

画 (β ) 

不明  不明  23 日にサービス

を停止し、新サー

ビスニコニコ動

画（γ）へ移行  

2008 

 

12.14 

 

２ちゃんね

る  

韓国  フィギュア

スケートグ

ランプリ

ファイナル

で日本の浅

田真央が韓

国のキム・ヨ

ナをくだし

て優勝した

腹いせ  

一時 Web サイ

トへのアクセス

不能  
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2010 

 

3.1 

～3.4 

 

２ちゃんね

る  

VANK ２ちゃんね

るにバン

クーバー五

輪でのキ

ム・ヨナに対

する採点へ

の疑義や、ロ

シアでの韓

国人留学生

襲撃事件に

対する賛美

の書き込み

があること

への報復  

多数の板が攻撃

を受け続けアク

セス不能になる

が、2 日には攻撃

元からのアクセ

スを遮断しほぼ

復旧  

 9.17 

 

警察庁の

Web サイト  

中国紅客連盟  尖閣諸島問

題を発端に、

満州事変発

端となった

柳条湖事件

から 79 年に

あたる 18 日

まで日本政

府機関など

のサイトを

攻撃  

 約 3 時間 Web

サイトへアクセ

ス不能、またはア

クセスしづらい

状態が続く  

 

 

4.3  

～4.9 

 

プレイス

テーション

関連の複数

の Web サ

イト  

LulzSec/Anon

ymous/

（OpSony）  

PS3 のハッ

キングに成

功した

George Hotz

氏などに対

しソニーが

訴訟を起こ

したことに

対する抗議  

3 日から 4 日に

かけて複数の

Web サイトへの

アクセスが断続

的に不能  
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 7.10 

～7.11 

 

警察庁の

Web サイト  

中国紅客連盟  7 月 4 日の尖

閣諸島にお

ける航空自

衛隊の中国

偵察機に対

する緊急発

進に対する

抗議  

一時 Web サイト

へのアクセス不

能（事例 2）  

 9.12 

～9.18 

 

日本の政府

機関や民間

企業の Web

サイト  

中国大手

チャットサイ

ト等での呼び

かけ  

柳条湖事件

が発生した

日に合わせ

ての攻撃  

9 月 17 日～18 日

にかけて断続的

に人事院 Web サ

イトや内閣府の

ストリーミング

配信等のサイト

へアクセスしづ

らい状態  

2012 6.26 

～6.29 

 

違法ダウン

ロードの刑

事罰化に関

係した政府

や団体の

Web サイト  

Anonymous

（OpJapan）  

6 月 20 日に

可決した違

法ダウン

ロードへの

刑事罰導入

を盛り込ん

だ著作権法

改正への抗

議  

26 日、裁判所

Web サイトが約

50 分間、自民党、

民主党の Web サ

イトが一時アク

セス不能。29 日

JASRAC、経団連

の Web サイトが

一時ダウン（事例

1）  

 9.11 

～9.19 

 

総務省統計

局、政府イ

ンターネッ

トテレビ、

日本航空な

どの Web

サイト  

四川省のハッ

カー  

柳条湖事件

の日に合わ

せての反日

デモ  

 

総務省統計局、政

府インターネッ

トテレビなど、少

なくとも 11 の

Web サイトが一

定時間、閲覧が困

難  
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イ． 具体的な攻撃態様 41 

●事例 1：国際ハッカー集団「アノニマス」によるとみられるサイバー攻撃事  

 案  

2012 年（平成 24 年）6 月、国際ハッカー集団「アノニマス」を名乗る者

が、同月 20 日に改正著作権法が成立したことを受け、海外のウェブサイ

ト上で、我が国の政府機関等に対するサイバー攻撃を示唆する書き込みを

行った。  

当該ウェブサイトで示されたチャットページにおいて、日本へのサイ

バー攻撃に関するやり取りが行われ、その後、関連が疑われる被害が発生。 

財務省や国土交通省等の関連機関のウェブサイト改ざん事案では、いず

れも、「大飯原発再稼働断固反対」、「WE ARE ANONYMOUS」等の内容が

表示されるよう改ざんされた。また、裁判所や日本音楽著作権協会等の

ウェブサイトでは、アクセス集中により閲覧が一時的に困難となった。  

ウェブサイト改ざん事案の捜査を通じて把握した IP アドレスを分析した

結果、全て海外所在（約 52％が欧州諸国、約 22％がオーストラリア及び

米国）であった。  

●事例 2：尖閣諸島をめぐる情勢等と関連したとみられるサイバー攻撃事案  

2010 年（平成 22）年 9 月に尖閣諸島周辺で発生した中国漁船による公務

執行妨害事件発生以降、近年、満州事変（柳条湖事件）の日である 9 月 18

日付近に我が国に対するサイバー攻撃事案が発生。平成 24 年は、9 月 11

日の我が国政府による尖閣諸島国有化以降、中国各地で連日、反日デモが

発生。  

こうした情勢の中、9 月、中国のハッカー集団「中国紅客連盟」の掲示板

等において、攻撃対象として日本の行政機関や重要インフラ事業者等が掲

示されたほか、中国の大手チャットサイト「YY チャット」等では、最大

４千人が参加し、攻撃予告や攻撃ツール等に関する書き込みがなされた。 

約 300 の日本の組織が攻撃対象として掲示され、そのうち、総務省統計

局、政府インターネットテレビ等のウェブサイトの閲覧が一時的に困難と

なった。また、裁判所等のウェブサイトが、中国の国旗等の画像や尖閣諸

島は中国のものである旨の文章等が表示されるよう改ざんされた。  

ウェブサイト改ざん事案の捜査を通じて把握した IP アドレスを分析した

結果、全て海外所在（約 94％が中国）のものであった。  

                                                   
41警察庁・警備企画課・情報技術解析課「平成 24 年中のサイバー攻撃情勢に

ついて」http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250228kouhou.pdf  
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●事例 3：地方自治体等が開設した「フォーム」等への大量送信事案（本事例

は上記年表に記載されていない。）  

2012 年（平成 24 年）6 月から 7 月にかけて、県庁を始めとする 11 府県

13 の重要インフラ事業者等（地方自治体 8、ガス 2、鉄道 2、空港 1）の

ウェブサイトに対し、大量のデータが送信された。  

ウェブサイトで問合せや意見等を受け付けるために開設している

「フォーム」 42に、空白や数字等の意味のない内容が、短時間に大量に送

信されたり、当該事案と同じ IP アドレスからウェブサイトに大量のアク

セスが行われたりした。  

捜査を通じて把握した IP アドレスを分析した結果、全て海外所在（約

50％が韓国、約 42％が中国）のものであった。  

なお、関連は不明であるが、2013 年（平成 25 年）１月にも、３つの地

方自治体のウェブサイトに対し、同種の大量送信がなされる事案が発生し

た。  

ウ． DDoS 攻撃等の現状と動向 43 

DDoS 攻撃は、以前からサイバー犯罪者による代表的な攻撃手法の 1 つとして

知られてきたが、近年、改めて DDoS 攻撃の脅威がクローズアップされている。 

その理由の一つが、ピーク時には 100Gbps に達するような数十 Gbps クラスの

高帯域幅の DDoS 攻撃の増加、及び高帯域幅攻撃とアプリケーション層への攻撃

の要素を組み合わせた複合的な DDoS 攻撃の増加である。こうした DDoS 攻撃の

大規模化・複雑化に対して従来のセキュリティ対策ツールでは防御しきれない

ケースも見受けられ、企業・組織にはより高度な対策が求められることになる。  

また、近年では DDoS 攻撃の目的や対象も拡大し始めている。これまでの DDoS

攻撃は営利目的が中心であった。中でも一部の業界は他の業界より DDoS 攻撃の

対象となるリスクが高く、ターゲットになりやすい産業分野として、オンライン・

ゲームやギャンブル、サービス業全般、運輸業などが挙げられていた。これらの

業界に対する攻撃は平均 1.2 日間続くとの調査結果もあり、「DDoS 攻撃をやめて

ほしければ 100 万円払え」とオンライン・ゲーム事業者を脅迫した事件では、1

週間にわたる攻撃が行われたという。  

DDoS 攻撃が企業・組織にもたらす影響は多岐にわたる。DDoS 攻撃による被

害は、攻撃が直接的に引き起こす「一次的被害」と、攻撃の影響から派生し間接

的に発生する「二次的被害」に大別することができる。まず直接的な被害には、

                                                   

42 「フォーム」：問合せや意見等を受け付けるため、ウェブサイト管理者が選定した項目の

ボックスに閲覧者が情報を入力・選択できるようになっているページ  

43 コンピュータワールド、Deep Dive 著「企業経営に危機をもたらす DDoS 攻撃新の対策

法とは？http://www.computerworld.jp/topics/563/206174 



 

54 

 

DDoS 攻撃によって「金銭的な支出が発生すること」、「サービスの停止によって

本来得られるはずだった売上が損なわれること」の 2 つがある。前者は、攻撃を

受けたことによって破壊された情報資産、システムの復旧に要するコスト等が挙

げられる。さらに詳しく見ていくと、ハードウェア、アプリケーションの修復と

いったシステム自体のコストだけでなく、復旧にあたった従業員の人件費、さら

にはシステムベンダー、セキュリティベンダーなど外注費用も含まれることにな

る。後者は、攻撃を受け復旧するまでの間に損なわれた売上が該当する。システ

ムが完全に停止してしまった場合、あるいはシステムの完全停止を免れたとして

も、インターネット、Web サービスにその売上の多くを依存している企業にとっ

ては、大打撃を被ることは言うまでもないだろう。そして二次被害には、サービ

スの停止やユーザビリティの低下に伴う、「企業やサービス品質に関する風評被害」

などもある。企業やサービスに対する信頼の低下は、売上減や顧客減、ひいては

ブランド価値の低下をもたらす。このように DDoS 攻撃は企業に対し、多岐にわ

たって甚大な被害をもたらす。近年、さらに脅威が高度化・大規模化したことで、

その影響範囲も増大しており、今や「DDoS 攻撃によって、企業存続の危機にさ

らされる」こともあり得ない話ではなくなっている。  

(4) リモートデスクトップを狙った攻撃 44 

昨今、離れた場所にあるコンピュータを管理するためなど、ネットワークを介

してコンピュータを遠隔制御する場面が多く見られるようになってきた。このよ

うな場合に使用されるソフトウエアは、リモートコントロールソフトやリモート

デスクトップなどと呼ばれ複数存在する。リモートコントロールソフト等により、

遠隔地から管理できるという利便性が向上する反面、これらのソフトウエアや設

定のぜい弱性を狙った攻撃は、年々増加する傾向にある。特に、Windows のリ

モートデスクトップ（RDP）で利用される 3389/TCP に対するアクセスは、平成

23 年からのアクセス件数の推移を見ると、徐々に増加してきていることが分か

る。（図 15 参照）  

 

                                                   
44 警察庁「情報技術解析平成 24 年報」

http://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/H24_nenpo.pdf  



 

55 

 

 

図15  宛先ポート 3389/TCP に対するアクセス件数の推移  

 

平成 24 年における 3389/TCP に対する検知件数は、一日・1IP アドレス当た

り 15.6 

件でした。この数は、定点観測システムのセンサーに対するアクセスを計上し

たものであり、リモートデスクトップの機能が有効になっている場合等には、こ

の数以上の執拗な攻撃が継続して行われることが予想される。  

このリモートデスクトップを狙った攻撃は今後も継続すると考えられる。  

(5) インサイダー攻撃（内部者攻撃）45 

内部者攻撃（インサイダー攻撃）については国内のデータがないので、本項で

は、米国カーネギーメロン大学のコンピュータ緊急対応センター（以下、US CERT）

が作成した「インサイダー脅威の防止･探知のための共通ガイド第３版（Common 

Sense Guide to Prevention and Detection of Insider Threats 3rd Edition – 

Version 3.1）」（2009 年 1 月）のデータを使用する。このデータは、2003 年から

2007 年に米国で発生した約 100 件の実例の分析結果に基づくものである。（なお、

本ガイドは当協会で翻訳され既に公表されている。）  

本ガイドは、インサイダー脅威の範囲は、従業員又は元従業員からもたらされ

るという伝統的な脅威を越えて拡大している、として次の 5 つの事項を取り上げ

ている。  

●  部外者との共謀  

                                                   
45 BSK 第 21－7 号「インサイダー脅威の防止・探知のための共通ガイド第 3 版」  
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インサイダー脅威は組織の境界を超えて拡大した。金銭的利益のために情

報を窃取又は改ざんしたインサイダーの半数は、実際に犯罪組織、外国組織、

又外国政府を含む部外者によって勧誘された。  

●  ビジネス・パートナー  

最近の傾向は、組織の従業員でなく、組織のネットワーク、システム、及

びデータへのアクセスを与えられている信頼されたビジネス・パートナーの

従業員によって行われたインサイダー犯罪が増加している。  

●  合併と買収  

他の組織によって買収された組織におけるインサイダー脅威のリスクが

高い。従業員がストレスと不確実な組織の雰囲気に耐えている状態にあるの

で、組織が買収側や被買収側双方におけるインサイダー脅威の増加を認識す

ることは重要である。  

●  文化的相違  

文化的な問題が従業員（米国外で育てられたか、あるいは長い期間を米国

外で過ごした人々）の行動に影響を及ぼすことを理解することは重要である。 

●  米国外の問題  

米国外において支店を運営している米国企業は、従業員の行動に影響する

文化的な違いや他国の法律や政策の違いを理解しなければならない。  

ア． インサイダー犯罪の種類  

インサイダー犯罪は、IT サボタージュ、金銭的利益のための窃盗又は改ざん、

ビジネス上の利益のための窃盗又は改ざん、及びその他の 4 種類に分類される。 

●  IT サボタージュ  

現もしくは元従業員、契約者、又はビジネス・パートナーが、特

定の個人、組織、又は組織のデータ、システム及び／もしくは日常

の業務遂行を害するために、ネットワーク、システム、又はデータ

への許可されたアクセスレベルを意図的に超えた又は悪用した事

例。  

●  金銭的利益のための窃盗又は改ざん  

現もしくは元従業員、契約者、又はビジネス・パートナーが、経

済 的 利 益 の た め に 、 組 織 の 機 密 又 は 専 有 情 報 （ proprietary 

information：企業が知的所有権を有する情報）を窃取又は改ざんす

る意図をもって、ネットワーク、システム、又はデータへの許可さ

れたアクセスレベルを故意に超えた又は悪用した事例。  

●  ビジネス上の利益のための窃盗又は改ざん  

現もしくは元従業員、契約社員、又はビジネス・パートナーが、

ビジネス上の利益のためにそれを使用する意思もって、組織の機密
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又は専有情報を窃取又は改ざんする意図をもって、ネットワーク、

システム、又はデータへの許可されたアクセスレベルを故意に超え

た又は悪用した事例。  

●  その他  

現もしくは元従業員、契約社員、又はビジネス・パートナーが、

経済的利益以外又はビジネス上の利益以外の動機により、組織の機

密又は専有情報を窃取する意図をもって、ネットワーク、システム、

又はデータへの許可されたアクセスレベルを故意に越えた又は悪用

した事例。  

 

イ． インサイダー事例の種類別内訳  

幾つかの事例は複数の種類に分類される。例えば、一部のインサイダーは、

彼らの雇用主のシステムに対して IT サボタージュ行為を行い、そして、金銭

と引き換えにシステムの回復だけを支援すると申し出て、彼らから金銭をゆす

り取ろうとした。この様な事例は、「IT サボタージュ」と「経金銭的利益のた

めの窃盗又は改ざん」の両方に分類されている。190 件のうち４件が、「金銭

的利益のための窃盗又は改ざん」と「 IT サボタージュ」に分類された。もう

一つの事例には、他の仕事に就く前に、顧客データベースと販売パンフレット

を組織からコピーした営業担当副社長が関係していた。この事例は、「ビジネ

ス上の利益のための情報の窃盗」と「 IT サボタージュ」に分類された。最後

に、三つの事例が「IT サボタージュ」と「その他のための窃盗」に分類され

た。調査した 190 件のインサーダー事例の種類別内訳は図 16 のとおりである。 

 

図16  インサイダー脅威事例の内訳  
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ウ． 重要なインフラストラクチャー分野別の種類別事例数  

図 17 は、重要なインフラストラクチャー分野別の犯罪種類別事例数である。

分野別違いに着目すると興味深い。例えば、「金銭的利益のための情報の窃盗」

が銀行・金融分野で最も卓越していることは驚くことでない。しかし、政府分

野の「金銭的利益のための情報の窃盗」が二番目で、情報技術・電気通信分野

が三番目であることは少々予想外であるかもしれない。他方、「ビジネス上の

利益のための情報の窃盗」では、情報技術・電気通信分野に非常に集中し、二

番目は銀行･金融分野である。化学・有害物質分野と防衛産業基盤分野は「ビ

ジネス上の利益のための情報の窃盗」を経験したその他のたった 2 つの分野

である。  

IT 分野の「IT サボタージュ」の事例数はとても際立っている。「IT サボター

ジュ」攻撃の数では政府分野が二番目である。「IT サボタージュ」攻撃を受け

なかった２つの分野は化学・有害物質分野と緊急サービス分野であったことに

注目すべきである。この２つの分野を除いたその他の分野は、少なくとも一回

は攻撃を経験している。  

  

 

図17  重要インフラ別の各種類の内訳  

 

エ． インサイダー犯罪の種類別の概要  
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 表  8 は、「IT サボタージュ」、「金銭的利益のための窃盗又は改ざん」、「ビ

ジネス上の利益のための窃盗又は改ざん」の 3 つのインサイダー犯罪の概要

（役職、性別、犯罪時間等）を示している。  

インサイダーによるサボタージュの潜在的脅威は、否定的な仕事関係の事象

の後に、不満を持った技術スタッフによってもたらされる。これらのインサイ

ダーは単独で行動する傾向がある。否定的な事象の後で、同僚もまた不満を持

つかも知れないが、彼らのほとんどは状況を受け入れ不満を解消するようにな

る。実際に犯罪を働くための技術的行為に先行して、観察可能な行動上の前兆

が現われた時点で、IT サボタージュの可能性が考慮されなければならない。  

「金銭的利益のための情報の窃盗又は改ざん」及び「ビジネス上の利益のた

めに情報窃盗」に関連するデータは、組織は、全ての従業員に対してある程度

の注意を働かせる必要があることを示唆している。現従業員は、実際にどんな

配置に就いていても、これらのタイプの犯罪をはたらくために合法的なシステ

ムへのアクセスを使用した。  

また、「金銭的な利益のための窃盗又は改ざん」においては、部外者（主と

して盗んだ情報を市場で売買するか、あるいはその改ざんから利益を得る）及

びインサイダー（主として窃盗又は改ざんを容易にする）両者の高度な共謀が

あった。「ビジネス上の利益のための窃盗」では、共謀はあまり一般的ではな

かったが、それでも相当数あった。「金銭的利益のための犯罪」は、「ビジネス

上の犯罪」よりも、部外者によって主導される傾向が強い。  

特筆すべきは、ビジネス上の利益のために情報を窃取した従業員の 95％は、

窃盗行為の前又は後で退職しているという事実である。従って、組織がこの種

（退職するという）の情報を公式にそれとも噂として知った時は、特別の注意

が払われなければならない。信頼と注意のバランスが、組織の方針、行動基準、

及び技術的方法の中に考慮されていなければならない。  

 

表  8 インサイダー行為の種類別比較の概要  

 IT サボタージュ  

 

金銭的利益のための

窃盗又は改ざん  

ビジネス上の利益の

ための情報の窃盗  

US CERT

事例デ－タ

ベースにお

ける割合

（％）  

 

４５％  

 

４４％  

 

１４％  
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職の種類  

 

技術職（例：シス

テム・アドミニス

トレーター又は

データベース・ア

ドミニストレー

ター）  

非技術職、機密又は

機微情報へのアクセ

スができる低レベル

の職（例：デ－タ入

力、顧客サービス）  

技術職（７１％）  

科学者、  

プログラマー、  

エンジニア  

営業（２９％）  

性別  

 

 

男性  男性(50%) 

女性(50%) 

男性  

標的  

 

ネットワーク、シ

ステム、又はデー

タ  

個人情報（PII）又は

顧客情報  

知的所有権（企業秘

密）（７１％）  

顧客情報（３３％）46 

使用された

アクセス  

無 許 可 の ア ク セ

ス  

許可されたアクセス  許可されたアクセス  

何時  

 

通 常 の 勤 務 時 間

外  

通常の勤務時間内  通常の勤務時間内  

何処  リモート・アクセ

ス  

職場  職場  

部外者から

の勧誘  

なし  窃盗事例では半数が

勧誘され、改ざん事

例では３分の１以下

が勧誘された。  

4 分の１以下が勧誘

された。  

共謀  なし  改ざん事例ではほぼ

半数が別のインサイ

ダーと共謀し、窃盗

事例では 3 分の２が

部外者と共謀した。  

ほぼ半数が少なくて

も １ 人 の イ ン サ イ

ダーと共謀し、半数

は単独であった。  

 

  

                                                   

46 一部のインサイダーは、一つ以上の種類の情報を窃取した。  
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第2章  各国における対策  

 

1. 全般47 

サイバー攻撃の高度化・多様化に伴うサイバー空間における脅威が高まる中、

諸外国において、情報セキュリティに対する戦略的な取組が強化されている。米

国においては 2011 年 5 月にサイバースペースの国際戦略を発表しており、米国

及び国際的な安全保障上、経済上の新たな課題を認識すること、基本的自由権、

プライバシー権、そして情報の自由な流通という基本原則を維持することなどが

基本方針として示されている。また、達成すべき目標として  ①  開放性及び共同

利用性の確保、②  安全で信頼できること、③  適切な規範に基づいたサイバース

ペースの確立を掲げるとともに、将来に向けた取組として、①  各国等との協調を

通じた外交、②  テロリスト、犯罪者、国家等の脅威に対する阻止及び抑止による

防衛、③  繁栄と安全を両立させたサイバースペースの発展を支えるための施策が

重要であるとしている。  

他方、英国においても 2011 年 11 月に、新たなサイバーセキュリティ戦略を

発表しており、インターネットが社会経済上欠くことのできない革新的な技術で

あると同時に、考慮しなければならない安全保障上の課題を明らかにした上で、

サイバースペースにおける国家安全保障と繁栄を強化するため、適切な法に基づ

く公平性や透明性を 2015 年までに確保するというビジョンを発表している。こ

のビジョンの下、英国政府が取り組むべき施策として  ①  サイバー犯罪対策、②  

サイバー攻撃に対する回復力（レジリエンス）の強化、③  開放性、安定性、そし

て活力あるサイバースペースの構築、④  最新の知見の共有と能力向上を掲げてい

る。  

また、こうした各国の取組だけではなく、サイバー空間のメリットを享受しつ

つ国境を越えたサイバー空間における各種脅威に対処するための国際的な規範作

りに向けた議論が進んでいる。国連では 2010 年 12 月、国家の ICT 利用に関す

る規範等について議論すべきことや 2012-13 年に「国際安全保障分野における情

報及び電気通信分野の進歩」に関する政府専門家会合（国連サイバーGGE7）を

開催することなどが決議された。これを受け、2011 年 12 月の決議では、同専

門家会合において、前記規範等について議論されることが明確化された。  

また、2011 年 5 月の G8 ドーヴィル・サミットでは首脳宣言においてインター

ネットがとりあげられた。さらに、同年 12 月に OECD8 においてインターネッ

ト政策原則に関する勧告が採択された。こうした取組に加え、同年 11 月にはサ

                                                   

47官邸「情報セキュリティ 2012」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai57/sankou4.pdf  

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai57/sankou4.pdf
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イバー空間に関するロンドン会議が開催されるなど、世界的な国際連携の必要性

が認識されたところである。  

我が国においても、2011 年度はロンドン会議への参画、二国間・多国間の枠

組等を通じ国際連携を進めてきたところであるが、2012 年４月に発出された日

英共同声明や同月に実施された日米首脳会談においてサイバー問題に関する二国

間の連携を深化させる必要性について一致したこと等も受け、より一層の二国

間・多国間連携を強化していくことが重要である。  

 

2. 各国の取り組み  

 

本項において、調査した諸外国のサイバーセキュリティ政策又は戦略の一覧

表は表  9 のとおりである。なお、この表は、各国のサイバーセキュリティ政策

の経緯を示している。  

表  9 調査したサイバーセキュリティ政策等の一覧表  

米国  

 

・「サイバー空間政策の再検討：信頼性かつ弾力性のある情報通

信の社会基盤の確保に向けて（Cyberspace Policy Review – 

Assuring a Trusted and Resilient Information and 

Communication Infrastructure）」（2009 年）  

・「サイバー空間のための国際戦略―ネットワーク化された世界

の繁栄、セキュリティ、及び公開性（ INTERNATIONAL 

STRATEGY FOR CYBERSPACE－Prosperity、Security、and 

Openness in a Networked World）（2011 年）  

・行政命令「重要インフラのサイバーセキュリティの改善

（Improving Critical Infrastructure Cybersecurity）」（2013

年 2 月）  

英国  

 

・「情報保証技術プログラム（Information Assurance Technical 

Programme：IATP) （20004 年）  

・「 国 家 情 報 保 証 戦 略 （ National Information Assurance 

Strategy）」（2007 年）  

・「英国のサイバーセキュリティ戦略（Cyber Security Strategy 

of the United Kingdom）（2009 年）  

・「英国サイバーセキュリティ戦略：デジタル世界における英国

の保護・促進（UK Cyber Security Strategy；Protecting and 

promoting the UK in a digital world）」  （2011 年）  

フランス  ・「国防・安全保障白書（French White Paper on Defence And 
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National Security）」（2008 年）  

・「サイバーセキュリティ戦略  （Information Systems defence 

and security）」（2011 年）  

ドイツ  

 

・「連邦情報技術強化法（ Act tostrengthen the Security of 

Federal Information Technology）」（通称 BSI 強化法）（2009

年）  

・「 2009 年のドイツの IT セキュリティ状況（  IT Security 

Situation in Germany in 2009）」（2009 年）  

・「国家サイバーセキュリティ戦略（Cyber Security Strategy for 

Germany）」（2011 年）  

 

(1) 米国  

 本項ではオバマ大統領就任以降のサイバーセキュリティ戦略と重要インフラ

防護における民間企業の情報連携について述べる。  

ア． オバマ大統領就任以降のサイバーセキュリティ戦略  

2009 年 1 月 20 日に大統領に就任したオバマ大統領は、選挙戦当時から、サイ

バーセキュリティを連邦政府のトッププライオリティと位置付け、大統領に直接

報告する立場で、各省庁の取り組みを調整し、国家のサイバー政策を立案する権

限を有する「国家サイバー顧問（National Cyber Adviser）」を設置することなど

を公約としていた。このため、政権発足直後の、2 月 9 日、連邦政府内のサイバー

セキュリティについて 60 日間のレビューを行うことを発表した。そして５月に

は、60 日間のレビュー結果に基づくサイバーセキュリティ強化策の枠組をまとめ

た報告書「サイバー空間政策の再検討：信頼性かつ弾力性のある情報通信の社会

基盤の確保に向けて（Cyberspace Policy Review – Assuring a Trusted and 

Resilient Information and Communication Infrastructure）」48を発表した。こ

の報告書の「要旨」の中で、次のような認識が表明されている。  

①  国家は岐路に立っている。：サイバーセキュリティ上のリスクは、21 世

紀の経済及び国家安全保障上の重要な挑戦となる。 

②  現状はもはや許容できない。：サイバーセキュリティに対する連邦政府の

リーダーシップと責任が強化されなければならない。リーダーシップの地

位をホワイトハウスに引き上げかつ固定する。 

③  サイバーセキュリティに関する国民的対話を今日にも開始しなければな

                                                   

48 THE WHITE HOUSE - 「Cyberspace Policy Review – Assuring a Trusted and 

Resilient Information and Communications Infrastructure」  

http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf ) 
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らない。：1957 年 10 月のスプートニック衛星の打上げ後の時期と同じよ

うに、米国は数学と科学技術に依存する国際的な競争の渦中にいる。世界

のリーダーとしての地位を維持するために必要な人材を養成しなければ

ならない。 

④  米国が孤立して実行するならば、サイバー空間の安全を確保することは出

来ない。：連邦政府は民間セクターや多くの課題について同じ考えを持っ

た国々とのパートナーシップを強化しなければならない。 

⑤  連邦政府は、サイバーインシデント又はサイバー事故から国家・国民を守

るという役割を委任することも放棄することもできない。：連邦政府は、

国を保護・防衛する責任を有し、全てのレベルの政府機関は、国民の安全

と福祉を確保する責任を有している。 

⑥  民間セクターと連携することにより、次世代インフラの性能とセキュリ

ティの目標が定義される。：連邦政府は、民間や学界とのパートナーシッ

プを通して、調整された国家情報通信インフラの目標を明確にする必要が

ある。 

⑦  ホワイトハウスは、将来に向かって先導しなければならない。：過去 15

年にわたるサイバーセキュリティへの国家の取り組みが、脅威の進展に追

いつかなかった。我々は、米国がサイバーセキュリティに関連した課題、

政策、及び活動に真剣に取り組むことを証明する必要がある。これには、

国全体の強さ・アドバイス・アイディアを駆使するホワイトハウスのリー

ダーシップが必要である。 

以上の認識の下に、本報告書の中で、サイバーセキュリティ強化のための短期

的及び中期的行動計画が示された。その内容はそれぞれ表  10、表  11 のとおりで

ある。  

 

表  10 短期的行動計画  

1．  国家のサイバーセキュリティ政策及び活動の調整に責任を有するサイバー

セキュリティ政策担当官を指名する。当該担当者の下に省庁間のサイバーセ

キュリティ関連の戦略及び政策を調整する強力な統括部門（directorate）を

国家安全保障会議（NSC）に設置する。当該担当官は、国家安全保障会議

（NSC）と国家経済会議（NSE）のスタッフを兼務する。  

2．  大統領の承認を得るために、情報通信インフラの安全を確保するための最新

の国家戦略を準備する。この戦略は、包括的国家サイバーセキュリティイニ

シアティブ（Comprehensive National Cyber Security Initiative ：CNCI）

に基づく活動の評価とその成功を反映したものでなければない。  
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3．  サイバーセキュリティを、大統領の主要なマネジメント優先事項の一つに指

定するとともに、業績評価指標（performance metrics）を策定する。  

4．  国家安全保障会議（NSC）内のサイバーセキュリティ統括部門に、プライバ

シー・人権担当官を指名する。  

5．  政策作成間に特定されたサイバーセキュリティ関連の優先課題に関わる省

庁横断的な法的分析を実施し、そして連邦政府全体のサイバーセキュリティ

関連の活動に係わる役割、責任、機関の権限の適用を明確 にする政策指針

を作成するために適切な省庁間メカニズムを構築する。  

6．  サイバーセキュリティを促進するために国民の認識・啓蒙教育キャンペーン

（national public awareness and education campaign）を開始する。  

7．  国際的なサイバーセキュリティ政策枠組における米国の立場を展開し、サイ

バーセキュリティに関連した一連の活動、政策、機会へ取り組むためのイニ

シアチブを創出するために、国際的なパートナーシップを強化する。  

8．  サイバーセキュリティ・インシデント対応計画を準備する。官民の貢献と取

り組みを最適化する合理化、提携、及び資源提供という観点から官民パート

ナーシップの強化を図るための対話を開始する。  

9．  大統領府の他の部署と連携して、サイバーセキュリティに係る研究開発戦略

の枠組を策定する。その戦略は、保全性、信頼性、弾力性、及び信用性のあ

るデジタルインフラを強化する可能性のある市場の流れを変えるような技

術に焦点を合わせたものでなければならない。また、ツールの開発、理論の

検証、及び実用的な解決策の特定を容易にするために研究コミュニティに対

してイベントデータへのアクセス権を与える。  

10．サイバーセキュリティ基盤の ID 管理に係わる展望と戦略を構築する。その

戦略は、プライバシーと人権の保護に取り組み、そして国民のためにプライ

バシーを強化する技術を活用したものでなければならない。  

 

表  11 中期的行動計画  

1．  法律の解釈及びサイバー活動のための政策と権限の適用に関する省庁間の意

見の相違を解決するプロセスを改善する。  

2．  各省庁がサイバーセキュリティのゴールを追求する際に、実績に基づく予算

編成を行なうことを確実にするために行政管理予算局（OMB）のプログラム

評価フレームワークを使用する。  

3．  情報時化時代の中で経済競争する国家の継続した能力を確実にするために、

鍵となる教育プログラムと研究・開発に対する支援を拡大する。  
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2009 年 12 月 28 日には、オバマ政権のサイバー政策の中核となるホワイトハ

ウスサイバーセキュリティ調整官（Cyber Security Coordinator）にハワード・

シュミット氏（Howard Schmidt）が任命された。これにより、短期的行動計画

の第 1 項が実現された。  

2011 年 5 月、ホワイトハウスは、「サイバー空間のための国際戦略―ネットワー

ク 化 さ れ た 世 界 の 繁 栄 、 セ キ ュ リ テ ィ 、 及 び 公 開 性 （ INTERNATIONAL 

STRATEGY FOR CYBERSPACE－Prosperity、Security、and Openness in a 

4．  連邦政府の中にサイバーセキュリティ専門知識を有した要員を引きつけ、そ

の知識を保持することを含む労働力を拡大・教育するための戦略を策定する。 

5．  戦略的な警告を得るために、状況認識を維持し、そしてインシデント対応部

門に通報する最も効率的で効果的メカニズムを決定する。  

6．  危機管理における意思決定、回復計画の立案、及び研究・開発の優先順位の

付与に使うことができる脅威シナリオと評価基準のセットを策定する。  

7．  サイバーインシデントの防止、検知、対応を援助するための政府と民間セク

ターの間のプロセスを策定する。  

8．  プライバシーと専有情報（proprietary information）に対する懸念に対処し、

情報共有をお互いに有益にするサイバーセキュリティ関連の情報共有のため

の仕組みを策定する。  

9．  ネットワークの中立性を確保しながら、天災、危機、又は紛争の時の緊急通

信能力の確保策を策定する。  

10．主要な同盟国とネットワークインシデントと脆弱性に関する情報の共有を拡

大する。そして、人権とプライバシーを保護しながら経済とセキュリティ上

の利益を高める二国間又は多国間の取り決めを追求する。  

11．研究・技術開発における新しいアイデアを迅速に適用するための伝達経路と

奨励策を開発するために学界と企業の研究所との連携を促進する。  

12．国の規格機関及び国際的規格機関のためのゴールを定めるために、インフラ

目標と研究・開発枠組を使用する。  

13．高価値の活動（例えば、スマートグリッド）のために、オンライン取引の信

用を構築し、プライバシーを強化するために相互利用可能な ID 管理システム

のオプトイン式相互認証管理システムを実装する。  

14．安全で弾力性のあるハード及びソフト製品、革新的なセキュリティ、並びに

安全管理の行き届いたサービスのために、政府の調達戦略を見直し、市場刺

激策を改善する。  
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Networked World）」を発表した49。本戦略で、米国は、広範なサイバー問題に対

して国際的パートナーと協同して取り組むというアプローチを提示している。「前

言」でオバマ大統領は、「  我々はより大きな繁栄と安全のために彼らの可能性を

実現するために一緒に働くか、あるいは我々は発展を制限する私利私欲と不当な

恐れに屈するかである。」と述べている。  

本戦略は、はじめに、サイバー政策を構築する際に、①これまでの成功の上に

構築する、②挑戦を認識する、③原則を基礎にする、という戦略的アプローチを

述べ、次に、米国の求めるサイバー空間の将来像を述べ、次に、それを実現する

ために果たすべき外交、防衛、及びセキュリティ上の役割が述べられている。最

後に、国内外の米国のパートナーが米国政策の背景を理解するための政策の優先

順位が記述されている。米国の求めるサイバー空間の将来像、それを実現するた

めの外交、防衛、及びセキュリティ上の役割、並びに政策の優先順位の概要は、

それぞれ表  12、表  13、及び表  14 のとおりである。  

            

表  12 米国が求めるサイバー空間の将来像  

将来像  概要  

1．  開放性と相互

運用性  

米国は、エンドツーエンドの相互運用性を持ったイン

ターネットを支持する。情報通信技術の国際標準のコン

センサスベースの共同開発は、開放性と相互運用性を保

持しながら、我々のデジタル経済を拡大し、我々の社会

を前進させるための重要な要素である。  

2．  保全性と信頼

性  

ネットワークの安定性は、我々のグローバルな繁栄の

土台である。ユーザは、送られてきたデータが信頼でき

ることと同様に、彼らのデータがセキュアに送信かつ保

管されることに自信が持てなければならない。  

3．  規範を通して

の安定性  

米国は、期待される環境又は行動規範を構築するため

に、同じ考えを持った国々と協力する。その際、規範と

なる原則は次のとおりである。  

①基本的自由（Fundamental Freedoms）の尊重  

②財産権の尊重  

③プライバシーの尊重  

④犯罪からの保護  

⑤自衛権（国連憲章に基づき、国家はサイバー空間にお

                                                   

49 INTERNATIONAL STRATEGY FOR CYBERSPACE  「Prosperity、Security、and 

Openness in a Networked World」  
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将来像  概要  

けるある種の攻撃行為に対する固有の自衛権を有して

いる。）  

⑥グローバルな相互運用性  

⑦ネットワークの安定性  

⑧個人のアクセス権の尊重  

⑨複数の利害関係者による統治  

⑩サイバーセキュリティへの十分な配慮  

 

表  13 サイバー空間の将来における米国の役割  

役割  概要  

1．  外交：パート

ナーシップの

強化  

米国は、サイバー空間における責任ある行動の原則に

関するコンセンサスと、サイバー空間システムの安定性

を構築するために国内で、そして国際社会として必要な

措置に関するコンセンサスを構築するために、国際社会

を率直で緊急の対話に引き込む。  

2．防衛：  

阻止と抑止  

 

 

米国は、国家及び国際ネットワークの弾力性、監視能

力、並びに多数の信頼できる対応措置を統合した重複政

策で阻止・抑止を行う。全ての我々の防御努力において、

我々は我々の法律と原則に基づき、人権とプライバシー

を保護する。  

3．開発：  

繁栄とセキュ

リティの構築  

 

米国は、新規及び既存のデジタルシステムを構築・保

全する知識と能力を提供する積極的な役割を果たす。そ

うしながら、各国間で、責任ある利害関係者として行動

するというコンセンサスを構築する。  

 

表  14 政策の優先順位  

領域  具体的な行動  

1．経済：  

国際的基準と

革新の促進、市

場の開放  

 

･アクセスし易く、かつ地球規模で接続されたネット

ワークに関する技術的革新を促進する自由貿易環境

を維持する。  

･企業秘密を含む知的所有権を窃盗から保護する。  

･技術者が決定した相互運用性と保全性に関する技術基

準の優位性を確実にする。  

2．我々のネット ･国と国の間、様々な多国籍組織、及び多国間のパート
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領域  具体的な行動  

ワークを防護

する。  

 

ナーシップを通じてサイバー空間に関する協働、とり

わけ国家の行動及びサイバーセキュリティの規範に

ついての協同を促進する。  

･米国のネットワークへの侵入とその混乱を減少する。  

･情報インフラのための強固なインシデント管理、弾力

性、及び回復能力を確保する。  

･企業との協議により、ハイテクサプライチェーンのセ

キュリティを改善する。  

3．法執行：協働と

「法の支配」の

拡大  

 

･国際的なサイバー犯罪関連政策の開発の完全に参加す

る。  

･ブタペス条約（サイバー犯罪条約）への加盟国を拡大

することによって、サイバー犯罪を取り締る法律を国

際的に調和させる。  

･インターネットへのアクセスを制限するのではなく、

違法な活動を取り締るサイバー犯罪関連法に焦点を

合わせる。  

･テロリストやその他の犯罪者が、作戦計画立案、資金

調達、又は攻撃のためにインターネットを利用する能

力を拒否する。  

4．軍事：21 世紀

の セ キ ュ リ

ティ課題に備

える。  

 

･信頼できかつセキュアなネットワークに対する軍の

ニーズの増加を認識し、それに適応する。  

･サイバー空間における潜在的な脅威に立ち向かうため

に、既存の軍事同盟を強化する。  

･集団安全保障を増進するために、同盟国やパートナー

国とのサイバー空間での協働を拡大する。  

5．インターネット

統治：効果的で

誰にでも受け

入れられる構

造を促進する。 

･インターネットの開放性と革新性を優先させる。  

･ドメインネームシステム（DNS）を含む世界的なネッ

トワークのセキュリティと安定性を維持する。  

･複数の利害関係者がインターネット統治に関する問題

を討議する場を促進・強化する。  

6．国際的な開発：

能力、セキュリ

ティ、及び繁栄

の構築  

･技術的能力及びサイバーセキュリティ能力を構築しよ

うとしている国々に対して、必要な知識、訓練、及び

その他の資源を提供する。  

･ベストプラクティスを絶えず開発し、手続きに従いそ
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領域  具体的な行動  

れを共有する。  

･サイバー犯罪と闘う国家の能力を強化する。それには、

法執行職員（警察、検察）、科学捜査専門家、法律専

門家（弁護士、裁判官）、及び国会議員に対する訓練

が含まれる。  

･技術的能力構築のために政策立案者との関係を発展さ

せる。そして、専門家や米国政府のカウンターパート

との定期的かつ継続した接触を提供する。  

7．インターネット

の自由：基本的

自由とプライ

バシーを支援

する。  

･市民社会のユーザが表現と結社の自由のために信頼で

き、セキュアで、かつ安全なプラットフォームを得る

ことを支援する。  

･市民のインターネット活動を違法なデジタル侵入から

保護するための安全措置を確立するために市民社会

及び NGO と協働する。  

･効果的な営業データ保護のための国際協力を促進す

る。  

･全ての人々が利用できるインターネットのエンドツー

エンドの相互運用性を確保する。  

 

2013 年 2 月 12 日、オバマ大統領は、新たなサイバーセキュリティ・フレー

ムワークの構築を命じる行政命令「重要インフラのサイバーセキュリティの改善」

を発出した。本行政命令は 12 条からなり、その概要は表  15 のとおりである。  

表  15 行政命令「重要インフラのサイバーセキュリティの改善」の概要  

第 1 条  

方針  

安全、セキュリティ、ビジネス上の機密、プライバシー、

及び人権の保護を促進しながら、国家の重要インフラのセ

キュリティと弾力性を強化し、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が米国の方針で

ある。我々は、重要インフラの所有者及び運営者と協力して、

サイバーセキュリティ情報の共有を改善するとともにリスク

基盤の基準を開発・実装することにより、これらの目標を達

成することができる。  
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第 2 条  

重 要 イ ン フ

ラ  

重要インフラとは、米国にとって不可欠なシステムとア

セット。そのようなシステムとアセットの機能停止又は破壊

は、セキュリティ、国家安全保障、経済安全保障、国民の健

康もしくは安全、又はこれらの幾つかもしくは全てを弱体化

する。  

第 3 条  

政策調整  

政策調整等は省庁間プロセスを通じて行われる。  

 

第 4 条  

サ イ バ ー セ

キ ュ リ テ ィ

情報の共有  

 

重要インフラの所有者と運営者が彼らのシステムを無許可

のアクセス、窃盗、又は危害から防護するのを支援するため

に、国土安全保障省長官は、国防長官と協力して、本命令の

発令日から 120 日以内に、強化サイバーセキュリティ・サー

ビ ス ・ プ ロ グ ラ ム （ Enhanced Cybersecurity Services 

program）を、すべての重要インフラセクターに拡大するため

の手順を確立する。この情報共有プログラムにより、政府は、

資格のある重要インフラ企業又は重要インフラ企業にセキュ

リティサービスを提供している民間サービスプロバイダーに

対して、機密のサイバー脅威情報と技術情報を提供すること

ができる。  

第 5 条  

人権の保護  

行政機関の活動は、公正情報行動原則（Fair Information 

Practice Principles）、並びにその他のプライバシー・人権政

策、原則、及びフレームワークに基づくものとする。  

第 6 条  

協 議 プ ロ セ

ス  

国土安全保障省長官は、重要インフラのサイバーセキュリ

ティの改善について調整する協議プロセスを確立するものと

する。  
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第 7 条  

重 要 イ ン フ

ラ に 対 す る

サ イ バ ー リ

ス ク を 減 少

す る た め の

基 本 的 フ

レ ー ム ワ ー

ク  

商務長官は、国立標準技術研究所（NIST）所長に対して、

重要インフラに対するサイバーリスクを減少するためのフ

レームワークの開発を主導するよう指示するものとする。サ

イバーセキュリティ・フレームワークには、サイバーリスク

に対応するための方針、業務、及び技術的アプローチと整合

する基準、方法論、手順、及びプロセスのセットが含まれる

ものとする。  

サイバーセキュリティ・フレームワークを開発する際に

NIST 所長は、意見公募プロセスを使用しなければならない。 

本命令の発令日から 240 日以内に、NIST 所長は、サイバー

セキュリティ・フレームワークの暫定版（暫定フレームワー

ク）を公表するものとする。本命令の発令日から 1 年以内に、

NIST 所長はサイバーセキュリティ・フレームワークの最終版

（最終フレームワーク）を公表するものとする。  

第 8 条  

自 主 的 な 重

要 イ ン フ

ラ・サイバー

セ キ ュ リ

テ ィ プ ロ グ

ラム  

国土安全保障省長官は、分野別主管省庁と協力して、重要

インフラの所有者と運営者、及びその他の関連省庁によるサ

イバーセキュリティ・フレームワークの採用を促進するため

の自主プログラムを策定するものとする。  

9 条  

最 も 大 き な

リ ス ク に 直

面 し て い る

重 要 イ ン フ

ラの特定  

本命令の発令日から 150 日以内に、国土安全保障省長官は、

リスク基盤のアプローチを使用して、サイバーセキュリ

ティ・インシデントが、地域的又は全国的に、公衆衛生・安

全、経済安全保障、又は国家安全保障に対して壊滅的な影響

をもたらすと合理的に考えられる重要インフラを特定するも

のとする。  

第 10 条  

フ レ ー ム

ワ ー ク の 採

用  

重要インフラのセキュリティに責任を有する省庁は、暫定

サイバーセキュリティ・フレームワークを検討し、現在及び

予測されるリスクに鑑み、それが現行のサイバーセキュリ

ティの規制要件を満足するものかどうかを決定する。  

第 11 条  

定義  

省略  

 

第 12 条  

総則  

省略  
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イ． 重要インフラ防護における民間企業の情報連携  

米国において重要インフラ防護は関係者間の連携が必要な分野として認識され

ており、省庁間、官民の情報連携を目的とした体制が構築されてきた。サイバー

犯罪情報については FBI による InfraGuard、一般的な技術情報に関しては US 

CERT/CC 等を通じた情報共有も行われている。中でも、民間主導の情報共有組

織として分野別に整備された情報共有分析センター（ Information Sharing and 

Analysis Center：ISAC） が重要インフラ防護における情報連携の中心となって

いる。以下、ISAC について述べる。  

米国の各主要インフラ業界は , サイバー攻撃及び物理的攻撃を防止・低減する

ため , 脅威に関する情報共有と迅速な対応を可能とする業界毎の情報共有分析セ

ンター（ISAC）の構築・促進に早くから取り組んでいる。米国では主要インフラ

の多くが民間の管轄であることから、大部分の ISAC は業界毎の民間組織が自発

的に協力し合う取り組みとなっているのが特徴である。  

1998 年 5 月、当時のクリントン大統領は、5 年以内に国家の主要インフラを

脅威から保護する機能を確立・維持するという目標を立て , これを達成するため

の基本指針と組織体制を明記した「大統領命令第 63 号（Presidential Decision 

Directive 63）」を発令した。この大統領命令第 63 号の発令を受けて、金融、通

信、電力、消防の 4 分野についての ISAC が早々に設立された。その後も他の主

要インフラの ISAC が次々と設立され , 現在では、航空、化学、エネルギー（石

油・ガス）、州政府、食品産業、医療、高速道路、 IT、研究教育、陸上輸送、公

共輸送、水道、企業一般、サプライチェーン、不動産などを含む合計 20 ほどの

インフラ分野に関する ISAC が設立されている。  

同命令で「民間の情報共有分析センター」と明記されているように、ISAC の

多くは民間組織が主体となって自発的に設立・運営されている取り組みであるが、

中には州政府の ISAC のように州政府と地方政府が主体となっているものや、消

防 ISAC のように地域の消防隊や警察などの公共組織が主体となっているものも

ある。構成主体に関わらず , 物理的攻撃・サイバー攻撃に関する情報を迅速かつ

正確に収集・分析し、同一 ISAC の会員間はもちろん、他の ISAC や関連する政

府機関と情報を共有するための中心的存在となることは , 全ての ISAC の共通目

的である。  

また当初、ISAC はサイバーテロに焦点を置いたものであったが、2001 年の

同時多発テロ以降、物理テロの重要性を再認識し、 ISAC における共有情報は物

理的な情報までカ  

バーするように変化してきた。また、ISAC の運用体制に関しても、当初は限

定された構成員のみが参加する形態であったものが、会費さえ支払えば誰でも参

加出来るオープンな会員制へと多くの ISAC が移行しつつある。会員も会費に
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よってランクが分けられており、ランク別に提供される情報や情報の伝達方法の

差別化を図っている。主な ISAC の機能の比較は、表  16 のとおりである。  

表  16 主な ISAC の機能比較 50 

ISACs 運営体制  共有情報／共有方法  

IT-ISAC 

 

 

 

非営利の民間団体として設

立。Internet Security Systems

（ISS）  

が運営を担当する。メンバー

の勧誘等の広報活動は米国情

報技術協会（ ITAA）によって

行われる。会員レベルは無料メ

ンバーからプラチナメンバー

まであり、上位メンバーには政

府の情報共有政策立案に係る

権利等の特典が与えられてい

る . 

・一般の情報は IT-ISAC のウェ

ブサイトを通じて行われる。サ

イバー情報のみならず、事故情

報等物理的な脅威についても共

有する。  

・メンバー間の情報交換は、一

旦 ISS に情報を集約後、匿名化

してから共有する  

・影響が大きい脆弱性等に関し

て は IT-ISAC に 留 ま ら ず 、

ITAA を通じて広報を行う。  

ESISAC：  

Electricity 

SectorISAC 

 

電力業界を対象としており、地

理的にはカナダもカバーして

いる。本部は北米電力信頼度協

議会（NERC）に設置され、費

用は全て NERC によって負担

されており、メンバーの会費は

無料。  

衛星電話、FAX、メール、ポケ

ベル等を使った情報提供が行わ

れる。詳細な警告情報について

は会員限定の安全なウェブサイ

ト上で公開される。物理インシ

デントに関する情報を中心に国

土保全省（DHS）  に対する報

告も積極的に行っている。  

REN-ISAC：  

Research & 

ducation 

ISAC 

イ ン デ ィ ア ナ 大 学 、

EDUCAUSE、 Internet2 を中

心として高等教育、研究機関の

ための ISAC として設立。2007

年 4 月より Microsoft のセ

キュリティ協力制度の下で提

携関係を築いている。  

高等教育機関のサイバー空間／

物理的脅威を取り扱う。情報の

共有方法としては、一般的に公

開 し て い る 統 計 デ ー タ や

Internet2 Abilene traffic 

statistics のウェブサイトにお

ける情報提供に加え関係機関か

らの提供情報（非公開情報含む）

も共有される。共有に際しては

                                                   
50 NISC 「各国の情報セキュリティ政策における情報連携モデルに関す

る調査」平成 21 年 3 月 http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei_model.pdf 
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情報の分類及び取り扱いについ

て規定が定められている。  

FS-ISAC：  

Financial 

Services 

ISAC 

民間企業 SAIC が事務局  

 

 

・機微情報は政府には提供して

いない  

・各社は法律で政府に対する報

告義務を負う（DHS に対する

報告義務はない）。  

 

(2) 英国  

本項では、英国のサイバー戦略と重要インフラ防護における民間企業の情報連

携について述べる。  

ア． サイバーセキュリティ戦略  

エストニア共和国に対するサイバー攻撃（2007 年 4 月）、米国国防総省への不

正アクセス（2007 年 7 月）、チベット亡命政府へのサイバー攻撃（2008 年 4 月）

などの相次ぐサイバー犯罪やサイバー攻撃に直面した英国政府はサイバー攻撃に

対処するサイバー戦略を策定した。2009 年 6 月、英国政府は「英国のサイバー

セキュリティ戦略（Cyber Security Strategy of the United Kingdom）」51を発表

した。その中で、「我々は、国家の安全と繁栄のために、19 世紀には海の安全を、

20 世紀には空の安全を、そして、21 世紀はサイバー空間での我々の優位を確保

しなければならない。この戦略は我々の最初の国家戦略であり、目標に向かって

の重要な一歩である」と、この戦略の意義を述べている。以下、同戦略の概要に

ついて考察する。 

同戦略は、脅威対象として、サイバー犯罪、国家によるサイバースパイ活動及

びテロリストによるサイバー空間の利用を挙げている。概要は表 17 のとおりで

ある。 

 

表  17 サイバーセキュリティの脅威対象  

サイバー 

犯罪 

サイバー犯罪は、政府、企業及び個人のＩＴシステムの脆弱

性を利用する。攻撃方法は、「フィッシング」からウイルス対策

                                                   
51 英国内閣事務局 - 「Cyber Security Strategy of the United Kingdom」

http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/216620/css0906.pdf 
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ソフトウエアを打ち破り感染させるものまでさまざまである。

ネット犯罪は、英国経済に毎年数十億ポンドの損害をもたらし

ている。これらの攻撃は自宅のコンピュータで金融サービスを

利用しているものから複雑なネットワークを使い大規模な取引

を行なっている大企業にまで影響を及ぼしている。 

国家による

サイバース

パイ活動 

サイバー領域の最も洗練された脅威は、政府・軍・企業・経

済目標に関するインテリジェンスを収集するためにコンピュー

タ及び通信ネットワークを利用する能力を有する国家からのも

のである。これらの国家のハッカーが用いる技術は、“伝統的な”

インテリジェンス収集を越えて、偽情報を流布したり、重要な

サービスを中断させることができる。システムの中に挿入され

た悪意のあるソフトウエアは、情勢緊迫時又は紛争時に利用す

るためにシステムの中に隠蔽しておけるなど、攻撃者の都合に

合わせることができる。また、幾つかの国家は、愛国的なハッ

カーを利用し、それから利益を得ている。ハッカーは、自国内

において訴追を免れるような攻撃を実施する。この様な代理人

の使用は、国家に否認権を提供する。 

テロリスト テロリストや過激派は、連絡、調整、プロパガンダ、資金調

達などにサイバースペースを使用している。我々は彼らの将来

の能力に注目しなければならない。 

 

上記の脅威対象が使用する攻撃方法として、電子的攻撃、サプライチェーンに

対する妨害行為、無線信号の操作及び無線通信妨害が挙げられている。概要は 0

のとおりである。



 

77 

 

  表 18 脅威対象が使用する攻撃方法  

電子的攻撃 携帯電話、コンピュータ又はウェブサーバに、直接又はユーザ

を惑わせてアクセスする。その結果、それらのシステムに関す

る情報を入手し、彼らのサービスに干渉し、又は更なる攻撃の

土台にそれらを使用する。 

サ プ ラ イ

チェーンに対

する妨害行為 

ネットワーク攻撃を容易にするため、又はサービスに干渉する

ために、組織又は個人に対して供給される装置を巧妙に細工

（例えば、悪意あるプログラムの埋め込み）する場合などを言

う。 

無線信号の 

操作 

幾つかのシステムは、そのシステムが依存している無線信号の

操作によって攻撃される。（例えば、ワイヤレスネットワーク

や GPS） 

無線通信の 

妨害 

 

十分な電力を持った無線通信であれば、特定の地理的範囲内の

全ての防護されていない通信機器に対して損傷又は中断をも

たらすことができる。 

 

そして、これらの挑戦に対して、サイバー空間における英国の優位性を確保す

るための戦略目標として 0 の方針等が挙げられている。  

表 19 戦略目標（方針と具体的施策）  

 方針        具体的施策 

サイバー空間利用時

のリスクを低減させ

る。 

・敵対者の意図と能力を低下させ、サイバー運用上の脅

威を減少する。 

・サイバー運用における英国利益の脆弱性を低減する。 

・サイバー運用の英国利益へのインパクトを低減する。 

サイバー空間におけ

る好機を利用する。 

・脅威者に関するインテリジェンス（諜報）を収集する。 

・英国警察への支援を強化する。 

・敵対者を阻止する。 

知識、能力及び意思

決定を改善する。 

 

・知識と認識を改善する。 

・ドクトリンと政策を開発する。 

・ガバナンスと意思決定を強化する。 

・技術的能力と人的能力を向上する。 

同戦略は、最後に戦略目標を達成するための具体的方策を挙げている。その内

容は 0 のとおりである。  

表 20 戦略目標を達成するための具体的方策  

1．サイバーセキュリティの戦略目標を達成するために、ネットワークを防護
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するための革新的な将来技術（臨界技術を含む）の開発に追加的な資金を提

供するとともに政府横断のプログラムを確立する。プログラムの優先分野は

次のとおり。 

①安全及び回復力のあるシステム  ②政策、ドクトリン及び法規問題 

③認識と文化の変換        ④技量と教育 

⑤技術能力と研究開発       ⑥利用（Exploitation） 

⑦国際的な関与          ⑧ガバナンス、役割及び責任 

2．広範な公共部門、企業、公民権擁護団体、国民、及び国際パートナーと緊

密に連携する。 

3．政府全体に対して一貫した戦略的指導を行なうために、サイバーセキュリ

ティオフィス（Office of Cyber Security：OCS）を設置する。 

4．サイバーセキュリティ運用センター（Cyber Security Operations Centre：

CSOC）を設置する。CSOC の機能は次のとおり。 

 ・サイバースペースの健全性を積極的に監視し、インシデントへの対応につ

いて調整する。 

・英国のネットワーク及びユーザに対する攻撃について関係者等の理解を促

す。 

・ビジネスと国民に対するリスクに関するより良い助言と情報を提供する。 

 

同戦略で特に注目される事柄は、サイバーセキュリティオフィス（OCS)とサイ

バーセキュリティ運用センター（CSOC）の 2 つの新しい組織を創設したことで

ある。この 2 つの新しい組織は 2009 年 9 月に設立され、2010 年 3 月末に運用を

開始している。  

英国では、1999 年に国家インフラストラクチャーセキュリティ調整センター

（National Infrastructure Security Coordination Center ：NISCC）と、この

センター（NISCC）の下に、英国政府インシデント対応組織（Unified Incident 

Reporting and Alert Scheme UNIRAS）を設置した。国家インフラストラク

チャーセキュリティ調整センター（NISCC）は、政府関連機関との調整を行い、

脆弱性に関する研究、意識啓発、情報共有、警告や勧告の発令、電子攻撃への対

応支援を任務とした。英国政府インシデント対応組織（UNIRAS）は、デジタル

攻撃及び IT セキュリティインシデント対応、脆弱性に関する警告、情報収集な

ど技術的な支援を任務としていた。その後、2007 年２月に、国家インフラストラ

クチャーセキュリティ調整センター（NISCC）と MI5 の一部であった国家セキュ

リティアドバイスセンター（National Security Advice Centre：NSAC）が、統

合して国家インフラストラクチャー保護センター（Centre for the Protection of 

National Infrastructure：CPNI）が設置された。この際、国家インフラストラ
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クチャーセキュリティ調整センター（NISCC）と英国政府インシデント対応組織

（UNIRAS）の機能は、それぞれ、政府通信本部（GCHQ）の通信電子セキュリ

ティグループ (Communications Electronics Security Group：CESG）に設置さ

れた GovCertUK （CERT for UK Government）と国家インフラストラクチャー

保護センター（CPNI）に設置された CSIRTUK（Combined Security Incident 

Response Team ：CSIRTUK)に引き継がれた。即ち、重要インフラのコンピュー

タセキュリティインシデント対応は、CSIRTUK が引き継ぎ、政府機関のコン

ピューターセキュリティンシデント対応は GovCertUK が引き継いだ。  

英国政府は、2009 年に引き続き、2011 年 11 月に「英国サイバーセキュリティ

戦略：デジタル世界における英国の保護・促進（UK Cyber Security Strategy；

Protecting and promoting the UK in a digital world） 52を発表した。  

この戦略では、まず 2015 年にむけての英国のビジョンを「活発で、弾力性が

あり、そしてセキュアなサイバー空間から膨大な経済的及び社会的価値を導き出

すことである。そこでは、自由、公正性、透明性、及び法の支配に導かれた我々

の行動は、繁栄、国家安全保障、及び強固な社会を増進することである」と示し

ている。そして、ビジョンの細部として、4 つの戦略目標、原則、並びに 2015

までに達成すべき個人、民間セクター、及び政府の役割と責任が述べられている。  

戦略目標、原則、役割と責任、及び行動（方策）は、それぞれ 0、0、0、及び

0 のとおりである。  

  

                                                   
52 英国内閣事務局「The UK Cyber Security StrategyProtecting and promoting the UK in a 

digital world」  

https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/uk-cyber-security-strat

egy-final.pdf 
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表 21 戦略目標 53 

目標 1 サイバー犯罪に取り組み、英国をサイバー空間でビジネスする場所

として世界で最も安全な場所にする。  

目標 2 英国のサイバー攻撃に対する弾力性をより高め、サイバー空間の

我々の利益をより良く防護する。  

目標 3 英国市民が安全に使用することができ、かつ  開かれた社会をサ

ポートする、開かれ、活気に満ち、かつ安定したサイバー空間を形づ

くるのを手助けする。  

目標 4 全ての我々のサイバーセキュリティ目標を支えるために必要な分

野横断的な知識、技術、及び能力を英国は保有する。  

 

表 22 原則 54 

１．リスク基盤

のアプロー

チ  

ネットワークで接続されたシステムが潜在的に脆弱であ

り、サイバー攻撃の検知が困難である国際化された世界にお

いては、絶対のセキュリティなどあり得ない。従って、我々

は、対策に優先順位を付与するためリスクベースのアプロー

チを適用する。  

2．パートナー

との協働  

 

 

挑戦の規模は強力な国家のリーダーシップを要求してい

るが、政府は単独では対応することができない。サイバー空

間の対応能力の限界を認めなければならない。我々が保護す

る必要があるインフラの多くは、民間によって所有・運営さ

れている。また、脅威に対応するために必要な専門知識・技

能と革新は民間主導である。  

同様に、我々は、国内の防衛力を向上させることができる

が、インターネットは基本的に国境を超えたネットワークで

あり、脅威も国境を越えてやってくる。我々が頼る全てのイ

ンフラが英国を拠点としたものではない。そのため、英国が、

単独で必要とする全てのサイバー戦略を実現することがで

きるというわけではない。我々は、意見を共有する他の国々

との協力を求める。  

                                                   
53英国内閣事務局「The UK Cyber Security StrategyProtecting and 

promoting the UK in a digital world」  

https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files /resources/uk-cyber-

security-strategy-final.pdf 
54同上  
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3 ． セ キ ュ リ

テ ィ と 自 由

及 び プ ラ イ

バ シ ー と の

バランス  

国内では、我々は、英国市民のプライバシーの権利及びそ

の他の基本的価値と自由を保持しながら、個人及び集団のセ

キュリティを強化するためのサイバーセキュリティ政策を

遂行する。  

国際的には、英国はサイバー空間において許容できる行動

規範の開発を推進する。我々は、オンラインで受け入れられ

ないものはオフラインでも受け入れられないという信念か

らスタートする。  

 

表 23 役割と責任 55 

個人  

 

 

・人々は、オンラインの脅威から自分自身を保護するために

基本レベルの方法を知っている。  

・人々は、個人情報や機密情報をインターネットに載せるこ

とに慎重である。  

・誰でも、自宅でも職場でもサイバー空間の脅威（例えば、

詐欺的なウェブサイト）を特定したら、それを通報する。  

・人々は、企業及び政府と安全に取引をすること、パスワー

ドを保護すること、彼らのコンピュータが他人に使用され

るのを防ぐために定期的にウイルス対策ソフトを走らせる

ことの重要性を理解している。  

・人々は、オフラインの世界と同じように、サイバー空間に

おいても自分の行動に責任を持つことができる。  

民 間 セ ク

ター  

 

 

・企業は脅威を認識し、営業に関するセンシティブ情報、知

的財産、及び顧客データを保護する方法を適用しながらサ

イバー空間を使用している。  

・民間組織は、共通の脅威への対応を改革し、直面する脅威

を抑止するために情報と資源を共有しながら、他の民間組

織、政府、及び法執行機関と連携している。  

・我々が将来必要とするサイバーセキュリティ技術を提供す

る卓越センターを創設するために、民間セクターは、英国

のサイバーセキュリティ分野のスキルを向上させた。  

                                                   
55英国内閣事務局「The UK Cyber Security StrategyProtecting and promoting the UK in a 

digital world」  

https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/uk-cyber-security-strat

egy-final.pdf 
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政府  ・洗練された脅威を検知・打破する能力を確立した。  

・サイバー空間の“行動規範”に関する国際的なコンセンサ

スの構築を推進した。  

・政府システムと重要な国家インフラの脆弱性を減少した。  

・サイバーセキュリティの専門家を養成した。  

・法執行を強化し、サイバー犯罪に取組んだ。  

・予防措置と国民の意識を高めた。  

・商取引上の危険性の認識を向上した  

・ビジネスの機会を作った。（産業界と学界が、サイバーセキュ

リティ市場占有率を高めるために協力し、そして、英国が

オンラインビジネスに安全な場所であるという地位を強固

なものとした。）  

 

表 24 ビジョンを達成するための行動（方策）  

１．行動の優

先事項  

 

我々は、次のとおり既存の能力を強化する。  

・我々は、英国の重要な国家インフラとその他の国益に係る

システムに焦点を合わせ、洗練されたサイバー脅威の探知

と分析に関する能力を改善し続ける。  

・我々は、国家が後援する洗練された脅威からの防衛能力を

強化するとともに、これらの技術が非国家アクターによっ

て使用されるのを防止する。  

・我々は、サイバー空間での行動のための国際的原則又は『交

通規則』を開発するために国際社会と連携する。  

・エスカレーションのリスクを削減し、誤解を回避するため

の実際的な信頼醸成措置を開発するために他の国々と連携

する。  

・英国はサイバー犯罪でブダペスト条約を批准した。そして、

他の国々が同様な法律を開発するよう説得する。  

・国内では、我々は、サイバー犯罪を阻止し、訴追するため

の法的枠組みと法執行能力を維持する。  

・我々は、政府自身のシステムのサイバーセキュリティに関

するベストプラクティスを策定するするとともに、セキュ

リティレベルを向上するために政府へのサプライヤに対し

ても厳しい基準を設定する。  

・英国がこの分野における優勢を保持し続けるために、我々
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は、基礎的な研究・開発とともに熟練したサイバーセキュ

リティ専門家の育成を促進する。  

・防止が鍵であるので、オンラインで彼ら自身を防護するた

めに、我々は、人々及び企業の意識を向上し、教育し、自

信を与えるために取組む。  

・我々は、サイバーセキュリティ製品とサービスで繁栄する

市場を創設する。そして、それは、海外ビジネスで成功し、

国家の成長に寄与することができる。  

2．洗練された

脅 威 を 抑

止 ・ 防 護

す る 能 力

を構築  

 

・2010 年のリスボンサミットで採択された NATO 戦略コン

セプトに一致し、そして、国家安全保障会議（National 

Security Council）の合意により、国家サイバーセキュリ

ティ・プログラム（National Cyber Security Program：

NCSP）は我々自身の国家安全保障のニーズのために、よ

り率先的なアプローチに投資している。  

・新しい統合軍司令部（Joint Forces Command）は、2012

年 4 月からサイバー防衛能力の開発と統合において先導す

るであろう。この一部として、我々は新しいサイバー防衛

作戦グループ（Defence Cyber Operations Group）を創設

している。  

・国防省は、最近、新しいグローバル作戦・セキュリティ統

制 セ ン タ ー （ Global Operations と Security Control 

Centre）を、コーシャム（Corsham）に開設した。  

3．サイバー空

間 に お け

る 比 例 に

関 す る 国

際 的 コ ン

セ ン サ ス

の構築  

・スタートとして、すべての政府がサイバー空間での比例（達

成しようとするものとの均衡）を考慮し、そして、国内法

と国際法に基づき行動しなければならないと英国は考えて

いる。  

・英国は、2011 年 11 月に「サイバー空間に関するロンドン

会議」を開催するなどこの分野で先導している。  
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4．政府システ

ムと我々の重

要インフラの

脆弱性を減少  

・我々は、政府と公共サービスネットワークへ供給される ICT

製品とサービスの厳しいサイバーセキュリティと情報保証

（IA）の標準規格を開発するために産業界と連携する。  

・英国の重要インフラは、政府の管理下でなく民間セクター

により所有・管理されている。国家インフラ防護センター

（CPNI）は、彼らが鍵となるシステムとデータを保護す

るために必要な処置をとることを確実とするために、重要

な国家インフラ企業のネットワークとすでに連携してい

る。  

5．サイバーセ

キ ュ リ

テ ィ 専 門

家 の 育 成

を促進  

・2012 年 3 月までに有資格専門家のための訓練プログラムを

確立することによって、情報保証とサイバーセキュリティ

専門家の技術レベルを向上させる。  

・政府通信本部（GCHQ）の援助を得て、3.5 年にわたる 200

万ポンドの予算で、サイバーセキュリティ研究所を設立す

る。  

6．サイバー犯

罪 と 法 執

行  

・より多くの国に対して、「サイバー犯罪に関するブタペスト

条約」（サイバー犯罪条約）の採択を促すために努力する。 

・英国は、24/7 ネットワークとして知られている法執行同士

の接触点のネットワークの強い支持者である。それは、パー

トナー国が緊急の援助が必要な時に、それを確実に入手で

きる最高の手段である。  

7．予防と国民

の 意 識 の

向上  

 

人々が彼ら自身を保護するための次のことを実施する。  

・オンライン脅威について警告を提供するためにソーシャル

メディアを使用する際の“新しい基準”を策定するのを手

助けする。  

・人々が問題なくサイバー空間を使用できるようにするため

に、すべてのレベルでサイバーセキュリティ教育を改善す

る。  

・オンライン犯罪に対するオンライン制裁の可能性を探るた

めに、インターネット会社と連携する。  

8．企業の意識

の向上  

 

・企業は、サイバー犯罪とサイバー空間を通じて実行される

経済スパイの最大の被害者である。この問題の責任は、政

府と民間セクターによって共有されなければならない。  

・「ゲットセーフオンライン」は消費者と中小企業に助言を提

供し、意識を高める。  
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9．ビジネスの

機 会 を 作

る。  

 

・民間セクターが、サイバー空間が提供する好機を生かすの

を支援するために、我々は世界規模の、力強く、革新的な

サイバーセキュリティセクターを育成する。  

・政府通信本部（GCHQ）は、サイバーセキュリティについ

て世界に通用する専門知識・技術を有している。政府は、

政府通信本部の重要なインテリジェンス任務を危険にさら

すことなく、その専門知識・技能をより直接的に経済の成

長及び英国のサイバーセキュリティセクターの発展に生か

せる方法を研究する。  

 

イ． 重要インフラ防護における民間企業の情報連携  

英国では重要インフラ事業者が主体となった自主的な情報セキュリティレベル

の向上が最も重要であると考えられている。英国の重要インフラ防護における最

高責任者は内務大臣であるが、実際には複数の政府機関に跨る取組であるため、

2007 年には調整機関として内務省下に国家インフラ防護センター（Centre for 

the Protection of National Infrastructure：CPNI）が設置された。  

CPNI は各政府機関の出向者で組織されており、各職員が親機関の情報集約や

調 整 の 役 割 を 担 っ て い る 。 民 間 部 門 と の 情 報 共 有 に 関 し て は CSIRTUK

（Combined Security Incident Response Team UK）が CPNI の下に設置されて

おり、重要インフラに係る脅威・脆弱性・インシデント情報を収集・分析する機

能を担っている。CSIRTUK 等で収集・分析されたこれらの情報は、警報・助言・

報告ポイント（Warning, Advice, and Reporting Points：WARPs）や情報交換枠

組み（Information Exchange：IE)によって民間部門に提供される。WARPs は

中小企業等、自前で CSIRT を持つことができない組織に対して、システムの脅

威や脆弱性情報をウェブベースで配信する仕組みである。また、 IE は特定の分

野に設置されている情報共有の枠組であり、分野の代表者と CPNI 等の政府組織

の担当者が参加する非公開のミーティングの中で直接情報交換を行うものである。

情報セキュリティ対策を民間部門に確実に普及させるため、 IE の取組は官

（CPNI）主導で行われており、情報の共有方法やタイミングについても CPNI の

管理下で行われている。以下、IE と WARPs について述べる。  

(ア ) 情報交換枠組み（Information Exchange：IE) 56 

特定の分野において設置されている脅威 , インシデント , 脆弱性情報を交換

する非公開のフレームワーク。メンバー間の個人的な信頼関係にベースを置いて

                                                   
56 NISC- 「各国の情報セキュリティ政策における情報連携モデルに関する調査」

http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei_model.pdf 
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おり , 情報共有は非公開のミーティングによって行われる。なお , このミーティ

ングには原則全員参加 , 代理不可というルールになっている。各 IE には CPNI 

から議長が配置される。現在配置されている IE は 0 のとおりである。  

表 25 現在配置されている IE 

枠組み名 対象組織 対象情報 

ADMIE（2006）  

（Aerospace and Defense 

Manufacturer's 

Information Exchange）  

英国の宇宙 , 防衛分

野関係組織  

 

宇宙 , 防衛分野におけ

る脅威情報  

 

FSIE（2003）  

（UK Financial Services 

Information Exchange）  

銀行 , 保険 , 証券

サービス事業者及び

CPNI 

金融分野における脅

威 , 脆弱性 , 対策情報  

MSPIE 

（Managed Service 

Providers Information 

Exchange）  

 

英国の重要インフラ

にIT サービスを提

供する事業者  

サイバー空間におけ

る脅威 , 脆弱性 , イン

シデントや攻撃情報

（重要インフラのス

テークホルダを含め

たメンバー内で共有） 

NSIE（2003）  

（UK Network Security 

Information Exchange）  

IP 事業者 , 携帯電

話・PHS 事業者 , 通

信事業者及びCPNI

（英国の80％以上の

通信事業者）  

情報通信分野の機密

情報  

PIIE（2006）  

（Pharmaceutical 

Industries Information 

Exchange）  

製薬会社   製薬分野における脅

威 , 脆弱性 , インシデ

ント情報  

SCSIE（2003）  

（SCADA and Control 

Systems Information 

Exchange）  

SACADA システム

を利用する企業  

SCADA システムや

その関連プロセスに

おける脆弱性 , 脅威情

報  

TSIE（2006）  

（  Transport Sector 

Information Exchange）  

ICT 企業  ICT 産業における脆

弱性 , 脅威  
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枠組み名 対象組織 対象情報 

SRIE（2006）  

（Security Researchers 

Information Exchange）  

ペネトレーションテ

スト及び研究部門  

 

ペネトレーションテ

スト及び研究部門に

おける脅威情報  

VSIE(2005) 

（Vendor Security 

Information Exchange）  

IT ベンダー  

 

ICT 産業に関わる情

報セキュリティ上の

脅威  

 

 

(イ ) 警報・助言・報告ポイント（Warning, Advice, and Reporting Points：

WARPs）57 

CPNI によって運営されているシステムの脅威 /脆弱性情報を提供する枠組で

あり , 現在 19 の WARPs が存在している。英国では政府機関レベルではサイバー

セキュリティ運用センター  等の CSIRT 組織が重要インフラ防護の中心的役割

を果たしているが , 民間企業の多くでは CSIRT 組織を構築するコストや技術が

ないため , CSIRT の代替組織として中小企業でも実装可能な WARPs のシステ

ムが構築された。各 WARP では 1～2 名の運営責任者が設置され , CPNI 等から

提供される情報を構成員に対して配信する。なお , 提供される情報自体に各

WARPs が事前に設定したフィルタリングがなされており , コミュニティにあっ

た情報が優先的に提供される仕組みとなっている。WARPs が提供する 3 つの主

要サービスを以下に示す。  

a. Filtered Warning Service 

メンバーが必要とされる情報がフィルタリングされて提供される

サービス。メンバーは配布されたソフトウエアを使って , 自由にフィル

タ条件を変えることができる。またメンバーが独自に作成したツールを

他のメンバーに提供することも可能。  

 

b. Advice Brokering Service 

オンラインの掲示板を使った対話型のセキュリティに関する情報共

有環境。掲示板に挙げられた情報から , 関係のあるメンバーを招待した

り , 機微な情報を取り除いた上で , FWS において構成員に展開したり

することが可能。  

c. 機密情報共有サービス（Trusted Sharing Service）  

                                                   
57 NISC - 「各国の情報セキュリティ政策における情報連携モデルに関する調査」

http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei_model.pdf(2012 年 2 月確認) 
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匿名を原則として , 機密情報（インシデント経験等）を共有するため

の環境  

現在設置されている WARPs は、0 のとおりである。  

表 26 現在設置されている WARPs 

公共サービス  

名前  設立  概要  

DSWARP 

 

2006 年 6 月   シドマス大学によってデボンの教育機関のテ

クニ  

カルスタッフによって構築された WARP。現

在は範囲を広げて活動を行っている。  

MODWARP 2008年1月  23 のサブWARP から集められた情報保証及

び , コンピューターネットワーク防護に係る

情報を集める。  

NWEWARP 2006年1月  北西地域の緊急情報提供サービス  

PolWARP 2005 年 1 月  PITO によって提供される警察用 WARP  

地方自治  

EMGWARP 2006 年 6 月  イングランド東中部地方の行政機関のための

WARP 

LCWARP 

 

2005 年 11

月  

 

ロンドン自治区の情報セキュリティに係る情

報の  

ための WARP 

NWGWARP 2006年4月  北西地方の行政機関のためのWARP 

SWWARP 2007年5月  南西地方の行政機関のためのWARP 

WMCWARP 2006年9月  ウエストミッドランド地方の行政機関のため

のWARP 

ビジネス  

ANSWARP 2005 年 11

月   

Anite swift software 社ユーザのための WARP 

AVWARP 2008年10月  マルウェア対策の研究者のためのWARP 

BTRWARP 2006年2月  BT(British Telecom) 内のWARP 

LS1WARP 2008 年 2 月  ロンドンの Law Society のための WARP 

PENWARP  2007年9月  ジャーナリストのためのWARP 

SECWARP  2008年11月  様々な分野のセキュリティの専門家ための

WARP 

ボランティア  
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GUWARP  2004年6月  Genealogy Society のためのWARP 

RAYWARP 2006年4月  アマチュア無線用の非常ネットワーク  

HIWARP 2007年5月  日立のHIRT によるWARP 

IE1WARP 2008年2月  アイルランドの中小企業向けWARP 

 

(3) フランス  

本項では、フランスのサイバーセキュリティへの取り組みとサイバー戦略につ

いて述べる。 

ア． サイバーセキュリティへの取り組み  

フランスは 2008 年年 6 月 17 日に国防・安全保障白書（French White Paper on 

Defence And National Security） 58を発表した。フランスの白書は我が国の「防

衛大綱」に相当する文書であり、第 2 次大戦後 3 度しか編纂されていない。1972

年、1994 年、そして今回が 3 回目である。同白書の中でサイバーセキュリティ

戦略に関連する箇所を要約すれば、2025 年を見通した場合、フランスは意図的又

は非意図的なサイバー攻撃という新しい脅威に直面するであろうと見積り、サイ

バー戦争（cyber-war）における攻撃及び防御双方の能力向上に繋がる新しいプ

ログラムの策定・実行を求めている。以下、概要について考察する。  

同白書は、脅威認識について、「社会、経済及び安全保障の分野におけるサイバー

空間の役割の急激な増大と、国家アクター及び非国家アクターによる侵略的なサ

イバー攻撃技術と意図とが結びついた結果、情報システムに対する大規模な攻撃

への懸念は高まっている」 59とし、テロリズム、弾道・巡航ミサイルについで 3

番目の懸念対象として挙げている。また、「サイバー戦（cyber-warfare）は、テ

ロリズム、大量破壊兵器の拡散、技術の飛躍的進歩による新型兵器の登場と同じ

ように突然の戦略的変革をもたらす可能性がある」 60と見ている。  

同白書は、戦略目標を達成するための 15 の施策 61を挙げている、その中で、サ

イバーセキュリティに関連する 2 つの施策は 0 のとおりである。  

 

                                                   
58 仏国防・安全保障事務局 - 「The French White Paper on defence and national security」

http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf

（2010 年 11 月確認） 
59 仏国防・安全保障事務局 - 「The French White Paper on defence and national security」

http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf

（2010 年 11 月確認） 「NEW VULNERABILITIES」p14 
60仏国防・安全保障事務局 - 「The French White Paper on defence and national security」

http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf

（2010 年 11 月確認） 「The growing interconnection between threats and risks」p16 
61 仏国防・安全保障事務局 - 「The French White Paper on defence and national security」

http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf

（2010 年 11 月確認） 「Fifteen prescriptions」p12 
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表 27 サイバーセキュリティに関する施策 62 

タイトル 施策の概要 

情報システムセ

キュリティ庁の

設立と攻勢的 

サイバー戦争

（Cyber-War） 

能力の構築 

サイバー戦争は主要な懸念である。このため、この白書

は主要な 2 つの戦略を策定した。一つは、新しいサイバー

防衛コンセプト（concept of cyber-defence）である。こ

れは、国防・安全保障事務局（General Secretariat for 

Defence and National Security：SGDSN)の権限の範囲内

で、新しく設置される情報システムセキュリティ庁

（Security of Information Systems Agency（ANSSI））

により作成・調整される。もう一つは、攻勢的なサイバー

戦争能力の構築である。これは、統合軍司令部と専門部隊

との協力により構築される。  

サイバー防衛 

サイトの開設 

インターネットに“サイバー防衛”サイトを公開する。 

このサイトは、特にサイバー攻撃の防止と対応に貢献す

る。 

 

さらに、同白書は情報システムセキュリティ庁（ANSSI）に関して、次のよう

に述べている。  

「情報システムセキュリティ庁（ANSSI）は、大規模なサイバー攻撃、サイバー

テロリズム及びサイバー戦争の防御面において予防的かつ反応型の政策を実行す

る責任を有する。同庁は、セキュリティの専門家と領土全域の情報システム観測

所（ information system observatory）で構成される。情報システム観測所は、

管轄権を有する知事の権限下の防衛及びセキュリティ圏（Defence and Security 

Zone）に設置される。」付言するが、同白書では、主要な 2 つの戦略である「サ

イバー防衛コンセプト」と「攻勢的なサイバー戦争能力の構築」の内容について

は全く言及していない。  

フランスは、2011 年 5 月に情報システムの防衛及びセキュリティに関する戦略

（Information systems defence and security France’s strategy）を公表した。

同戦略  

については次項で述べる。  

イ． サイバーセキュリティ戦略  

フランスは、2011 年 5 月にサイバーセキュリティ戦略 63（原文「情報システム

防衛とセキュリティ戦略（Information Systems defence and security）」）を策

                                                   
62 仏国防・安全保障事務局  - 「The French White Paper on defence and national security」

http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf「Fifteen 

prescriptions」p8 と p12-13 
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定・発表した。この戦略において、4 つの戦略的目標と、これらの目標を達成す

るための 7 つの行動領域が示されている。それぞれ、0 及び 0 のとおりである。  

表 28 戦略的目標 64 

サイバー防衛（能

力）において大国

（world power）に

なる  

フランスは、戦略的な独立を守る一方で、サイバー防

衛分野においては主要国の一員であるよう努力しなけ

ればならない。そうすることにより、フランスは、共通

の脅威に対応するために、運用レベルと統一戦略の実施

において協力の成果を享受することができる。  

フランスの主権に

関連する情報を保

護することでフラ

ンスの意思決定能

力を守る  

政府機関と危機管理担当者には、どんな状況において

も完全に秘匿された通信手段が不可欠である。この要求

を満たすネットワークを地方レベルにまで拡大しなけ

ればならない。  

これらのネットワークを流れる情報の機密性を確保

するためには、完璧なセキュリティ製品（暗号など）が

必要である。我々は、それらを設計・開発・製造を最適

化するために必要な専門知識・技能を保持しなければな

らない。  

重要な国家インフ

ラ の サ イ バ ー セ

キュリティを強化  

重要な国家インフラを正しく運営するために、我々の

社会は、情報システムとネットワーク、特にインター

ネットにますます依存している。フランスの重要な情報

システム又はインターネットへの攻撃の成功は、重大な

人的又は経済的影響を及ぼすであろう。国は、関連した

機器メーカーと運営者と緊密に協働して、これらの重要

なシステムのセキュリティを確保・改善することに取り

組まなければならない。  

サイバー空間のセ

キュリティを確保  

情報システムに対する脅威は、同時に公共サービス、

民間企業、及び市民に影響を及ぼす。公共サービスは、

模範と方法で運営し、彼らの情報システムと彼らに委託

されるデータの保護を改善しなければならない。同時

に、民間企業と市民に対して、情報を広め、意識を高め

るためにキャンペーンを行わなければならない。サイ

バー犯罪と戦うために、フランスは現在の法律の強化と

                                                                                                                                                     
63 ENISA ホームページ「 Information systems defence and security France’s strategy」

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/Information_system_security_France_

strategy.pdf 
64 同上  
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国際的な司法協力を促進する。  

  

表 29 行動領域 65 

適切な意思決定

をするために、環

境 を 的 確 に 予

測・分析  

リスクと脅威は、サイバー空間では急速に進化する。新

製品またはソフトウエアの新しいバージョンの公開、広く

使われているソフト製品の修正されていない欠点の暴露、

新しい技術もしくは慣行の開発、又は政治声明でさえ、非

常に短い期間内に情報システムのセキュリティを脅かす

ことができる。  

これを考慮して、我々の情報システムのセキュリティと

防衛を確実にする第一歩は、最新の技術動向をモニターし

て、国家又は個人の活動家（攻撃者）の行動を分析し、十

分に理解し、そして予測することである。  

攻撃を検知・阻止

潜在的犠牲者に

注意を促し、支援

を提供  

民間企業、インフラ、及びサービスのインターネットへ

の依存と一部の弱点が全体システムのリスクに関連して

いることを考慮すれば、できるだけ早く欠陥と攻撃を検知

し、予想される犠牲者に注意を促し、彼らに対抗策につい

て迅速な支援を提供する。  

我々の独立を守

るために、我々の

科学的能力、技術

的能力、産業能

力、及び人的能力

の強化・維持  

 

情報システムのセキュリティは、それらに損害を与えよ

うとする組織と個人が手に入れることができる技術とノ

ウハウを支配することに基づいている。情報システムのセ

キュリティに対して責任を有する国の担当者は、最高水準

の技術に精通しているだけでなく、将来を予測し、研究能

力を維持し、技術開発を促進しなければならない。これが、

防衛側に対する攻撃側の戦術的な優位を制限する唯一の

方法である。  

産業界との協働による「サイバー防衛研究センター」の

創設を検討中である。  

国家の弾力性を

確保するために、

国の情報システ

ムと重要インフ

ラの運営者を保

フランスは、国家機密を保護するために高い保全性を

もった製品の開発とともに政府機関によって使用される

信頼できる製品とサービスを開発しなければならない。そ

して、その製品とサービスは商業セクターにおいても広く

使用することができるものである。  

                                                   
65 ENISA ホームページ「 Information systems defence and security France’s strategy」

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/Information_system_security_France

_strategy.pdf 
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護  フランス本土の全ての意思決定と指揮命令系統のネッ

トワークには、回復力のある安全なネットワークが使用さ

れなければならない。  

技術の進歩と新

しい慣行を取り

入れるために法

律を見直す  

サイバー空間の発展を通して導入された慣行は、もし十

分な注意が払われないならば、個人の自由、重要インフラ

の運営、及び企業の安定を脅かすことができる。  

法律と規制のフレームワークは、技術における最新の進

歩を反映したものでなければならない。法律は、個人の安

全を強化するために新しい技術と慣行が出現した時に改

正されるであろう。しかしその時は、同時に、企業の競争

力への影響の最小化と重要な国益を守るための国家の介

入との釣合いを確保しなければならない。  

国の情報システ

ムをよりよく保

護するために、情

報システムセ

キュリティ、サイ

バー防衛、及びサ

イバー犯罪対策

の分野での国際

的な協働イニシ

アチブを促進  

情報システムのセキュリティは、様々な国々との関連し

たサービスの間でのデータ交換の品質に部分的に依存し

ている。フランスは、重要なデータ（製品及びサービスの

脆弱性又は欠陥）を共有することを進めるために外国の

パートナーとの広いネットワークを確立しようとしてい

る。  

フランスは、サイバー犯罪と戦うために、パートナーと

の関係を強化する。同様に、同盟国との強い関係は、効果

的なサイバー防衛政策の基礎を形づくる。フランスは、綿

密な作戦情報の交換のできる信頼できるパートナーとの

非常に特別な協力の輪を造っている。  

情報システムセ

キュリティに関

連した問題をフ

ランス国民に正

しく理解させる

ために、情報を提

供し、納得させる  

情報システムのセキュリティは、企業が導入したセキュ

リティ組織、施策、及び技術的対策、並びに政府の行動と

同じくらいに個人の警戒心に依存している。  

国と市民の情報システムに対する大規模な攻撃の潜在

的影響を考えれば、我々は個人と組織の認識と動機づけを

確実なものにしなければならない。  

 

(4) ドイツ  

本項ではドイツサイバーセキュリティの取り組みとサイバー戦略について述べ

る。 

ア． サイバーセキュリティへの取り組み  
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ドイツでは、内務省（ BMI）に置かれた連邦情報セキュリティ庁（ Das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ：BSI）が国家的権威と

して、ドイツのサイバーセキュリティ政策全般を推進している。但し、連邦情報

セキュリティ庁（BSI）が担当するのは非軍事政府機関のサイバーセキュリティ

対策であると推定される。指揮通信システムや情報通信ネットワークを部隊活動

の命脈とする軍の特殊性を考慮すれば、軍や軍関連機関のサイバーセキュリティ

対策については国防省が責任を有していると推定される。一方、連邦全体及び省

庁間にまたがるサイバーセキュリティ対策の調整は連邦内務省（ Federal 

Ministry of the Interior：BMI）が行なっている。また、連邦情報セキュリティ

庁（BSI）は、公共機関と民間機関と緊密に連携し、助言と支援を提供している。

連邦情報セキュリティ庁（BSI）の組織・機能については後述する。  

また、官民ともに組織内 CSIRT の設置が推奨されており、各 CSIRT が必要

な情報の収集・分析を自主的に行っている。組織内に CSIRT 組織を持つことが

難しい中小企業に対しては、脅威や脆弱性情報の提供等の CSIRT のサービスを

無償で提供する仕組みができている。そうした CSIRT 組織の情報収集のための

場である CERT ネットワーク（CERT-Bund が運営）がドイツにおける実質的な

情報連携の場として機能している。  

ドイツは、最近まで国家サイバーセキュリティ戦略を策定していなかった。こ

れまでは、2009 年に制定された「連邦情報技術強化法（Act tostrengthen the 

Security of Federal Information Technology）」（通称 BSI 強化法） 66、連邦情報

セキュリティ庁（BSI）が発刊している「2009 年のドイツの IT セキュリティ状

況（  IT Security Situation in Germany in 2009）」 67などがドイツのサイバーセ

キュリティ戦略を形作っていた。  

本稿では、2011 年 2 月に公表された国家サイバーセキュリティ戦略（Cyber 

Security Strategy for Germany）について述べる。  

イ． サイバーセキュリティ戦略  

ドイツは、2011 年 2 月にサイバーセキュリティ戦略（Cyber Security Strategy 

for Germany） 68を策定・発表した。  

                                                   
66 独連邦情報セキュリティ庁（BSI） - 「Act tostrengthen the Security of Federal 

Information Technology」 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/BSI/BSI_Act_BSIG.

pdf?__blob=publicationFile（2010 年 11 月確認） 
67 独連邦情報セキュリティ庁（BSI） - 「IT Security Situation in Germany in 2009」

https://www.bsi.bund.de/cae/servlet/contentblob/517474/publicationFile/28001/bs

i_lagebericht09_pdf.pdf （2010 年 11 月確認） 
68ENISA ホームページ「Cyber Security Strategy for Germany」  

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/german-cyber-security-strategy-2011

-1 
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この戦略は、IT 脅威評価（10 項目）と、戦略の構成要件、6 つの戦略の基本原

則、及び 10 の戦略目標・対策から構成されている。それぞれ、0、0、0、及び

0 のとおりである。  

表 30 IT 脅威評価 69 

1．  近年、情報インフラへの攻撃は、頻繁かつ複雑になると同時に犯人はより

プロになった。  

2．  サイバー攻撃は、ドイツ国内と海外から行われている。  

3．  サイバー空間の開放性と広域性は、システムの脆弱性を不正に利用した隠

密な攻撃を可能にしている。  

4．  技術的に洗練されたマルウェアを考慮すれば、攻撃を阻止することには限

界がある。  

5．  攻撃者は、攻撃者の身元と背景に関する手掛かりさえ残さない。  

6．  犯罪者、テロリスト、及びスパイは、彼らの活動の場として国境を越えて

サイバー空間を使用している。軍事作戦もそのような攻撃に隠れて行われ

ている。  

7．  主として経済的な動機によって、産業用情報システムが標準規格部品を

ベースに開発され、それらを接続するという傾向は、新しい脆弱性をもた

らしている。  

8．  スタックスネット（Stuxnet）ウイルスの経験は、重要な産業基盤が IT 攻

撃からもはや逃れられないことを示している。  

9．  情報インフラの複雑さと脆弱性が増加していることを考えれば、サイバー

セキュリティは将来も重大な課題である。  

10．IT 攻撃又は IT 事故は、公共セクターと民間セクターだけでなく社会全体

に同様な影響を与える。  

 

表 31 戦略の構成要件 70  

                                                   
69 ENISA ホームページ「Cyber Security Strategy for Germany」  

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/german-cyber-security-stra

tegy-2011-1 
70 同上  
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国内での協力と国際パートナーとの協力がこの戦略の枠組みの要件である

として、次のように記載されている。  

サイバーセキュリティを確保し、権利を保護し、重要な情報インフラを保

護することは、国内での協力、そして、国際的パートナーと協力する大きな努

力を要求している。政府と産業セクターと社会の共有責任を前提として、すべ

てのプレーヤーがパートナーとして一緒に仕事を成し遂げるならば、サイバー

セキュリティ戦略は成功するであろう。  

IT システムは世界的なネットワークに接続されている。他の国の情報イン

フラのインシデントはドイツにも間接的に影響を及ぼす。このため、サイバー

セキュリティは、国際的な行動基準及び規範の施行を必要とする。  

国内及び国際的な政策措置の混合だけがこの問題に対処するのに適切であ

る。サイバーセキュリティは、同盟国とパートナーとの共通の最小限の標準（行

動基準）を策定するための構成条件を強化することによって改善されることが

できる。特にサイバー犯罪の急成長と戦うためには、世界中で法執行当局との

緊密な協力を必要とする。  

 

表 32 サイバーセキュリティ戦略の基本原則 71 

1．連邦政府は安全なサイバー空間を確保するために相当な貢献をすることを

目指し、そして、ドイツの経済的及び社会的繁栄を維持・促進する。  

2．サイバー空間の機会と利用を妨げることなく、相互接続された情報インフ

ラに必要な重要性と保護に相応したレベルで、サイバーセキュリティを確保

する。  

3．この脈絡において、達成されるサイバーセキュリティのレベルは、情報と

通信技術の可用性とデータの完全性、機密性、真正性を保護するために取ら

れた国家的及び国際的な対策の総和である。  

4．サイバーセキュリティは、包括的なアプローチに基づくものである。これ

は、さらなる広範囲の情報の共有と調整を必要とする。  

5．本サイバーセキュリティ戦略は、主に民間（非軍事部門）が採るべきアプ

ローチと対策に集中しているが、これは、軍によって取られる対策によって

補完される。  

                                                   
71 ENISA ホームページ「Cyber Security Strategy for Germany」  

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/german-cyber-security-str

ategy-2011-1 
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6．情報と通信技術のグローバルな性質を考慮すれば、外交・安全保障の面に

注目した国際的協調と適切なネットワークは、不可欠である。これには、国

連でだけでなく、EU、欧州評議会、NATO、G8、OSCE 及びその他の多国

籍機構を含む。狙いは、サイバー空間を保護するために国際社会の統一と能

力を確実にすることである。  

 

表 33 戦略目標と対策 72 

1．重要な情報インフ

ラの保護  

 

重要な情報インフラの保護は、サイバーセキュリティ

の主要な優先事項である。情報インフラは全ての重要イ

ンフラの中で中心的な構成要素であり、ますます重要に

なっている。  

2．ドイツの市民及び

中小企業で使用さ

れている IT シス

テムの安全の確保  

市民及び中小企業によって使用されている IT システ

ムのより安全を確保しなければならない。  

3．行政機関の IT セ

キュリティの強化  

我々は、連邦ネットワーク（ federal networks）」）に

おいて、電子的音声及びデータ通信のベースとして、連

邦行政機関に共通・統一・安全なネットワーク基盤を構

築する。  

4．国家サイバー対応

センター

（National Cyber 

Response 

Centre）の設立  

すべての政府機関の間の運用・協力を最適化し、 IT

インシデントの保護と対応処置の調整を改善するため

に、国家サイバー対応センターを設立する。  

5．国家サイバーセ

キュリティ会議

（National Cyber 

Security 

Council）の創設  

危機の構造的原因の特定と除去は、サイバーセキュリ

ティの重要な予防手段と考えられる。このため、 IT を

より見えるようにするために連邦政府の責任の範囲内

で連邦政府と公共セクターと民間セクターの間での協

力を確立・維持するとともに、国家サイバーセキュリ

ティ会議を設置する。  

6．サイバー空間にお

ける効果的な犯罪

管理  

この分野のノウハウの交換を改善するために、企業と

法執行機関の参加した共同機構（ joint institution）を

設立する。  

                                                   
72 ENISA ホームページ Cyber Security Strategy for Germany 

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/german-cyber-security-strategy-2011

-1 
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7．欧州及び世界のサ

イバーセキュリ

ティを確実にする

ために効果的な国

際協力  

EU レベルでは、我々は、EU の重要情報インフラ防

護のための行動計画に基づいた適切な対策を支援する。

また、サイバーセキュリティに関するドイツの利益とア

イデアが生かされる方向で、国連、OSCE、欧州評議会、

OECD、及び NATO などの国際機関と協調する。  

8．信頼できる情報テ

クノロジーの使用  

このためには、我々は IT セキュリティと重要なイン

フラ保護に関する研究を強化する。  

9．連邦政府内の人材

の育成  

サイバーセキュリティの戦略的重要性を考えれば、サ

イバーセキュリティ当局内にさらなるスタッフが必要

かどうかについて優先的に検討されなければならない。 

10．サイバー攻撃に

対応するツール

（法的権限、メカ

ニズム、機構）の

見直し  

政府が、サイバー攻撃への完全な準備を望むならば、

サイバー攻撃に対応する調整された包括的なツールを

関係する機関と協力して策定しなければならない。  

 

3. 国際的な取り組み  

 

情報技術は国境を越えた対話を促進し、商品とサービスの世界的な流れを容易

にしている。これらの社会的及び商業上の結びつきは、我々の目常生活にとって

不可欠なものになっている。電気や水を供給する最重要な生命維持インフラ、航

空交通の管制、及び金融システムのすべてがネットワーク化された情報システム

に依存している。  

人々は、データが混乱なく国境を越えた目的地に到達することを望んでいる。

開放性、相互運用性、セキュリティ、及び信頼性を持った情報交換の媒体として

のインターネットを確保することは、国家のみならず国際社会の繁栄、安全保障

の促進にとって不可欠なこととなっている。  

しかし、インターネットは、その開発経緯等から信頼できる組織の相互連接を

想定して構築されたものであり、悪意ある利用者への接続は想定されていなかっ

た。このため、現在も悪意あるトラフィックが、ほとんどチェックされずインター

ネット上を流れている。また、インターネットは、グローバルに接続されており、

サイバー攻撃は国境を越えて行われる。ハッカーなど悪意ある者は、セキュリティ

の弱い国を拠点として攻撃を仕掛けて来るであろう。セキュリティ対策の基準や

法律が国や地域で異なることは安全・安心なインターネット環境にとっては大き

な課題である。  
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ところで、情報セキュリティの分野における国際的な取り組みの歴史は比較的

浅いものの、各国の協力に基づく情報共有等の形をとり発展してきた。そして、

各国政府はサイバー空間の保護やサイバー攻撃への対処において、サイバー関連

情報の共有が不可欠であるとの認識で一致しており、現在進行中の各種協議にお

いてサイバー空間保護のために情報を収集・共有する有意義な仕組みや機能を構

築して行こうとしている。  

しかし、近年、インターネットの開発者である米国が当初から有していたイン

ターネットの管理者という優位な地位は、インターネットは国連のような国際的

な機関によって管理されるべきであると考える国や団体から批判を受けるように

なった。また、サイバー空間における国家の行動規範に関しても、米国をはじめ

とする西側民主国家はサイバー空間における表現の自由やプライバシーは尊重さ

れなければならないと主張するが他方、中国、ロシアなどの独裁国家やイランな

どのイスラム国家は、インターネットの使用を規制するなど国家の管理を強化し

ようとするなど対立が表面化してきた。  

また、武力攻撃以上の損害をもたらす可能性のあるサイバー攻撃をどの様に規

制するかという問題がある。これに対して、既存の戦時国際法（国際人道法とも

言う。）を適用しようという動きがある。それはタリン・イニシアティブと呼ばれ

る。タリンとは NATO のサイバー防衛センターが配置されているエストアニアの

首都である。本年 3 月にタリン・イニシアティブの成果が「タリンマニュアル」

として発表された。  

現在、国際社会は、サイバー空間の脅威に対応するために、様々な課題で対立

しつつも、各種フォーラムを通じて、何らかのコンセンサスの構築を目指そうと

努力している。  

本稿は、各種フォーラムにおける国際的な取り組みの動向を取り纏めたもので

ある。以下、公開情報をもとに各種フォーラムにおける国際的な取り組みを述べ

る。  

(1) 全般  

この十数年の国際的な協力の最大の成果は、2001 年に欧州評議会において採択

された「サイバー犯罪に関する条約」であろう。本条約は、情報技術の発展によ

り増加するサイバー犯罪から社会を保護することを目的としており、コンピュー

タシステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータデータ

の迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につ

いて規定している。  

しかし、ロシアと中国は共に本条約に署名していない。さらに、ロシアや中国

はインターネットの使用を規制するなど国家の管理を強化しようとしている。最

近はイランなどのイスラム国家もインターネットにおける国家の管理を強化しよ



 

100 

 

うとしている。このような問題の背景には、インターネット・ガバナンスを含む

サイバー空間における国際規範が未だ確立していないことがある。  

このような中、米国は、2011 年 5 月に発表した「サイバー空間のための国際戦

略」 73の中で、サイバー空間に必須の新しい行動規範 74について、次の 6 つを挙

げ、行動規範の構築について国際的なパートナーと協働して取り組むというアプ

ローチを提示した。  

①  インターネットの中核的機能であるドメイン・ネーム・システム（DNS）

やボーダー・ゲートウェイ・プロトコル（BGP）の技術的対応の国際的な

取り決めを認識・尊重して行動すべきである。  

②  グローバルな相互運用性：国家は、すべての人々がアクセスできるイン

ターネットのエンドツーエンドの相互運用性を確保するために、国家の権

限内で行動すべきである。  

③  ネットワークの安定性：国家は、自国のネットワーク構造内での情報の自

由な流通を尊重しなければならない。そして、国家は、国際的に相互接続

したインフラに対して恣意的な干渉を行わないことを保証すべきである。 

④  確実なアクセス：国家は、インターネット又は他のネットワーク化された

技術に対する個人のアクセスを恣意的に奪う又は中断させてはいけない。 

⑤  複数利害関係者による統治：インターネット・ガバナンスのための努力に

は、政府に限定せず、すべての適切な利害関係者が含まれなければならな

い。  

⑥  サイバーセキュリティヘの十分な配慮：国家は、情報インフラを防護し、

損傷又は不正使用から国家システムを保全するという彼らの責任を認識

し、行動しなければならない。  

現在、国際社会は、意見の対立を含みながらもサイバー空間における各種脅威

に対処するため、インシデント情報の収集・共有、技術の国際標準化、法執行機

関の連携、行動規範の確立などの議論を進めている。議論する場としては 0 のよ

うな枠組みがある。  

  

                                                   
73 ホワイトハウス「 INTERNATIONAL STRATEGY FOR CYBERSPACE」

http://www.whitehouse.  

gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf  

74 米国は、既存の国際的規範として、経済における自由競争、基本的自由（表現と結社）の尊重、

所有権の尊重、プライバシーの尊重、犯罪からの保護、攻撃的行為に対する自衛権を挙げている。

（ホワイトハウス『サイバー空間のための国際戦略』）  
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表 34 サイバー脅威に対応する国際的な枠組み  

国際的な首脳・閣僚会議  

 

●G8 首脳会議  

●G8 司法・内務大臣会議（G8 ローマ／リヨン・

グループ）  

●日中韓首脳会合及び会議  

グ ロ ー バ ル な

フォーラム  

 

国連  ●国際電気通信連合（ITU）  

●インターネット・ガバナンス・フォーラム（ IGF） 

●犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）  

 欧 州 評

議会  

●サイバー犯罪に関する条約  

●オクトパス・インターフェース・カンファレン

ス  

 OECD ●情報・コンピュータ・通信政策委員会  （ICCP） 

 その他  ●ICANN 

●メリデイアン・カンファレンス  

●国際監視警戒ネットワーク（IWWN）   

●FIRST 

地域的なフォーラム  

 

 

●日・ASEAN 情報セキュリティ政策会議  

●ASEAN 地域フォーラム・仮想作業グループ  

●APEC・電気通信・情報作業部会（TEL）  

●アジア太平洋コンピュータ緊急対応チーム

（APCERT）  

二ヵ国間のフォーラム  

 

●インターネットエコノミーに関する日米政策協

力対話  

●日米サイバーセキュリティ会合  

●サイバーセキュリティ問題に関する日米戦略政

策対話  

その他  

（ｱﾄﾞﾎｯｸな国際会議等）  

●サイバー空間に関するロンドン会議  

●世界サイバーセキュリティサミット  

以下、それぞれの概要を述べる。  
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(2) 国際的な首脳・閣僚会議  

ア． G8 首脳会議  

G8 は、主として経済及び政治的課題について討議する会議であるのでサイバー

セキュリティやサイバー犯罪については、あまり取り上げられることが少なかっ

たが、2011 年 5 月にフランスで開催された G8 ドーヴィル・サミットでは、G8

がインターネットについて強い関心や意見を表明した。また、G8 の開催に合わ

せ当時のサルコジ大統領の希望に基づいて、デジタル部門の企業により「e-G8

フォーラム」が開催され、インターネット界の主要関係者が一堂に会し、インター

ネットの発展に関連する諸問題について議論し、その意見は、G8 各国首脳に報

告された。ドーヴィル・サミット首脳宣言の中で、インターネットに関する以下

の認識が示された 75。  

①インターネットは、世界中至る所で我々の社会、経済及びそれらの成長に不

可欠なもの。  

②市民にとって、インターネットは、類い希な情報及び教育の資源であり、そ

れゆえ自由、民主主義及び人権を促進する有益な手段。  

③企業にとって、インターネットは、商取引行為及び消費者との関係構築に不

可欠かつ代替不可能な手段。インターネットは、イノベーションの推進力で

あり、効率性を向上させ、それゆえに成長及び雇用に貢献。  

④政府にとって、インターネットは、行政の効率化、公衆及び企業へのサービ

ス提供、並びに市民との関係強化及び人権尊重・促進の確保のための手段。 

⑤インターネットは、世界経済、その成長及びイノベーションの主要な推進力。 

⑥インターネットの開放性、透明性及び自由は、その発展及び成功の鍵。  

イ． G8 司法・内務大臣会議（G8 ローマ /リヨン・グループ） 76 

2009 年 5 月に、ローマで開催された G8 司法・内務大臣会議ではサイバー犯罪

対策が協議され、この分野での国際協力を強化することが謳われた。最終宣言の

中のサイバー犯罪とサイバーセキュリティに関する部分の骨子は次のとおりであ

る  

①サイバー犯罪の危険性が技術進歩に伴って増大。  

②インターネット利用者の権利を尊重しつつ、インターネット上の活動を追

跡するため、プロバイダと法執行機関との協働の改善及び国際協力の枠組

みの強化が不可欠。  

③サイバー犯罪の捜査における法執行機関同士の協力の強化を継続すべき。  

                                                   
75 http://www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201105/27g8_ky.html 

76 http://www.npa.go.jp/kokusaikyoryoku/lyong.htm 
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また、G8 司法・内務大臣会議の下には G8 ローマ／リヨン・グループが設置

され、サイバー犯罪、サイバーテロ対策等に関して各国が協力して取り組むべ

き対策について検討を行っている。  

ウ． 日中韓首脳会合及び会議  

これまでの日中韓首脳会合及び首脳会議（サミット）における情報セキュリティ

に関連する事象は次のとおりである。  

2007 年 11 月に開催された第 8 回日中韓首脳会合で、三国間協力として、①三

国間協力のための「サイバー事務局（ホームページ）」の設置、②北京オリンピッ

ク期間中のサイバーテロ対策に係る三国間協力の探求などの具体的措置を推進し

ていくこと、が合意された。  

また、2008 年 12 月、福岡で開催された第 1 回日中韓サミットにおいて、「日

中韓行動計画」を発表した。同計画には、①三国間協力促進のためサイバー事務

局を 2009 年以降立ち上げる、②サイバー事務局においては、日中韓首脳会議を

含む三国間の会議の結果概要を掲載する、ことが盛り込まれた。  

このように、2007 年及び 2008 年にサイバーセキュリティ協力が提言されるよ

うになった背景には、2007 年のエストニアに対するサイバー攻撃や 2008 年のグ

ルジアへのサイバー攻撃が、サイバーセキュリティ対策における多国間協力の必

要性を認識される契機になったと思われる。しかし、その後日中韓の三ヵ国のサ

イバーセキュリティ協力は遅々として進んでいない。特に、昨年（2012 年）以降

は、竹島や尖閣諸島をめぐり日韓と日中とで間で緊張が高まっており、政府間で

のサイバーセキュリティ協力を進められるだけの余裕はないものと思われる。  

(3) グローバルなフォーラム  

ア． 国連  

(ア ) 国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication Union）  

2012 年 12 月にドバイで開催された ITU の世界国際電気通信会議（WCIT：

World Conference on International Telecommunications)が世界の注目を集めた。 

現在の国際電気通信規則（ITR：International Telecommunication Regulations）

は、1988 年に制定されたもので、当時はまだインターネットがない時代だった。

しかし時代は変わり、通信の主役はインターネットになった。そこで、規則（ ITR）

の方も現代に合わせて作りなおそうというのが今回の WCIT の議題であった。と

りわけロシアや中国の提案がセキュリティや国家安全保障の名のもとに、検閲・

規制を正当化することにつながるのではないかと注目を集めた。これに対し米国

は、ITU がインターネットに関して権限を持つこと自体に強く反発した。欧州や

日本など、いわゆる西側先進諸国も基本的には米国と同様、ITU による規制の導

入に反対という立場であった。  
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ITU ではコンセンサス方式が原則であったが、上記会議では、「 ITU のインター

ネットへの取組強化等を定めたインターネットに関する決議」の採択が多数決に

より実施され、会議に参加した 144 ヶ国のうち 89 ヶ国が賛成し、55 ヶ国が反対

という結果となった。  

米国や EU 諸国、日本などの決議に反対した 55 ヵ国は、採択された改正案及

び決議が、インターネットのコンテンツ規制や検閲、遮断等の規制強化につなが

りかねないとして、署名しなかった。改正 ITR は、2015 年 1 月 1 日に施行する

が、署名しなかった国が改めて不同意（不参加）の通知を行った場合、改正 ITR

はこれらの国に適用されず、現行の ITR が適用される 77。  

ところで、2011 年に「サイバーテロに対する国際多国籍パートナーシップ

（IMPACT ：International Multilateral Partnership Against Cyber-Terrorism)

が ITU の特別機関（ITU-IMPACT）となった。ITU-IMPACT については後述す

る。  

(イ ) インターネット・ガバナンス・フォーラム（IGF ：Internet Governance 

Forum）  

インターネットの制度管理における米国の一国支配への反発等から、関係国で

構成される国際機関の管理下に置こうとする動きが高まり、この問題をグローバ

ルな観点から討議するために 2003 年と 2005 年に、国連世界情報社会サミット

（WSIS：World Summit on the Information）が開催された。そして、2005 年

にチュニジアのチュニスで開催された WSIS において、関係者間で政策対話を行

う国際連合管轄下のフォーラムとして IGF の設立が決定された。  

IGF は、年に 1 回の総会を開催し議論したが、新しい管理体制を見出すことが

できず、インターネットの制度管理に関する国際的な議論は 2009 年秋で終息し

た。しかし、その後も毎年 1 回の総会が開催され、IP アドレスの維持管理、イ

ンターネット上のコンテンツの権利保護、インターネット上での青少年保護など

が議論されている。  

 

(ウ ) 国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス） 78 

コングレスは、国連が主催する刑事司法分野における世界最大規模の国際会議

であり、1955 年以降 5 年ごとに開催されている。2010 年 4 月、ブラジルで開催

されたコングレスは、「サイバー犯罪を含む犯罪との闘いにおいて犯罪者及び権限

ある当局が使用する科学技術の最近の発展」等の議題について議論を行い、参加

国の政治的決意を表明するサルバドール宣言を採択した。サルバドール宣言では、

                                                   
77 http://www.soumu.go.jp/main_content/000176237.pdf  

78 法務省「第１２回国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）について」

http://www.moj.go.jp/content/000046652.pdf  
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①国際組織犯罪が進化し、違法にネットワーク化するなど、危険性が高まってい

ることを認識、②情報通信技術の発展とインターネットの利用拡大が犯罪を助長

していることを認識、などが述べられている。このほか、サイバー犯罪等につい

て、効果的な措置の検討・実施が言及された。  

イ． 欧州評議会（Council of Europe）  

(ア ) サイバー犯罪に関する条約（Convention on Cybercrime）  

2001 年 11 月 8 日に欧州評議会においてサイバー犯罪に関する条約が採択され

た。同年 11 月 23 日にハンガリーのブダペストにおいて署名式典が開催され、2004

年 7 月 1 日に発効した。本条約の目的は既述したとおりである。2012 年 9 月 14

日現在で、批准国が 37 ヵ国、署名したが批准していない国が 10 ヵ国となってい

る。  

日本は、上記署名式典において署名し、そして 2012 年 11 月 1 日本条約が日本

においても発効した。  

欧州協議会の加盟国であるロシアも非加盟国の中国も共に本条約に署名してい

ない。中国、ロシアは、これまでに、この条約に反対する立場から、①サイバー

犯罪対策に関する条約は、国連において策定されるべきものである、本条約では

サイバーテロや新たな手口によるサイバー犯罪に対応できない、相互援助のため、

自国にあるコンピュータから他国のコンピュータ･データにアクセスできること

などを認める本条約第 32 条 b を受け入れることはできない、と主張している。  

(イ ) オクトパス・インターフェース・カンファレンス  

  （Octopus Interface Conference）  

欧州評議会は、2007 年から毎年、サイバー犯罪に関する問題をテーマにした国

際会議「オクトパス・インターフェース・カンファレンス」を主催している。こ

の会議には、世界の政府組織や取り締まり当局、国際機関、インターネット関連

企業から多数の専門家が出席し、サイバー犯罪防止に関連するテーマ等について

意見交換をしている。  

ウ． 経済協力開発機構（OECD）  

(ア ) 情報・コンピュータ・通信政策委員会  

  （ICCP：committee for information、computer and communications 

policy）79  

ICCP は、インターネットをはじめとする情報通信技術（ ICT）の発展のため、

及び ICT の発展により生じた課題に対して必要な政策及び規制環境の促進に関

する協議の場として 1981 年 4 月に設立された。  

                                                   
79 http://www.oecd.emb-japan.go.jp/kiso/6_2.htm 
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現在は、2008 年 6 月にソウルで開催された閣僚級会合の成果である「ソウル

宣言」のフォローアップとして、インターネット経済の将来に関する分野横断的

課題を中心に協議している。  

エ． その他のフォーラム  

(ア ) ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers） 80 

ICANN は、1998 年 10 月、インターネットの維持に必要な管理業務を行うた

めに設立されたカリフォルニア州非営利公益法人法に基づく非営利公益法人であ

る。主な業務は、ドメイン名、IP アドレス、プロトコルポート番号、ルート・サー

バーなどのインターネットの基盤資源に関する世界的な調整及びこれらの技術的

業務に関連する方針策定の調整である。  

ICANN は民間の非営利公益法人ではあるが、米カリフォルニア州法の下で設

立され、米商務省の管理下にある。この現状に対して度々異議が唱えられている。

先に述べたように世界情報サミット（WSIS）では途上国側が中心となって、

ICANN の業務を ITU（国際電気通信連合）に移管することなどを提案したが、

結論は出ないままである。また、2009 年に欧州連合（EU）が、多国間で管理す

る“インターネットの G12”を呼びかけたが、これも大きな動きとならなかった。

このように、ICANN を巡っては、米政府との関係がしばしば取りざたされるが、

現在の ICANN 以外に、信頼できる代替案がないためいつも立ち消えとなってい

る。  

 

 

(イ ) メリデイアン・カンファレンス（Meridian Conference）   

メリデイアン・カンファレンスは、2005 年に G8 司法・内務大臣会議において

英国が中心となり設立された。メリデイアン・カンファレンスは、重要インフラ

防護政策等の情報交換を行う場として、G8 を中心に欧州・アジアの重要インフ

ラの担当者が参加している重要インフラ防衛の分野では世界最大規模の協議会で

ある。第 1 回会合は、2005 年に英国で開催され、その後毎年開催されている。  

(ウ ) 国際監視警戒ネットワーク  

  （IWWN：International Watch and Warning Network）  

IWWN は、2004 年に米国・国土安全保障省が中心となって設立された。IWWN

は、インターネットセキュリティの状況を監視し、国際的なサイバー攻撃や脆弱

性対応について情報共有を行う枠組みである。加盟国 15 ヵ国（オーストラリア、

カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリー、日本、ニュー

                                                   
80 

http://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/index.html#ican

n 
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ジーランド、ノルウェー、オランダ、スイス、スウェーデン、英国、米国）の政

府機関、法執行機関、CSIRT 組織で構成される。  

(エ ) FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) 

FIRST は世界中の  CSIRT が相互の情報交換やインシデント対応に関する協

力関係を構築する目的で、1990 年に US CERT/CC などが中心となって設立され

た。世界 57 ヶ国から合計  265 チームが参加（2012 年 10 月現在）している。  

日本からは  JPCERT/CC が、1998 年に参加して以来、現在までに日本から 22

（NISC、IPA、JSOC など）を超えるチームが正式メンバーになっている。  

(4) 地域的なフォーラム  

ア． 日・ASEAN 情報セキュリティ政策会議 81 

2009 年 2 月開催された第 1 回日・ASEAN 情報セキュリティ政策会議において、

「情報セキュリティ分野における日・ASEAN の連携枠組み」が合意され、2009

年以降、毎年 1 回、会議が開催されている。  

2012 年 9 月、内閣官房情報セキュリティセンター、総務省、経済産業省の共

催で「第 5 回日・ASEAN 情報セキュリティ政策会議」が開催され、情報セキュ

リティ分野における日本と ASEAN 諸国との国際的な連携や取り組みを強化する

ことを目指して意見交換などが行われた。  

イ． ASEAN 地域フォーラム（ARF）・仮想作業グループ  

（Virtual Working Group on Cyber Security and Cyber Terrorism）  

2007 年 10 月に韓国・釜山で開催された ARF のサイバーテロリズムに関する

セミナーにおいて、今後域内でのサイバーテロに関する具体的な協力、リアルタ

イムでの脅威・脆弱性情報の共有に向けた協力関係を促進していくことを目的と

して、仮想作業グループの創設が合意された 82。仮想作業グループは、バーチャ

ルの会合を通じて、安全保障を中心に議論する会合で、ASEAN 諸国、日本、米

国、中国、及び韓国の外務省や法執行機関、通信規制省庁、CERT 組織が参加す

る83。  

ウ． APEC・電気通信・情報作業部会  

（TEL：Telecommunications and Information Working Group）84 

APEC・TEL は、APEC 活動全体の調整を行う高級実務者会合（SOM：Senior 

official）の下部機関として 1990 年 7 月に設置された。  

TEL は、情報通信技術（ICT）分野における人材育成、技術移転、地域協力等

を目的としており、情報通信省や関連民間企業の関係者が参加している。元来、

                                                   
81 総務省「情報セキュリティ分野における日・ASEAN の連携枠組みの合意について」

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090225_8.html 

82 http://books.google.co.jp/books?id 
83 NISC「主な活動」http://www.nisc.go.jp/active/kokusai/torikumi.html  
84 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/soshiki/telwg.html  
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通信関係規制省庁の会合であったが、近年はインフラのみならず、特に ICT 利活

用のように、実際の応用分野についても議論している。  

エ． アジア太平洋コンピュータ緊急対応チーム  

（APCERT：Asia Pacific Computer Emergency Response Team）85 

日本の JPCERT/CC の主導により、2002 年 3 月、東アジア太平洋地域におけ

る国境を超えた連携・情報共有の枠組みとして APCERT を発足させることが決

定された。2003 年 2 月、台湾で開催された APSIRC（Asia-Pacific Security 

Incident Response Coordination）会議において、APCERT が正式に発足した。

発足当初のメンバーは、12 の国・地域の 15 チームであったが、2012 年 5 月現在、

アジア太平洋地域の 20 の国・地域から 29 チームが参加している。  

APCERT は、少なくとも年に 1 回、サイバー演習を実施することとされており、

全メンバーチームが可能な限り参加することが求められている。2012 年 2 月に

“APCERT Drill 2012”が実施された。  

(5) 2 ヵ国のフォーラム  

ア． インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話 86 

2010 年 6 月、原口総務大臣とバービーア米国国務省大使 (国際情報通信政策担

当 )との間で、インターネットエコノミーに関する政策課題について局長級対話を

行うことが合意された。24 年 3 月までに 3 回の局長級会合が開催されている。  

イ． 日米サイバーセキュリティ会合 87 

重要インフラ防護政策を中心とした政策的な対話を、内閣官房情報セキュリ

ティセンター（NISC）と米国国土安全保障省（DHS）が共に毎年実施している。  

ウ． サイバーセキュリティ問題に関する日米戦略政策対話 88 

日米両国は 2011 年 6 月の日米安全保障協議委員会（「2+2」）において、サイバー

セキュリティに関する二国間の戦略的政策協議の設置に合意した。  

2011 年 9 月、日米両国は安全保障分野の「サイバーセキュリティ問題に関する

日米戦略政策対話」の第 1 回会合を開催し，サイバー空間における安全保障上の

課題について認識を共有した。  

エ． 日米サイバー対話 89 

日米両政府は、2013 年 5 月 9 日及び 10 日に、東京にて、第 1 回日米サイバー

対話を開催した。（2012 年 5 月の日米）首脳間合意に基づく日米サイバー対話は、

                                                   
85 デジタルガバメント「APCERT を通じたアジア太平洋地域における CSIRT 間の連携」

http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/contents_type=7&id=681  
86 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_01000005.html 

87 内閣官房「情報セキュリティ政策の概要」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/dai7/siryou2.pdf  

88 外務省「日米安全保障体制について」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/taisei.html  

89外務省「日米サイバー対話共同声明」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page24_000009.html 
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サイバーに関する脅威情報の交換、国際的なサイバー政策についての連携、それ

ぞれのサイバー戦略の比較、重要インフラに対する共通の脅威に対抗するための

取組や計画における協力、及び防衛・安全保障政策におけるサイバー分野の協力

について議論を行うための協議の場である。  

第 1 回日米サイバー対話は、今井治サイバー政策担当大使によって主催され、

外務省、内閣官房（安全保障・危機管理担当）、内閣官房情報セキュリティセンター、

内閣情報調査室、警察庁、総務省、経済産業省、防衛省を含む幅広い政府高官の

参加があった。また、経済産業省所管の情報処理推進機構からの参加もあった。

クリストファー・ペインター国務省サイバー問題調整官が、国務省、国土安全保

障省、司法省、国防省からの代表者を含む政府横断的な代表を率いて参加した。  

今井大使とペインター調整官は、2013 年の第 4 四半期にワシントン DC にて第

2 回日米サイバー対話を開催することを決定した。  

(6) その他（アドホックな国際会議等）  

ア． サイバー空間に関するロンドン会議 90 

2011 年 11 月、ヘーグ英外相が主催し、サイバー空間に関するロンドン会議が

開催された。本会議には、60 ヵ国の政府機関の他、国際機関、民間セクター、

NGO 代表など約 700 名が参加した。  

第 1 回フォローアップ会議が、2012 年 10 月にブダペストで開催された。第 2

回フォローアップ会議は、韓国がホスト国として 2013 年 10 月に開催予定である。 

イ． 世界サイバーセキュリティサミット（World Cyber Security Summit） 91 

2008 年 5 月、マレーシア政府主催による世界サイバーセキュリティサミット

が開催された。本会議はそれまで開催されたサイバーテロリズムに関する閣僚級

会議としては最大のものである。日本や韓国、米国などが本会議に招待された。  

本会議が最も注目されるのは、本会議が「サイバーテロに対する国際多国籍パー

トナーシップ（IMPACT）」に関する最初のイニシアチブであったというである。

本会議で、IMPACT の創設が宣言され、2009 年 5 月に、IMPACT の世界本部が

マレーシアに開設された。2011 年には国連 ITU の特別機関（ITU-IMPACT）と

なった 92。  

ウ． タリン・プロジェクト  

本年 3 月、NATO サイバー防衛センター  が招聘した独立した専門家グループ

は、既存の国際法とサイバー戦争の関係を整理した文書「タリンマニュアル

（ TALIN MANUAL ON THE INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO 

                                                   
90 外務省「サイバー空間に関するロンドン会議」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/fuku/yamane/cyber_1111.html  

91 
http://www.smibusinessdirectory.com.my/news-archive/326-impact-world-cyber-security-summ

it.html 
92 http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact/# 
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CYBER WARFARE）」を作成・公表した。同文書は「武力攻撃と同様の被害をも

たらすサイバー攻撃を受けた場合、国家は同等の規模であれば自衛権を行使して

もよい」といった同グループの共同見解を含む計 95 項目の規定（ルール）を提

示している。  

タリンマニュアルは、唯一個人の資格で参加した専門家からなる独立グループ

の意見表明であり、NATO サイバー防衛センター、同センターの支援国又は NATO

の見解を示したものでないとされるが、今後のサイバー空間における軍備管理等

の議論に大きな影響を与えるであろう。   
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第3章  情報セキュリティに関する法制度  

 

もともと情報セキュリティは法制度の領域から生成・発展した概念ではない。

このような事情もあるため、我が国においても、情報セキュリティを包括的に保

護することを目的とする法律は存在していない。それどころか、現時点では情報

セキュリティという言葉を用いた法律そのものが存在していない。  

しかし、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ IT 基本法）は第 2 条・第

22 条において高度情報通信ネットワークの「安全」「安心」に言及しており、こ

れらは情報ネットワークを中心とするセキュリティを意味するものと考えられて

いる。このため、情報セキュリティに関する事実上の基本法としての役割を営む

ものということができるが、それは理念を規定するものにとどまり、具体的な権

利・義務等を定めるものではない。  

これに対し、個々の法規定中には、部分的にではあるが、情報セキュリティを

保護する機能を営むものが存在している。その具体例として、昭和 62 年改正に

よって刑法に新設されたコンピュータ犯罪処罰規定をはじめとして、不正競争防

止法中の営業秘密の保護に関する規定、不正アクセス禁止法、個人情報保護法中

の個人データ安全管理措置義務に関する規定などを挙げることができる 93。  

 

1. 情報セキュリティと法令順守 94 

情報セキュリティ対策には、管理的対策（組織的、人的、物理的対策）と技術

的対策をバランスよく導入することが必要である。また、情報や情報システムの

取扱いに関しては、関連する法令で規定されていることがあるため、情報セキュ

リティ対策を実施する際には、関連法令等を遵守するのは、当然のことと言える。

法律違反は、経営の根幹を揺るがしかねない。知らずに法律違反をしていたとい

うことがないよう、法律についても認識し、対応することが必要である。  

IT の進展に伴って、刑法が改正されたり、不正アクセス禁止法などのサイバー

犯罪を取り締まるための法律、電子署名認証法、e-文書法などの円滑な電子商取

引を支援する法律、プライバシー保護や個人情報を扱う事業者規制のための法律、

迷惑メールを規制する法律、著作権保護のための法律など、様々な法律が制定さ

れてきた。情報システムの設計、運用、使用、管理にあたって、これらの法律の

規定に対応しなければならない場合も数多くある。  

                                                   
93経産省「情報セキュリティ関連法令の要求事項集」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2010_JohoSecurityKa

nrenHoreiRequirements.pdf 
94 独立行政法人情報処理推進機構

http://www.ipa.go.jp/security/manager/know/law1.html 
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経営者はもちろんのこと、情報セキュリティの責任者や担当者は法令、規制又

は契約上の義務などへの違反を避けるために、関係する法律や規則などの概要を

理解することが必要である。なお、IT に関連する法律だけでも多数存在し、また、

条文の理解には専門知識が必要ですので、現実の対応に際しては、会社の法務部

門や顧問弁護士などの法律の専門家の助言を得ることが必要である。  

以下、サイバー犯罪を取り締まるための法律、円滑な電子商取引を支援する法

律、情報を扱う事業者規制のための法律、迷惑メールを規制する法律、著作権保

護のための法律、そして、最後に、情報管理体制の構築義務を課している会社法

についても述べる。  

 

2. サイバー犯罪を取り締まるための法律  

(1) 刑法の改正 1987 年（昭和 62 年）  

コンビュ -タ等の電子情報処理組織が普及し、これに関連する不正行為に適切に

対処する必要性が生じたことにより、昭和 62 年（1987 年）に、コンピュータ犯

罪に対処するために、刑法が改正され、いくつかの規定が新設された。62 年に刑

罰化された行為は、次の行為である。  

ア． 権利義務に関する電磁的記録の改ざん   

・電磁的記録不正作出罪（161 条の 2）等  

・電磁的記録毀棄罪（259 条）等   

イ． コンピュータシステムに対する加害を手段とする業務妨害行為   

・電子計算機損壊等による業務妨害（234 条の 2）   

ウ． コンピュータを利用した財産利得行為   

・電子計算機使用詐欺罪（246 条の 2）  

昭和 62 年（1987 年）の刑法の改正は、コンピュータ犯罪対策の立法時期とし

ては、決して諸外国より遅いものではなかった。しかし、諸外国では刑罰化され

ている行為で、日本では犯罪とならない行為が残された。その行為が、いわゆる

「不正アクセス」である。いわゆる「ハッカー」や「侵入者」の行為を罰するこ

とはできなかった。  

不正アクセスを手段として犯罪を実行すれば、その段階で処罰の対象となるこ

とはもとより当然であるが、犯罪実行のための「下見」としてシステムに侵入す

るにとどまる場合や、パスワードファイル、電子マネー等の「情報」ののぞき見

にとどまる場合は、処罰の対象ではなかった。  

昭和 62 年の改正の際に、不正アクセスは、システムにあるデータののぞき見、

システムの無権限使用は処罰すべきかという観点から、議論のそ上に上りながら、

その処罰は見送られている。その際の理由としては、「情報の不正入手及び漏示の

問題については、情報の中には、秘密情報、プライバシー情報にかかる情報ある
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いは財産的価値ある情報等様々なものがあり、その不正入手等に対する罰則の要

否等については、これらの情報の法的保護はいかにあるべきか、殊にそれぞれの

情報の特質に応じた取扱いをどうするべきか、また、電子情報処理組織以外で用

いられる一般の情報の取扱いとの均衡、関連する各種法規の諸規定との関係をど

のように考えるかなど、更に諸般の角度から検討を重ねる必要のある多くの問題

が存する。いわゆるコンピュータの無権限使用に対する罰則の要否については、

刑法が、財物の占有移転や人に対する加害を伴わない無権限使用自体を処罰の対

象としていないことから、コンピュータ以外の機器、システムの取扱いとの均衡

を考慮するとともに、どのような観点から処罰の根拠、違法性の実質をとらえる

べきかについて、今後なお諸般の角度から検討を要する事柄であることが挙げら

れている。」 95 

しかし、刑事罰以外に、このような行為に適用可能な法律は存在していた。「不

正競争防止法」の「営業秘密」に関する規定である。ただし、これは不正アクセ

スを想定して立法された条項ではなかったため、不正競争を目的とした行為しか

罰することができなかった。不正競争を目的としない営業秘密の領得自体への刑

事罰が導入されたのは、平成 21 年（2009 年）の不正競争防止法の改正後である。  

また、不正アクセスが処罰されるようになったのは、次項で述べる平成 11 年

（1999 年）の不正アクセス禁止法制定後である。  

(2) 不正アクセス禁止法の制定 1999 年（平成 11 年）  

インターネット等高度情報通信ネットワークの急速な普及は、個人の生活様式、

社会・経済活動、行政の在り方等広範な分野において大きな変革をもたらした。

そして、インターネット利用者の増加と共に、不正アクセスの被害届数も増加し

た。  

特に行政の情報化、電子商取引の普及、及び企業が保有する個人情報の増加が

進む中、不正アクセスによってもたらされる様々なリスクが認識されてきた。  

具体的には、行政の情報化により、政府機関のコンピュータが外部ネットワー

クに接続されるに伴い、外部から不正アクセスをされ、機密情報を盗まれ、デー

タの改ざん、システムの破壊等の被害にあう危険性が増大した。電子商取引にお

いては、インターネット上でクレジットカード番号、電子マネー等の経済的価値

に直接又は間接に結びつく情報がやりとりされるため、それを盗むことを目的と

した不正アクセスが行われやすい状況を作り出した。個人情報が企業の情報シス

テムに保管されている場合には、一度に数万人分、数十万人分といった大量の個

人情報が流出する危険性が増大した。  

                                                   
95警察庁「不正アクセス対策法制に関する調査研究報告書」  

http://www.npa.go.jp/cyber/research/h10/housei/nsreport.html  
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また、インターネットを悪用することにより国境を越えた不正アクセスが可能

となる。日本に不正アクセスを処罰する規定がないと日本がハッカーにより捜査

を免れるための抜け穴として利用されることになってしまう。しかるに、当時 G7

諸国の中で不正アクセス禁止法がないのは我が国だけであった。こういった、国

内及び国際的な必要性に迫られて、1999 年（平成 11 年）8 月 13 日に本法が制定

され、2000 年（平成 12 年）2 月 13 日に施行された。  

本法は、不正アクセス行為等の禁止・処罰という行為者に対する取締面の対策

と、不正アクセス行為を受ける立場にあるアクセス管理者に防御措置を求め、ア

クセス管理者がその防御措置を的確に講じられるよう行政が援助するという防御

面の対策という 2 つの側面から、不正アクセス行為の防止を図ろうとするもので

ある。（図 18 参照）  

 

図18  不正アクセス禁止法の概要 96 

  

不正アクセス行為には、①他人の ID、パスワードなどを無断で使用する行為（な

りすまし）と②セキュリティホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為の 2

                                                   
96警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要」

http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/gaiyou.htm 
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類型があるが、いずれも「電気通信回線を通じて」行われるもの、すなわちコン

ピューターネットワークを通じて行われるものに限定されている。したがって、

スタンドアロンのコンピュータ（ネットワークに接続されていないコンピュータ）

を無断で使用する行為や、ネットワークに接続されアクセス制御機能により特定

利用が制限されているコンピュータであっても当該コンピュータのキーボード

（コンソール）を直接操作して無断で使用する行為は、「電気通信回線を通じて」

行われているわけではないため、不正アクセス行為には該当しないこととなる。  

以上のことから、不正アクセス罪が成立するためには、①特定電子計算機、す

なわちコンピューターネットワークに接続されているコンピュータに対して行わ

れたものであること、②コンピューターネットワークを通じて特定電子計算機へ

のアクセスが行われたものであること、③他人の識別符号又はアクセス制御機能

による特定利用の制限を免れることができる情報又は指令が入力されたものであ

ること、④アクセス制御機能によって制限されている特定利用をすることができ

る状態にさせたもの（一部のセキュリティホール攻撃のように、特定利用をする

ことができる状態に止まらず、特定利用をしてしまう行為をも含む。）であること、

が必要となる。この条件を満たせば不正アクセス行為となり、識別符号はどんな

種類のもの（ID・パスワード、指紋、虹彩、音声、署名など）でもよく、特定利

用についてはホームページの書き換え、インターネットショッピングの注文、デー

タの閲覧、ファイル転送、ダイヤルアップ接続などその利用の内容に制限はない。

特定電子計算機は個人のものでも法人のものでもよく、対象となるコンピュー

ターネットワークにはインターネットなどのオープンネットワークのほか、企業

内 LAN のように外部と接続していないものなども含まれる。識別符号を入力す

る端末機も必ずしもコンピュータである必要はなく、電話機からプッシュボタン

を用いて他人の口座番号と暗証番号を入力し銀行のコンピュータに対してアクセ

スを行う行為なども不正アクセス行為に含まれることになる。  

次に、アクセス管理者に求められる防御措置（第５条関係）について述べる。

不正アクセス行為の発生を防止するためには、その禁止・処罰に頼るのみではな

く、不正アクセス行為が行われにくい環境を整備することが必要となる。そのた

めには、個々のアクセス管理者が自ら防御措置を講じることが必要となる。そこ

で、アクセス管理者に防御措置の実施を促すため、アクセス管理者に不正アクセ

ス行為からの防御措置を講ずべき責務があることが法律上明確にされた。そして、

アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、ID・パスワー

ドといった識別符号等の適正な管理に努めるとともに、常にアクセス制御機能の

有効性を検証し、必要があると認めるときにはアクセス制御機能の高度化その他

必要な措置を講ずるよう努めるものとしている。  
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アクセス管理者に求められる防御措置の主な内容としては、①利用権者の異動

時における識別符号の確実な追加・削除、長期間利用されていない識別符号の確

実な削除、パスワードファイルの暗号化といった識別符号の適正な管理、②アク

セス制御機能として用いているシステムのセキュリティに関する情報（セキュリ

ティホール情報、バージョン・アップ情報など）の収集といったアクセス制御機

能の有効性の検証、③パッチプログラムによるセキュリティホールの解消、アク

セス制御プログラムのバージョン・アップ、指紋・虹彩などを利用したアクセス

制御システムの導入といったアクセス制御機能の高度化、④コンピューターネッ

トワークの状態を監視するのに必要なログを取得しその定期的な検査を行う、ロ

グを利用して前回アクセス日時を表示し利用権者にその確認を求めるといったロ

グの有効活用、⑤ネットワークセキュリティ責任者の設置、といったことが挙げ

られる。  

具体的にシステムに対してどのような防御措置を講ずべきかについては、アク

セス管理者が個々に判断することとなる。  

最後に、情報窃盗の法的問題について簡単に述べる。日本では、「データ」とい

う無形物は刑法上の財物に該当しないため、データそのものでは窃盗罪にはなら

ない。データを盗む際に、例えば会社の CD-ROM に書き込んで持ち出したとか、

会社の USB メモリーに記録して持ち帰ったような場合は、その CD-ROM や USB

メモリーに対する窃盗罪又は横領罪が成立する。データの中に個人情報が含まれ

ていたとしても、個人情報保護法は、保有する企業の安全管理義務を定めている

ものなので、個人情報保護法での罰則はない。但し、データの中に企業の機密情

報が含まれており、それを悪用したり、転売した場合に、不正競争防止法違反の

罪になる。また、データを盗む時に、他人の ID やパスワードを勝手に使った場

合は、不正アクセス禁止法違反の罪となる。  

(3) 不正競争防止法の改正 2005 年（平成 17 年）  

不正競争防止法は、「工業上または商業上の公正な慣習に反するすべての競争

行為は違法」と定めた、「工業所有権の保護に関するパリ条約」を遵守するために、

1934 年（昭和 9 年）に制定された法律である。  

不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の

的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関す

る措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与する（昭和 9 年制定、平成

５年全面改正）、ものであり、元々、この法律では、刑事罰は規定されていなかっ

た。  

近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられて

おり、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以

下のように数多くの改正が行われてきた。  
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・平成 5 年（全部改正）：1993 年に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文

のひらがな化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充及び損害額推定規

定が設けられた。  

・平成 13 年度改正：2001 年に一部が改正され、ドメイン名の不正取得や利用

などの形態が不正競争行為に追加されることになった。  

・平成 15 年度改正：2003 年に一部が改正され、定義の一部がより弾力的に規

定されると共に、営業秘密の刑事的保護の強化が図られることになった。  

・平成 16 年度改正：2004 年に一部が改正され、外国公務員贈賄罪に対する国

民の国外犯処罰が導入された。  

・平成 17 年度改正：2005 年に一部が改正され、営業秘密の刑事的保護を強化

し（主に情報窃盗に関する規定などが追加された）、模倣品・海賊版商品の販

売、輸入等に刑事罰を科するなど、保護強化が図られることになった。  

・平成 18 年度改正：営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則が強化された。  

・平成 21 年度改正：営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等。  

・平成 23 年度改正：マジコンに関する刑事罰導入、刑事訴訟手続の措置等。  

以下、17 年度改正について述べる。この改正において、営業秘密の侵害に対し

て刑事罰が導入された。  

平成 2 年の不正競争防止法の改正により、営業秘密の不正取得等の行為が不正

競争行為として規定され、差止請求・損害賠償請求といった民事救済が可能となっ

たが、刑事罰は導入されなかった。平成 2 年 3 月 16 日付けの産構審財産的情報

部会の報告書によれば、刑事罰の取扱について以下のように記述されている。  

「現在の運用では、書面、図面等の持ち出しを伴う不正な行為については窃盗

罪もしくは横領罪、任務違反を伴う不正な行為については背任罪によって処罰す

る等、財産的情報に関する不正な行為のかなりの部分が刑罰の対象とされている。

また、このような現行法制の下において、財産的情報の不正取得・使用・開示行

為それ自体を新たに刑罰の対象とする場合には、まずその必要性をはじめとして、

これらの新しく定められる罪と上記窃盗罪等との関係及び法定刑の均衡等も問題

となりうると考えられる。したがって、これらの行為に対する刑事処罰あり方に

ついては、こうした問題点も含めて、不正競争の防止という観点から、慎重に検

討する必要があると考えられる。」 97  

営業秘密に係る有体物（財物）の不正取得等については、刑法において窃盗罪

や横領罪等が成立するものの、無体物（情報）である営業秘密自体については、

                                                   
97 IPA「平成 10 年度セキュリティセンター活動報告：5.不正アクセス法制

調査」  

http://www.ipa.go.jp/security/fy10/contents/crack/research/law/Crimina

l-3.html 
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現在は、一定の範囲においてのみ（不正アクセス禁止法や刑法上の背任罪等の規

定により）刑事的保護が図られている状況である。一方、アメリカ、ドイツ、フ

ランス、韓国、中国等の諸外国においては無体物である営業秘密自体を客体とす

る刑事罰が存在している。  

しかしながら、昨今の情報のデジタル化や人材の流動化により、現行刑法の制

定当時では想定されなかった情報（無体物）である営業秘密自体の不正取得等の

事案が増大しており、また、営業秘密の価値の増加により、これらの行為による

被害も甚大化しているといえる。具体的には、第三者が情報を写真に撮って不正

に取得する事案（不正競争防止法第２条第１項第４号に該当する事案）や、非管

理職が職務上取得した情報を不正に開示する事案（同項７号に該当する例／東洋

レーヨン事件判決参照）等が不可罰となっている。  

このような処罰の間隙が存在していることにかんがみれば、無体物（情報）と

しての営業秘密自体の不正取得・使用・開示について、違法性の高い行為につい

て処罰を検討する必要があると考えられ、17 年度改正において営業秘密の侵害に

対して刑事罰が導入された。  

具体的には、詐欺行為等により、又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、

不正の競争の目的で、取得・使用・開示した者は，3 年以下の懲役又は 300 万円

以下の罰金に処することができるようになった。  

(4) 不正競争防止法の改正 2006 年（平成 18 年）  

模倣品被害の国際的な拡がりが見られる中で、模倣品の流通・輸出入を防止す

るための措置を強化する中で、産業財産権四法及び不正競争防止法の刑事罰の強

化が図られた。  

●営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を 10 年、罰金刑の上限を 1000 万円

に引き上げる。  

●秘密保持命令違反罪について、法人重課の上限を 3 億円に引き上げる。（産

業財産権四法、不正競争防止法）  

＊法人重課：両罰規定に基づき，従業員が罪を犯した場合，従業員だけに刑を

与えるのではなく，当該従業員が所属する法人に対しても罰金刑を与えるこ

と。  

(5) 不正競争防止法の改正 2009 年（平成 21 年）  

この改正で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自

体への刑事罰が導入された。  

企業の競争力の源泉である無形の技術・ノウハウ等の保護強化、IT 化・ネット

ワーク化の進展への対応、及びオープン・イノベーションの促進、の３つの視点

から、以下の改正が行われた。  
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●営業秘密侵害罪の目的要件の変更  

営業秘密侵害罪における「不正の競争の目的」を改め、不正の利益を得たり、

保有者に損害を加えたりする目的をもってなされる行為（図利加害目的）を処

罰の対象に含めた。  

＊図利加害（とりかがい）目的：“不正な利益を得”たり，”保有者に損害を

加える”目的  

●営業秘密の領得自体への刑事罰の導入  

営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密を領得する行為を新たに刑事罰

の対象とし、処罰の間隙をなくした。  

＊「営業秘密を領得する行為」とは、コピー禁止の資料を無断でコピーした

り、持出禁止の資料を無断で外部に持ち出す行為等をいう。  

この改正により拡大した処罰対象範囲は図 19 のとおりである。  

 

図19  営業秘密侵害に対する処罰対象範囲の拡大 98 

 

(6) 不正競争防止法の改正 2011 年（平成 23 年 6 月 8 日）  

平成 21 年の改正により、営業秘密を侵害した者に対する刑事措置の対象範囲

が拡大された際、「刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることを恐れて

被害企業が告訴を躊躇する事態が生じていることにかんがみ、早急に対応するべ

き」の附帯決議がなされた。また、アクセスコントロールを回避し、違法な海賊

版ゲーム等を使えるようにする装置が横行し、甚大な被害が生じているという認

識の下、次の改正がおこなわれた。  

●営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備  

                                                   
98経産省「改正不正競争防止法の概要」  

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90804b06j.

pdf 
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裁判において、営業秘密の内容を秘匿し、別の呼称を用いることができ

るものとする。（例：営業秘密の内容が、化学反応を起こす温度である

「1300℃」である場合に、これを「Ｘ℃」と言い換える）  

公判期日外の期日において証人等の尋問及び被告人質問を行うことが

できるものとする。  

●アクセスコントロール回避装置に対する規制強化  

アクセスコントロール回避機能以外の機能を有していても、実質的に、

それを回避するために用いられている場合を新たに規制対象に追加す

る。  

※  現行法では、アクセスコントロール回避機能「のみ」を有する装置

の提供行為が規制の対象 改正の概要は図 20 のとおりである。  

    

      

図20  平成 23 年の不正競争防止法の改正の概要 99 

 

 

(7) 刑法の改正 2011 年（平成 23 年 6 月 24 日）  

2011 年に刑法が改正（「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を

改正する法律」の制定）された背景には、2001 年 11 月に欧州評議会において採

択された「サイバー犯罪に関する条約」の存在がある。  

                                                   
99経産省「「不正競争防止法の一部を改正する法律案」の概要」  

http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-3.pdf 
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情報技術分野の急速な発達、コンピューターネットワークの発展によって、世

界中で電子メールの幅広い利用、インターネットを通じた各種サイトへのアクセ

ス、電子商取引等が可能となった。このような情報技術の発展は、社会の一層の

発展のための大いなる可能性を秘めているが、一方で、コンピュータシステムを

攻撃するような犯罪及びコンピュータシステムを利用して行われる犯罪（いわゆ

るサイバー犯罪）が出現するようになった。  

サイバー犯罪は、犯罪行為の結果が国境を越えて広範な影響を及ぼし得るとい

う特質を備えていることから、その防止及び抑制のために国際的に協調して有効

な手段をとる必要性が高く、そのために法的拘束力のある国際文書の作成が必要

であるとの認識が欧州評議会において共有されるようになった。このような状況

の下、欧州評議会において、サイバー犯罪を取り扱う専門家会合が設置され、1997

年以降、同会合においてこの条約の作成作業が行われてきた。その結果、 2001

年９月に行われた欧州評議会閣僚委員会代理会合においてこの条約の案文につい

て合意が成立し、同年 11 月 8 日に行われた欧州評議会閣僚委員会会合において

正式に採択された。そして、「サイバー犯罪に関する条約」が、2001 年 11 月 8

日に欧州評議会において採択された。同年 11 月 23 日にハンガリーのブダペスト

において署名式典が開催され、2004 年 7 月 1 日に発効した。  

本条約は、近年の情報技術の発展により増加するサイバー犯罪から社会を保護

することを目的としており、コンピュータシステムに対する違法なアクセス等一

定の行為の犯罪化、コンピュータデータの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、

犯罪人引渡し等に関する国際協力等について規定している。  

我が国は、署名式典において署名し、2004 年 4 月に国会承認を得たが、条約

批准のための国内法の整備が遅れていたが、2011 年に「情報処理の高度化等に対

処するための刑法等の一部を改正する法律」が制定されたのを受け、2012 年 7

月 3 日、我が国は、「サイバー犯罪に関する条約」の受諾書を欧州評議会（在ス

トラスブール）の事務局長に寄託した。そして、2012 年 11 月 1 日、本条約が我

が国においても発効した。  

この条約は、サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュー

タシステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータデータ

の迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につ

いて規定するものである。我が国がこの条約を締結することは、サイバー犯罪に

効果的に対処するための国際的な取組に寄与するとの見地から有意義であると認

められる。  

この条約の締結により我が国が負うこととなる主要な義務の概要は、次のとお

りである。  

①  コンピュータシステムに対する違法なアクセス、コンピュータデータの違
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法な傍受、コンピュータウイルスの製造、児童ポルノのコンピュータシス

テムを通じた頒布等一定の行為を犯罪として定め、その犯罪についての裁

判権を設定すること。  

②  自国の権限のある当局が、蔵置されたコンピュータデータの迅速な保全、

捜索及び押収並びに提出命令、通信記録のリアルタイム収集並びに通信内

容の傍受を行うことが可能となるよう、必要な立法その他の措置をとるこ

と。  

③  コンピュータに関連する一定の刑事手続、犯罪人引渡し等において国際協

力を促進すること。  

この条約の実施のため、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及

び犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するために刑法等の一

部を改正する法律案の成立、また、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及

び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の成立が必要とされた。  

そして、2011 年に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正

する法律」が制定された。これによりサイバー犯罪条約を批准することができた。  

今回の、刑法の改正内容は、サイバー関係に関する改正、わいせつ物頒布等の

罪の処罰対象の拡充、電子計算機損壊等業務妨害未遂罪の新設、及び強制執行妨

害関係の罰則の整備である。  

このうち、サイバー犯罪行為として刑罰化されたものは次のとおりである。  

●コンピュータウイルスの作成・提供  

不正指令電磁的記録作成罪・提供罪）（刑法第 168 条の２第１項）  

●コンピュータウイルスの供用  

不正指令電磁的記録供用罪（刑法第 168 条の２第２項・第３項）  

●コンピュータウイルスの取得・保管  

不正指令電磁的記録取得・保管罪（刑法第 168 条の３）  

●電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂  

電子計算機損壊等業務妨害未遂罪（刑法第 234 条の２第２項）   

また刑事訴訟法第 99 条に「コンピューターネットワーク等の電気通信回線に

接続する電子計算機の自己作成データ等の差押え」が新設された。従来の捜査で

はサーバ機器全体を差し押さえるしかなかったが、これにより例えばメールサー

バーやリモートストレージサービスのサーバから捜査に関連するデータ（電子

メールなど）のみを捜査機関が差押、押収することが可能となった。  

その他、刑法 175 条にて「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他

の記録の頒布」、またその 2 項にて「有償頒布目的で前項の物を所持し、又は同

項の電磁的記録の保管」を罰する規定が新設された。これによりわいせつ画像等

を電子メールなどで送信することが処罰対象となった。  
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(8) 不正アクセス禁止法の改正 2012 年（平成 24 年 3 月 31）  

従来の不正アクセス禁止法では、不正に入手した ID やパスワードなどの情報

を使用して本人になりすます行為を処罰対象としていたものの、ID やパスワード

の不正入手や、情報を第三者に提供する行為は不処罰であった。また、フィッシ

ング行為（ID やパスワードの入力を不正に要求する行為）も不処罰であった。  

近年、不正アクセス事犯の検挙件数が増加し、その要因として不正アクセス行

為の準備行為である他人のＩＤを不正に取得する行為が増加した。また、大手企

業に対するサイバー攻撃（標的型メール攻撃）により多量のＩＤ等が流失する等

の重大事案も発生した。このような中、不正アクセスの準備行為を禁止し、不正

アクセス行為の罰則を引き上げるために、平成 24 年 3 月、第 180 回国会におい

て、不正アクセス禁止法が改正され、平成 24 年 5 月 1 日から施行された。  

取締面の対策では、①フィッシング行為の禁止・処罰が新設され、②ＩＤ・パ

スワードの不正取得等の禁止・処罰、が新設され、③不正アクセス行為に係る法

定刑（1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金から 3 年以下の懲役又は 100 万円

以下の罰金に改正）が引きあげられ、ＩＤ・パスワードの提供の禁止・処罰範囲

が拡張された。また、防御面の対策では、④情報セキュリティ関連事業者団体に

対する情報提供、が新設された。改正後の不正アクセス禁止法の概要は図 21 の

ようになる。  

 

図21  平成 24 年の不正アクセス禁止法改正の概要 100 

                                                   
100警察庁「不正アクセス禁止法改正の概要」  



 

124 

 

 

具体的な改正内容は以下のとおりである。  

●フィッシング行為の禁止・処罰の新設  

改正法によりフィッシング行為が禁止・可罰化された。一般にフィッシング

と呼ばれる行為は、その行為を詳細に見れば様々な形態のものがあるが、共通

する特徴点は、アクセス管理者が公開したウェブサイト又はアクセス管理者が

送信した電子メールであると利用権者に誤認させて、アクセス管理者がＩＤ・

パスワードの入力を求める旨の情報を閲覧させようとすることにある。そして、

このような行為の結果、当該情報を閲覧した利用権者にＩＤ・パスワードを入

力させてだまし取ることを企図しているものである。改正法によりフィッシン

グ行為は禁止され、違反者は１年以下の懲役又は 5 0 万円以下の罰金が科され

ることとなった（第７条）。第 7 条では、第１号が、いわゆるフィッシングサ

イトを公開することを手口とするフィッシング行為の、第２号が、いわゆる

フィッシングサイトを用いず、電子メールによってＩＤ・パスワードを詐取し

ようとするフィッシング行為の禁止規定となっている。  

過去のフィッシング関連の摘発においては、実在するポータルサイトを模倣

した Web サイトを開設した男を著作権法違反などの疑いで逮捕した事例（2005

年 6 月）や、大手オークションサイトの偽サイトを開設してユーザからだまし

取った ID やパスワードによって詐欺行為を行った千葉県の男性を不正アクセ

ス禁止法違反及び詐欺の容疑で逮捕した事例（2006 年 2 月）があったが、今

回の改正により、不正なアクセスの前段階にあたる、偽サイトの開設や標的型

メールの送信という行為から可罰化することが可能となった。  

●他人の識別符号の不正取得・不正保管の禁止処罰の新設  

改正法により、不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取

得する行為が禁止され、違反者は１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科

されることとなった（不正取得罪、第４条 )。不正取得罪の禁止対象は、「不正

アクセス行為の用に供する目的」でアクセス制御機能に係る他人のＩＤ・パス

ワードを取得する行為となっている。「取得」とは、ＩＤ・パスワードを自己の

支配下に移す行為をいい、具体的には、ＩＤ・パスワードが記載された紙や、

ＩＤ・パスワードが記録されたＵＳＢメモリー、ＩＣカード等の電磁的記録媒

体を受け取る行為、自らが使用する通信端末機器の映像面にＩＤ・パスワード

を表示させる行為、ＩＤ・パスワードを知得する行為（再現可能な状態で記憶

する行為）等がこれに該当する。なお、取得者には、取得することの認識が必

要である。したがって、例えば、インターネット上での検索中にたまたま他人

                                                                                                                                                     

http://www.ipa.go.jp/files/000013552.pdf 
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のＩＤ・パスワードが表示された場合や、他人のＩＤ・パスワードが電子メー

ルで勝手に送りつけられてきたような場合には、取得することの認識がないこ

とから、不正取得罪には該当しない。  

また、改正法により、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得さ

れた他人の識別符号を保管する行為が禁止され、違反者は１年以下の懲役又は

50 万円以下の罰金が科されることとなった（不正保管罪、第６条）。保管罪も

取得罪と同様、「不正アクセス行為の用に供する目的」で保管する行為が禁止対

象となる。  

●不正アクセス行為の禁止・処罰  

不正アクセス行為の罰則を１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金から３年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に引き上げた。  

●他人の識別符号の提供の禁止・処罰囲が拡張  

改正前は、他人のＩＤ・パスワードを、そのＩＤ・パスワードがどのウェブ

サイト (のサービス )に対するＩＤ・パスワードであるかを明らかにして、又は

これを知っている者の求めに応じて、無断で第三者に提供する行為を禁止・処

罰の対象としていた。しかし、近年、一人の人間が利用するコンピュータのサー

ビスの数が増加しており、同一のＩＤ・パスワードを多数のサイトで使い回す

例が一般化している。その結果、提供されたＩＤ・パスワードがどのウェブサ

イト (のサービス )に対するものかが明らかでなくとも、多数のＩＤ・パスワー

ドを入力すれば一定程度の割合で不正ログインに成功する場合があることから、

今回の改正により「業務その他正当な理由による場合」を除いて他人のＩＤ・

パスワードを提供する行為が全て禁止され、違反者は１年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金が科されることとなった。改正法により禁止・処罰範囲が拡張

される助長罪 (第５条 )について教えてください。  

●情報セキュリティ関連事業者団体に対する情報提供  

不正アクセス行為からの防御対策を向上させるための情報セキュリティ関連

事業 者団体に対する規定が新設された (第 10 条第２項 )。  

事業者団体とは具体的には、日本セキュリティオペレーション事業者協議会

（ISOG-J）及びフィッシング対策協議会を想定している（平成 24 年４月現在）。

ただし、当然これらの団体に限られるものではなく、第 10 条第２項に規定す

る要件を満たす団体には情報提供を行うことになる。団体の法人格の有無は問

わないが、本項の援助の対象となるのは事業者が集まって組織した団体であっ

て、個々の企業や個人は援助の対象とはならない。第 10 条第２項では、情報

セキュリティ関連事業者団体に対し、「必要な情報の提供その他の援助」を行う

ことが努力義務とされているが、具体的には、①国家公安委員会が、不正アク

セス行為の具体的手口に関する最新の情報を提供すること、総務大臣が、総務
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省及び独立行政法人情報通信研究機構によるアクセス制御機能の高度化に資す

る研究開発の成果等の情報を提供すること、③  経済産業大臣が、独立行政法人

情報処理推進機構を通じて不正アクセス行為に関する注意喚起を行うことやガ

イドライン策定等により対策情報を提供すること、等が考えられている。  

 

3. 円滑な電子商取引を支援する法律  

 

(1) 電子署名認証法 2000 年（平成 12 年 5 月 31 日）  

平成 10 年（1998 年）当時、日本における企業－消費者間の電子商取引市場規

模はおよそ 650 億円、これが 2003 年には、約 3 兆 1600 億円と約 50 倍に拡大

すると予測されていた。一方企業間電子商取引は、企業－消費者間よりはるかに

高い割合で進展すると見られていた。1998 年の取引規模は約 8.6 兆円、これが

2003 年では、日本の企業間電子商取引規模は 68 兆円に達すると見られていた。

これを合わせて、2003 年の日本の電子商取引規模は、70 兆円を超えるものと予

測されていた 101。  

このように、電子取引が拡大するのに伴い、オープンなネットワークを利用し

た取引環境においては、セキュリティの確保が重要となり、送信するデータの秘

匿の問題のほか、第三者による情報の改ざんを防止し、通信相手を確認する方策

が、安全な取引を行う上で重要な課題となってきた。  

当事者が対面して書面により行う従来の取引とは異なり、デジタル情報によっ

て作成されるデータは、第三者によって改ざんがされてもその痕跡が残らず、ま

た、不特定多数の者との間で非対面で行われる取引においては、第三者が不正に

本人になりすました場合でも相手方を確認する有効な方法がなく、取引自体を後

になって否認されるおそれもある。  

このような問題の有効な解決策となるのが、「公開鍵暗号方式」と呼ばれる数学

的な暗号技術を用いた「電子署名」と、信頼される第三者機関が「電子証明書」

を発行することにより、この「電子署名」に用いる暗号鍵の持ち主を証明する「認

証」と呼ばれる仕組みである。  

このような仕組みを具現化するための「電子署名及び認証業務に関する法律（平

成 12 年法律第 102 号）」が平成 13 年（2001 年）4 月１日から施行された。これ

により電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備され、ま

た、電子署名法の施行により、認証業務のうち一定の基準を満たすものは総務大

臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けることができる制度が導入された。

電子署名・認証の仕組みの概要は図 22 のとおりである。  

                                                   
101経産省「2003 年の日本の電子商取引規模は７０兆円超」  

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h11_report3.pdf  
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図22  電子署名・認証の仕組み 102 

 

現在、クレジットカード会社や銀行、オンラインショッピング事業者等を装っ

て電子メールを送りつけ、銀行口座番号やクレジットカード番号、暗証番号、パ

スワード等を詐取するフィッシング等の犯罪が多発しています。また、ネット上

でやりとりする過程でデータを改ざんされたり、実際の取引がなかったように否

認されるおそれもあります。電子署名は、そうした電子商取引上のリスクを排除

する上で有効な手法であるとされる。電子署名を利用することで、電子情報の発

信主体が本人であること、また、発信されたデータが改ざんされたものでないこ

とが明らかになることで、電子商取引を安心して行なうことができる。  

(2) e-文書法 2004 年（平成 16 年 12 月 1 日） 103 

情報技術の急速な進歩と普及に伴い、IT を巡る課題もその導入・普及から、実

践的、戦略的な活用のあり方に議論の主軸が移行しつつある。ビジネスの現場に

おいても、IT は今や、全社的・組織横断的な連携や協業の手段、情報共有とコミュ

ニケーションの強化による意思決定支援など、経営を語る際に欠かせないツール

になってきている。  

                                                   
102経産省「電子署名及び認証業務に関する法律の施行」  

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign-press.pdf 
103 経産省「文書の電子化の促進」

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/ 
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また、IT による情報の戦略的共有は、コンプライアンス経営を強化するという

視点からも注目を集めており、企業にとって、電子化された文書やメール、帳票、

画像／イメージといった電子的に保存された多様な情報を、法令に則って適切に

管理することが求められつつある。  

平成 17 年 4 月１日より、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信

の技術の利用に関する法律」、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通

信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（2 法

を総称して、「e-文書法」と呼ぶ。）が施行され、民間事業者は法令で義務付けら

れている書面（紙）による保存等に代わり、電磁的記録による保存等が行えるこ

ととなった。  

●文書の電子化によるメリット 104   

 税法では 7 年、商法では 10 年など、法令によって保管が義務付けられていた

紙文書。業種や規模によって違いがあるとはいえ、多くの企業が紙文書の保管に

費やしているコストは少なくない。日本経済団体連合会の試算によれば、税務書

類の国内での紙による保存コストは年間で約 3,000 億円。紙文書を電子化し、紙

の物理的な保管スペースが不要になるだけで、企業にとってはコスト削減という

効果が期待できる。  

 ただし、企業が e-文書法に対応し、文書を電子化するメリットは、単なるコ

スト削減にとどまらない。企業にとって重要なのは、競争力の強化につながると

いう認識。文書の“保存”だけに目を向けてしまうと、紙から電子メディアへの

移行に過ぎないが、企業は電子化文書を生かすことで、業務や経営という観点か

らも大きなメリットを生みだすことができる。  

例えば生保・損保業界では、保険契約申込書の受領から審査、承認、契約といっ

た一連の業務が文書によって成り立っています。ある企業は、個人情報保護法へ

の対応や内部統制システムの確立などの要請に応えながら、これらの業務に電子

化文書によるワークフローシステムを導入し、従来の業務を刷新。1 ヶ月以上か

かっていた契約書発行にいたる期間を半分以下に短縮するという効果を生み出し

ている。  

この例のように、企業が電子化文書を生かし、競争力を強化するには、従来の

紙文書を前提とした文書管理システムとコンピューターネットワークを中核とす

る情報システムがそれぞれ補完しあい、すべての文書・情報を電子データとして

同じタイミングで利用できることが重要になる。つまり、全社的な文書・情報管

理のあり方が問われているのである。  

企業が文書を電子化するメリットは、大きく次のように整理できる。  

                                                   
104 経産省「文書の電子化によるメリット」

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/guide/nyumon2.html 
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①業務の効率化と顧客満足度の向上  

紙文書の電子化により、すべての文書がネットワークを介してやり取

りできるようになれば、業務全体のスピードや効率が向上するだけでは

なく、例えばクレジットカード発行申込書の受付から発行までの期間を

大幅に短縮するなど、顧客に対するサービスレベルを向上させ、企業競

争力の向上を図ることができる。  

②リスクマネジメントの強化  

現在「事業継続計画（BCP）」というキーワードで注目されている、地

震や火災といった災害などがあっても速やかに事業を復旧させることが

できる仕組みを考える上でも、紙文書の電子化は重要な意味を持ってい

る。保管している膨大な紙文書を非常時に持ち出すことは現実的には困

難であるが、これを電子化し、バックアップを作成することで分散管理

が可能になる。文書の電子化・活用は、企業のリスクマネジメント強化

にもつながる。  

 

4. 情報を扱う事業者規制のための法律  

 

(1) 「個人情報を保護する法律」の成立 2003 年（平成 15 年 5 月 30 日） 105 

欧米諸国では早くから行政機関や企業が保有する個人情報を保護する法律の制

定が始まった。1970 年には、信用情報機関が持つ個人の信用情報を保護する「公

正信用報告法」が米国で制定され、73 年には行政機関と企業が持つ個人情報を保

護する「データ法」がスウェーデンで制定された。日本でも 1988 年（昭和 63 年）

に、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が

成立し、2003 年（平成 15 年）5 月 23 日に個人情報を保護する法律（以下、個人

情報保護法と言う）が成立した。いずれの国の法律も、経済協力開発機構（OECD）

の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する

理事会勧告」で定めた原則を考慮した内容になっている。  

IT 化の進展に伴い、個人情報保護の重要性が一層増してきている。現在、様々

な事業者が、顧客データなどの個人情報を所有しているが、情報処理技術の発達

により、その蓄積、流通、加工、編集が簡単に行え、またネットワークの普及に

より、それが瞬時に世界中をも駆け巡るような状況が出現している。適正に利用

すれば、営業上非常に有用なデータとなりうるが、反面、事業者の管理が不適切

であると、顧客データが外部に漏洩することにつながり、現実にそういった事故

も少なからず生起している。たとえ個人情報の本人に実害がないとしても、本人

                                                   
105 経産省「個人情報保護」http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/  
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にとっては自分の個人情報を誰が保管し、どのように使っているのか分からない

ため、不安や不快を感じるであろう。こうした個人情報保護に対する不安は、電

子商取引への参加の大きな障害ともなっており、インターネットを利用しながら

も、電子商取引の利用には至っていない例が多くなっている。また、平成 14 年

度から、住民基本台帳ネットワークが稼動したことにより、個人情報保護に対す

る国民的関心が高まった。このような背景から、「個人情報を保護する法律」は、

だれもが安心して IT 社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成 15 年

5 月に成立し、公布され、17 年 4 月に全面施行された。  

個人情報保護法の対象になるのは、「個人情報データベースを事業の用に供して

いる者」（個人情報取扱事業者）である。規制対象となるのは、5000 人以上の個

人情報を利用している企業や行政機関である。5000 人程度の顧客情報を持ってい

る企業はめずらしくないので、対象となる企業は極めて多い。  

個人情報保護法は、個人情報の利用目的を本人に通知・公開することや、個人

情報が流出しないように従業員や委託業者を監督することを義務付けており、不

正な手段で個人情報を取得することを禁じている。また、本人が個人情報の開示

を求める権利を認め、情報内容が事実に反する場合には訂正・削除を要求できる。  

法律に違反した場合、個人情報取扱事業者の所管大臣が「勧告」や「命令」を

行い、それでも是正されない場合、従業員や代表者に 6 カ月以下の懲役または 30

万円以下の罰金が課せられる。  

個人情報保護法で保護される個人情報は、0 のとおりである。  

 

表 35 個人情報保護法で保護する個人情報の種類  

個人を特定するた

めの基本情報 

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、

性別、国籍など 

センシティブ・デー

タ  

人種、民族、出身地、宗教、政治思想、労働組合所属、信

条、病歴、性生活、犯罪歴など 

その他の情報  収入、資産、債務、消費行動、住宅事情、身体測定記録、

健康状態、家族、親族、友人、経歴 

このように個人情報は、個人情報保護法により行政的に保護されるようになっ

たが、それ以前に、そもそも個人のプライバシーを公開するプライバシー侵害行

為は、民法の不法行為に当たり、損害賠償請求、差止請求（出版物の発行禁止、

電子掲示板からの削除）の対象となる。  

また、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイ

ドライン」 (平成 21 年 10 月 9 日厚生労働省・経済産業省告示第２号）が定めら

れている。  
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しかし、個人情報の漏えい事故はあとを絶たない。これの理由としては、個人

情報を扱う企業や組織が増大していることとこれらの企業では多くの場合パソコ

ンやサーバが用いれ、インターネットにも接続されている。また、昨今では，メ

モリー素子の大規模化と低廉化により、大規模なデータを小型の USB メモリー

やパソコンなどで企業外部に持ち出す機会が増加したことがあげられる。  

IT エンジニアは、システム構築の際に個人情報データベースの取り扱いに関し

て法律でどんな義務が規定されているのか、しっかりと理解しておく必要がある。 

(2) 事業者の安全管理義務規定  

個人情報保護制度においては、個人情報を取り扱う主体ごとに適用される法令

が異なる。民間部門の個人情報取扱事業者には「個人情報保護法」、国の行政機関

は「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人等には「独立行政法人等個人情報保

護法」が適用される。また、地方自治体については国の個人情報保護に関する法

律の義務規定は適用されず、各自治体の個人情報保護に関する条例が適用される。 

そのため、法令で定める安全管理措置義務の対象となる個人情報の範囲も、組

織ごとに異なる。  

個人情報保護法では、「安全管理措置」(同法第 20 条）、「従業者の監督」 (同法

第 21 条）、及び「委託先の監督」(同法第 22 条 )といった、「個人情報取扱事業者」

が「個人データ」を取り扱う場合に最低限守るべき規範が法的義務（安全管理措

置義務関連）として規定されている。  

なお、個人情報保護法では、安全管理措置義務関連の規定のほか、個人情報取

扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、その取り扱う個人データ

を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならず (同法第 19 条）、さらに、

それが「保有個人データ」 (同法第 2 条 5 項 )に該当する場合には、その内容が事

実でない場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、本人からの訂正等

の求めに応じなければならない (同法第 26 条 1 項）と規定されている。  

なお、個人情報保護法上の安全管理措置義務の対象とならない個人情報につい

ては、安全管理措置を怠った結果により漏えい等が発生した場合、同法が定める

安全管理措置義務違反には該当しないとしても、同法に関する各省庁のガイドラ

インに反することがあるほか、それらの情報が個人のプライバシーに係る情報に

該当する場合には、プライバシー侵害として責任を負う可能性がある。  

次に委託先の監督責任について述べる。  

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、

同法第 20 条に基づく安全管理措置義務が尽くされるよう、委託先に対し必要か

つ適切な監督をしなければならない (同法第 22 条）。  

委託先の監督責任の内容は、委託業務の内容に対して必要のない個人データを

提供しないことをはじめとして、取扱いを委託する個人データの内容を踏まえ、
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本人の個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の

侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリス

クに応じた、必要かつ適切な措置を講じることである。  

委託元が委託先の監督を尽くさなかった場合には、個人情報保護法違反となる

だけではなく、漏えい事故を起こした委託先が委託元に対して負うべき損害賠償

責任との関係で、過失相殺事由となることもある。  

 

5. 迷惑メールを規制する法律  

 

(1) 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」2002 年（平成 14 年４月

17 日）  

平成 13 年、ケータイからのインターネット接続の普及に伴い、電子メールに

よる一方的な広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」が社会問題化した。こ

の問題に対応するため、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が、平

成 14 年 4 月 11 日に成立し、同年 7 月 1 日に施行された。  

本法では、表示義務（送信者の氏名又は名称及び住所、送信者の電子メールア

ドレス）、拒否者に対する送信の禁止、架空電子メールアドレスによる送信の禁止、

送信者情報を偽った送信の禁止、架空電子メールアドレスによる送信の禁止、送

信者情報を偽った送信の禁止などが定められた。  

(2) 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正 2005 年（平成

17 年）  

平成 17 年には、実効性の強化のため、特定電子メール（広告宣伝メール）の

範囲拡大や架空アドレスあての送信の禁止が定められた。  

(3) 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正 2008 年（平成

20 年 6 月）  

平成 20 年に特定電子メール法が改正された。主要な改正点は以下のとおりで

ある。  

●オプトイン方式の導入  

広告宣伝メールの送信について、原則としてあらかじめ同意した者に対し

てのみ送信が認められる「オプトイン方式」が導入された。また、オプトイ

ン方式を実効的なものとするため、以下の義務が課されました。  

①  送信に同意した者から、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の通知

を受けた場合は、以後の送信をすることはできない。  

②  広告宣伝メールを送信する場合は、送信者の氏名・名称や、受信を

拒否する場合の通知先など、一定の事項を表示しなければならない。 

③  広告宣伝メールの送信をする場合は、同意があったことを証する記
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録を保存しなければならない。  

日本は世界に先駆けてオプトイン方式の規制を導入した。（図 23 参照）  

 

図23  各国におけるオプトイン方式の導入状況 106 

●罰則の強化など  

法律の実効性を強化するため、以下のように、法の実効性の強化がはか

られました。  

①  罰則が強化され、法人に対する罰金額が 100 万円以下から 3000

万円以下に引き上げられました。  

②  広告宣伝メールの送信を委託した者や、電子メール広告業務を受

託した者が、行政による命令の対象に含まれるなど、法律の規律

対象が拡大されました。  

③  総務大臣が、プロバイダなどに対し、迷惑メールの送信元アドレ

スなどについて契約者情報の提供を求めることが可能となりまし

た。  

●国際連携の推進  

   海外から発信される迷惑メールに対応するため、迷惑メール対策を行う

外国の執行当局に対し、迷惑メール送信者に関する情報などを提供するこ

とが可能となりました。  

                                                   
106総務省「特定電子メールの送信の訂正かに関する法律のポイント」  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pa

mphlet. 
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●この他、送信者情報（送信に用いた電子メールアドレス、IP アドレス、ド

メイン名）を偽った送信や、架空電子メールアドレス（プログラムにより

自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないもの）

をあて先とする送信は、これまでどおり、禁止されています。  

最後に、「特定電子メール法」と「特定商取引法」の違いについて述べる 107。  

迷惑メールに関連した法律といえば、「特定電子メール法」と経済産業省及び

消費者庁が所管する「特定商取引法」がある。その違いは「特定電子メール法」

は主に送信者に対する規制なので、個人または他人の営業について広告宣伝

メールを送信する場合に広く適用される。これに対し、「特定商取引法」は、広

告主に対する規制で、事業者が取引の対象となる商品などについて、広告宣伝

メールを送信する場合に適用される。このため、違反行為に対しては懲役刑・

罰金刑などの刑事罰が導入されている点において、特定電子メール法より厳し

い規制となっています。  

 

6. 著作権などの知的財産を保護するための法律 108 

 

(1) 著作権法 1970 年（昭和 45 年 5 月 6 日）  

1886 年にスイスのベルンで著作権を国際的に保護する条約（「文学的及び美術

的著作物の保護に関するベルヌ条約（ベルヌ条約）」）が調印された。1899 年、ベ

ルヌ条約への加盟にあわせて、旧著作権法（明治 32 年 3 月 4 日）が制定された。

現行の著作権法は、1970 年に旧著作権法を全部改正して制定されたものである。 

著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権や著作者人格権という権利

を付与することにより、その利益を保護している。  

本項では、コンピューター・プログラムに関する著作権及び著作者人格権につ

いて考察する。  

著作権法は、著作者が，著作権と著作者人格権を有していることを規定してい

る。（第 17 条）著作権とは複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、

口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権等、並びに二次的著作物の利

用に関する原著作者の権利をいう。（第 21 条から第 28 条）また、著作者人格権

とは公表権、氏名表示権、同一性保持権及び名誉声望保持権をいう。（第 18 条、

第 19 条、第 20 条及び第 113 条）  

第 1 番目の、プログラムの著作権の帰属（著作権はユーザが有するのか、又は

ベンダーが有するのか）について考察する。  

                                                   
107 総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf  
108 ITpro ttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090917/337426/  
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著作者とは、著作物を創作するものをいう。（第 2 条第 1 項第 2 号）プログラ

ムは著作物である。（第 10 条第 9 項）プログラムとは、電子計算機を機能させて

著作物の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものと

して表現したものをいう。（第 2 条第 10 項第 2 号）プログラムに対するこの法律

による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解

法に及ばない。（第 10 条第 3 項）従って、著作権法が保護するプログラムとはコー

ディングのことと解され、著作権者とは，実際にコーディングを行った者である

と解される。ここで、「者」とは，自然人の他に，法人も含まれる。  

第 2 番目に、職務上作成する著作物の著作者について考察する。  

法人その他使用者（以下「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業

務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時

における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。（第

15 条第 2 項）従って、開発されたプログラムの著作権は実際に開発を行った開発

会社に原始的に帰属する。  

第 3 番目に、著作権の移転について考察する。  

ソフトウエア開発においては、ユーザー（委託者）が開発費用を負担し、仕様

をベンダー（受託者）に提示して、それに基づきベンダーが開発する。著作権は

原始的にベンダーに帰属することとなる。しかし、著作権をユーザに移転するこ

とが可能である。15 条第 2 項に、「プログラムの著作物の著作者は、その作成の

時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」

と但し書きが付いている。従って、ソフトウエア開発業務委託契約書にその旨を

記載すれば著作権をユーザに移転することが可能である。  

第 4 番目に、プログラムの著作者人格権の帰属（プログラムを電子計算機にお

いてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変はできるのか）につい

て考察する。  

著作者の人格的利益の保護を目的とする一身専属的な権利の総称を著作者人格

権といい、具体的には、公表権（第 18 条、第 20 条）氏名表示権（第 19 条）、同

一性保持権：著作者の同意なしに改変できないとする権利（第 20 条）、名誉声望

保持権（第 113 条）をいう。そして、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、

譲渡することができないものである。（第 59 条）従って、著作者人格権は原始的

にベンダーに帰属する。著作権がベンダーからユーザへ移転することなった場合

でも、著作者人格権は一身専属性を有する権利であるため、移転できない。  

ところが、第 20 条（同一性保持権）に同一性保持権適用除外があり、「特定の

電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機におい

て利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてよ
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り効果的に利用し得るようにするために必要な改変」（第 20 条第 2 項第 3 号）に

ついては、適用しないと規定されている。  

従って、特定のオペレーティングシステム (OS)上でしか動作しないプログラム

を、他の OS 上でも動作させるための改変、プログラムの不具合を取り除くため

の改変（デバッグ）、プログラム動作の高速化を目的として、冗長な処理ステップ

を取り除くための改変などがこれに該当する。プログラムの開発、利用現場で行

われる改変行為のほとんどがこれらを目的とすると考えられるため、プログラム

著作物の同一性保持権を主張できる場面は少ないと考えられる。  

第 5 番目に、著作人格権の移転について考察する。  

著作権がユーザに移転されているのに、ベンダーによって、著作物を公表され

たり、著作者名を表示されたりすることがあり、著作権を譲り受けたユーザにとっ

ては、不利益で不安定な立場に置かれる。これを避けるため、業務委託契約書に、

「ベンダーは著作者人格権を将来にわたって行使しない」旨を規定することで、

ユーザはソフトウエアの権利を行使することが可能となる。  

(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985 年（昭和 60 年 5 月 31 日）  

この法律が制定された背景には、導体集積回路の集積度が高まるにしたがって

開発費用が飛躍的に上昇したのに対して、技術が進歩により回路配置を複製する

ためのコストは比較的安価で行うことができるようになったため、新たに開発さ

れた回路配置を法的に保護する必要が高まったことがある。さらに、特許法や著

作権法などの既存の知的財産権法では、回路配置について適切な保護を受けるこ

とはでなかったことがある。  

米国が、半導体チップ保護法（Semiconductor Chip Protection Act）を 1984

年に制定し、半導体集積回路の回路配置を特別法によって保護することにしたこ

とを受けて、日本でも、その翌年に本法が制定された。  

本法は、回路配置の創作をした者又はその承継人（以下「創作者等」が半導体

集積回路の回路配置を設定登録することによって「回路配置利用権」という権利

を発生させ、そして、この権利に基づいて他人による回路配置の模倣を禁止する

という方法によって回路配置を保護している。  

創作した者とは、「法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回

路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが

ない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。」（第 5

条）回路配置利用権とは、登録回路配置を利用する権利で、利用とは、「その回路

配置を用いて半導体集積回路を製造する行為」と「その回路配置を用いて製造し

た半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。）を譲渡し、貸

し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為」をいう。（第 2

条）  
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回路配置利用権の存続期間は設定登録の日から 10 年であり、特許権や商標権

のような延長・更新はない。回路配置利用権には、特許権等と同じように独占排

他性が認められている。しかし、回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路

配置の利用には及ばない。したがって、設定登録を受けている回路配置と全く同

じものを利用していても、独自に創作した回路配置である限り、回路配置利用権

の侵害には該当しない。  

さらに、解析又は評価するために設定登録を受けている回路配置を用いて半導

体集積回路を製造することも、回路配置利用権の侵害には該当しない。したがっ

て、解析等のみを目的とするリバースエンジニアリングは権利侵害には該当しな

い。ただし、回路配置利用権侵害に対しては、差止請求権、損害賠償請求権が行

使できる。  

 

7. 情報管理体制の構築義務を定めた会社法 109 

 

会社法は、大会社と委員会設置会社について、内部統制システムの構築の基本

方針を取締役会で決定すべきことを明文の義務としている（会社法第 348 条第 3 

項第 4 号、第 362 条第 4 項第 6 号、第 416 条第 1 項第 1 号ホ）。これらの規定

は、善管注意義務から要求される内部統制システム構築の基本方針決定義務を念

のために明文にしたものである。決定すべき内部統制は、類型に分けて列挙され

ている。その中には、①法令等遵守体制、②損失危険管理体制、③情報保存管理

体制、④効率性確保体制、⑤企業集団内部統制が含まれる (前記引用の会社法各条

及び会社法施行規則第 98 条第 1 項、第 2 項、第 100 条第 1 項、第 112 条第 1

項、第 2 項）。情報セキュリティに関するリスクが、会社に重大な損失をもたら

す危険のある場合には、②の損失危険管理体制 (損失の危険の管理に関する規程そ

の他の体制をいう )に含まれる。  

次に、情報セキュリティの不備と会社役員の責任について述べる。取締役会が

決定した情報セキュリティ体制が、当該会社の規模や業務内容にかんがみて適切

でなかったため、情報の漏えい等により会社に損害が生じた場合、体制の決定に

関与した取締役は、会社に対して、任務懈怠（けたい）に基づく損害賠償責任（会

社法第 423 条第 1 項）を問われ得る。また、決定された情報セキュリティ体制自

体は適切なものであったとしても、その体制が実際には定められたとおりに運用

されておらず、取締役（監査役）がそれを知り、又は注意すれば知ることができ

たにも関わらず、長期間放置しているような場合も同様である。個人情報の漏え

                                                   
109経産省「情報セキュリティ関連法令の要求事項集」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2010_JohoSecurityKanrenHore

iRequirements.pdf  
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い等によって第三者が損害を被ったような場合、取締役・監査役に任務懈怠につ

き悪意・重過失があるときは、第三者に対しても損害賠償責任を負う（会社法 429 

条第 1 項）。  
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第4章  企業における対策の現状と動向  

 

2013 年 6 月 10 日、政府の情報セキュリティ政策会議は「サイバーセキュリティ

戦略」を決定した。情報セキュリティ政策会議は、これまでに 3 次にわたり包括

的な中長期計画としての戦略を策定してきた。これまで策定された戦略は、「第 1

次情報セキュリティ基本戦略（2006 年）」、「第 2 次情報セキュリティ基本戦略

（2009 年）」、「国民を守る情報セキュリティ戦略（2010 年）」である。  

「サイバーセキュリティ戦略」 110は、企業の役割について以下のように提示し

ている。  

 

「企業は、技術情報、財務情報、製造技術や図面等の知的財産関連情報、

顧客名簿や人事情報等の個人情報などを保有している。我が国産業の国際的

な競争力の源としても重要な情報が、サイバー攻撃等により窃取や破壊等さ

れた場合、我が国の社会経済発展を阻害する可能性がある。従って、企業に

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。なお、各々の主体において情報セ

キュリティ対策に取り組む際には、第三者専門機関から、評価、監査を受け

て、マネジメント標準を取得する等により、対策を向上していくことが期待

される。」  

 

つまり、「サイバーセキュリティ戦略は」は、企業に対して、①マネジメント

標準の取得、②業界団体等による集団的な対策、及び③個々におけるセキュリティ

対策の 3 つのことを要求している。  

以下、はじめにマネジメント標準（ISMS 認証）の取得状況、次に重要インフ

ラ事業者の集団的な対策を含む民間事業者の情報セキュリティへの取り組みの状

況、最後に企業個々の情報セキュリティ対策の現状と動向について述べる。  

 

  

                                                   
110 NISC「サイバーセキュリティ戦略」

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cyber-security-senryaku-set.pdf 
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1. ISMS 認証取得状況  

 

組織における情報セキュリティを管理するための仕組みとして、情報セキュリ

ティマネジメントシステム（Information Security Management System ：ISMS）

が確立している。 ISMS の構築のしかたと認定の基準は、国際規格  (ISO/IEC 

27001) や日本工業規格（JISQ 2700）となっている。  

ISO27001 /ISMS とは、個別の技術対策の他に、マネジメントとして組織自ら

のリスクアセスメントを行い、必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、

資源配分を行い、システムを運用する、国際的に整合性のとれた情報セキュリティ

マネジメントに対する第三者適合性評価制度である。  

ISO27001／ISMS 取得のメリットとしては以下が考えられる 111。  

①情報セキュリティ業務のレベルアップ    

ISO27001 に準拠した ISMS を構築して、継続的に運用することにより、社内

にきちんとした情報セキュリティ体制が整備される。また、 ISO27001/ISMS の

導入により、従業員のセキュリティに対する意識の向上を図り、継続運用してい

く業務の中で、PLAN（計画）→DO（実行）→CHECK（確認）→ACT（対策改

善）という PDCA サイクルの仕組みをまわしていくことで、会社全体のセキュリ

ティレベル・業務レベルの改善が見込める。  

 ②情報セキュリティに対するリスクマネジメントができる。  

ISO27001/ISMS 認証取得するにあたって、情報や情報資産を洗い出して、そ

れぞれにリスク評価を行う。また、セキュリティに関する管理策を講じて、定期

的な評価をすることにより、有効な情報セキュリティにおけるリスクマネジメン

トができる。  

③情報セキュリティに関する信頼性が高まり、アピールができる。  

ISO27001 /ISMS 認証取得を対外的に公表し、アピールすることで、顧客から

の「信頼性の向上」、「事業競争力の強化」、「事業運営の効率性安全性の向上」を

期待することができる。さらに、新規顧客獲得や、得意先からの評価が高まるこ

とにより、取引関係の安定化に繋がる  

 

④個人情報保護法対策としても有効である。  

個人情報の取扱い方法、支社展開状況等、顧客の業種業態によっては、個人情

報保護対策としてプライバシーマーク取得よりも ISO27001/ISMS 認証取得の方

が実態に合って場合がある。  

                                                   
111 アームスタンダード株式会社「 ISO27001／ ISMS 取得のメリット」

http://www.arm-consulting.co.jp/iso27001/ 
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以上のように、ISO27001/ISMS の構築がセキュリティ対策の第 1 歩である。

ISMS 認証取得組織数の推移は図 24 のとおりである。  

 

図24  ISMS 認証取得組織数推移（2013 年 7 月 31 日現在 登録：4331）112 

 

企業が扱う個人情報や営業情報が犯罪や事故などで漏洩した場合、社会的な責

任が追及されるとともに、企業の存続にも重大な影響をおよぼす可能性がある。

これらの課題に対応するため、企業は、ISO27001/ISMS を早急に構築し、適切

に維持していかなければならない。  

 

2. 民間企業の情報セキュリティへの取り組み  

 

本項では、はじめに一般事業者の情報セキュリティ対策上の問題点を述べ、次

に重要インフラ事業者の情報セキュリティ対策への取組について述べる。  

 

(1) 一般事業者の情報セキュリティ対策上の問題点  

最近は、自社でセキュリティ管理（ネットワーク監視を含む）をしている会

社より外部にアウトソースしている会社が多くなってきている。中小企業で普

段セキュリティと無関係の仕事をしている人が片手間でセキュリティ管理を行

                                                   
112一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ jipdec）

http://www.isms.jipdec.or.jp/lst/ind/suii.html 
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うのは難しいであろう。また、システム管理に関する常設の部門を持っている

大企業でも、優秀なセキュリティ技術者を多数社内に確保するのは困難である。

このため、全体として、セキュリティ管理は外部にアウトソースし、本業に専

念する傾向にある。それでも、アートソースできる企業はまだ恵まれている。

実際には、不景気の影響もあり、予算不足、人材不足に苦しんでいる企業が多

い。それを裏付けるデータを次に示す。  

●2011 年 8 月 5 日に経済産業省が「サイバーセキュリティと経済研究会報告書」

を発表している。それによると企業において十分な情報セキュリティ対策が実

施できない理由の第 1 は、必要なサービス製品を確保できないため（予算上

の制約も含む）であり、第 2 は自社に必要な人材が確保できないため（予算

上の制約も含む）であった。（図 25 参照）  

          

図25  企業において十分な情報セキュリティ対策が実施できない理由  

 

●2012 年 4 月に独立行政法人情報処理推進機構が、「情報セキュリティ人材の

需要に関する調査」結果を次のように様に発表している。  

企業における情報セキュリティ人材の過不足感：大半の企業において、

情報セキュリティに関するスキルを有する人材が不足している。ただし、事

業に影響を及ぼすほどのものとは考えられていない。  

社内向けの情報セキュリティ業務に専任に従事している不足人材数は約

2.2 万人と推計される。（0 参照）  
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表 36 「我が国全体の社内向けセキュリティ専任者の不足数」  

 

また、スキルの育成が必要とされている社内向けセキュリティ専任者は

約 13.7 万人と推計される。（0 参照）  

   

表 37 「スキルの育成が必要とされている社内向けセキュリティ専任者」  

 

 

情報セキュリティにどれだけの予算、人材を割り当てるかを決めるのは

組織のトップである。組織のトップは、事業の継続性、組織の信用性の維持

について責任を有している。従って、組織が直面する脅威とその可能性を判

断し、組織の脆弱性を低減するために適切なセキュリティ対策を適用しなけ

ればならない。  

 

(2) 重要インフラ事業者の取り組み  

「重要インフラ」とは、平成 21 年 2 月 3 日に情報セキュリティ政策会議が

決定した「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画」におい

て、「他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が形成する国民生

活及び社会経済活動の基盤であり、その機能が停止、低下又は利用不可能な状態

に陥った場合に、我が国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼすお

それが生じるものである。」と定義されており、同計画において、「情報通信」、「金

融」、「航空」、「鉄道」、「電力」、「ガス」、「政府・行政サービス（地方公共団体を

含む。）」、「医療」、「水道」及び「物流」の 10 分野の重要インフラを防護対象と

している。  

ア． Telecom-ISAC Japan 
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2002 年 7 月に、国内の主要通信事業者（ISP）からなる Telecom-ISAC Japan

（非営利任意団体）が発足した。Telecom-ISAC Japan は我が国最初の ISAC で

ある。ISAC とは、米国の業界毎の情報共有分析センター（ Information Sharing 

and Analysis Center：ISAC）である。米国の各主要インフラ業界は、サイバー

攻撃及び物理的攻撃を防止・低減するため、脅威に関する情報共有と迅速な対応

を可能 とする 業界毎 の情報 共有分 析セン ター（ Information Sharing and 

Analysis Center：ISAC）の構築・促進に早くから取り組んでいる。米国では主

要インフラの多くが民間の管轄であることから , 大部分の ISAC は業界毎の民間

組織が自発的に協力し合う取り組みとなっているのが特徴である。  

Telecom-ISAC Japan は、2002 年 7 月、通信サービスの安全かつ安心な運用の

確立のため、会員が関連情報を共有・分析する仕組みを構築し、事業者単独では

手に負えないサイバー脅威に対してタイムリーな対策をとることを目的とし、国

内の主要通信事業者（ISP）7 社他が発起人となり、非営利任意団体「インシデン

ト情報共有・分析センター（Telecom-ISAC Japan）」としてスタートした。現在

（2011 年 5 月現在）、参加起業数は 16 社である。Telecom-ISAC Japan の活動の

概要は図 26 のとおりである。  

 

図26  Telecom-ISAC Japan の活動の概要 113 

       

その後、情報通信以外の業界では ISAC は設立されることなく、ISAC に替

わるセプターカウンシルが 2009 年に創設された。  

イ． 重要インフラ連絡協議会（セプターカウンシル）  

                                                   
113 国立国会図書館検索システム

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s -news/2003/pdf/030

210_2.pdf 
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重要インフラ防護対策については、「重要インフラのサイバーテロ対策に係る特

別行動計画」（平成 12 年 12 月 15 日、情報セキュリティ対策推進会議）で規定

された見直しが実施され「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」

（平成 17 年年 12 月 13 日、情報セキュリティ政策会議決定）が策定された。  

その中で、各重要インフラ分野内に｢情報共有･  分析機能｣（ CEPTOAR: 

Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and 

Response ）の整備を進めることと、CEPTOAR 間での横断的な情報共有の場と

して 2008 年度末までに｢重要インフラ連絡協議会 (CEPTOAR－COUNCIL｣(仮

称 )を創設するが規定された。  

また、同計画では、官民の緊密な連携の下、情報システムの機能不全による障

害が国民生活や社会経済活動に重要な影響を及ぼさないように、重要インフラに

対して情報セキュリティ対策を強化するための諸施策として 4 つの柱、①重要イ

ンフラにおける情報セキュリティ確保に係る「安全基準等」の策定もしくは見直

しの実施、②情報共有体制の強化、③相互依存性解析、④分野横断的な演習、が

設定されており、セプターの整備はこのうち、②情報共有体制の強化に資する施

策に該当する。  

(ア ) 設立経緯 114 

セプターカウンシルの設立経緯は 0 のとおりである。  

表 38 セプターカウンシルの設立経緯  

2005 年度  

 

 

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」

（2005 年 12 月 13 日情報セキュリティ政策会議決定）にお

いて、情報セキュリティ対策の強化のための諸施策が決定され

た。同計画には、重要インフラの 10 分野（情報通信、金融、

航空、鉄道、電力、ガス、政府・行政、医療、水道、物流）の

それぞれに情報共有・分析機能（セプター）を設置し、また分

野横断的情報共有のためにセプターからなる「重要インフラ連

絡協議会（セプターカウンシル）」を 2008 年度末までに創設

すること、などが盛り込まれた。  

2006 年度  

 

重要インフラ  10 分野でセプターの整備が着手された。うち 7 

分野でセプターの整備が完了した。  

                                                   
114 NISC「セプターカウンシルの創設について」  
http://www.nisc.go.jp/press/pdf/ceptoar_council20090226_press.pdf  
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2007 年度  

 

 

 

3 分野でセプターの整備が完了し、重要インフラ 10 分野の全

ての分野でセプターが整備された。また、「セプターカウンシ

ル創設に向けた検討の場」が設置され、セプターの間でセプ

ターカウンシル創設の基本的合意が得られた。  

2008 年度  

 

「セプターカウンシル創設に向けた検討の場」を「セプターカ

ウンシル創設準備会」に改組し、セプターカウンシルの設置要

綱等の検討が着手された。2009 年 2 月 26 日にセプターカウ

ンシルが創設された。  

(イ ) 創設の狙い 115 

重要インフラの情報セキュリティ対策を一層強化していくためには、分野横断

的な情報共有の推進を図り、多様な知見をサービスの維持・復旧に活かしていく

事が重要である。そのため、各セプターから構成されるセプターカウンシルを設

立し、政府機関から独立した会議体として、重要インフラ事業者等におけるサー

ビスの維持・復旧能力の向上を促進する。  

(ウ ) 活動 116 

セプターカウンシルは以下の活動に取組んでいる。  

・分野横断的な情報共有の推進  

・重要インフラの IT 障害の未然防止等のための情報共有体制の調整及

び管理  

・分野横断的な共通課題の発見及び共通認識の醸成  

(エ ) 構成 117 

セプターカウンシルの構成（セプターとオブザーバーを含む）は、図 27 

のとおりである。なを、事務局は、当分の間、内閣官房情報セキュリティ

センターが務めるとされている。  

 

                                                   
115 同上  
116 NISC「セプターカウンシルの創設について」  
http://www.nisc.go.jp/press/pdf/ceptoar_council20090226_press.pdf  
117 同上  
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図27  セプターカウンシルの構成  

  

ウ． サイバー情報共有イニシアチブ（J-CSIP）  

米国では、防衛産業基盤（Defense Industrial Base）も重要インフラの一つで

ある 118。しかし、我が国では、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行

動計画」（2005 年 12 月 13 日情報セキュリティ政策会議決定）において防衛産業

分野は重要インフラ防護対象に指定されず、そのため防衛産業分野の情報共有体

制が構築されてこなかった。但し、2013 年 6 月に発表された「サイバーセキリ

ティ戦略」では、重要インフラ事業者の範囲の見直しが示唆されている。  

2011 年 10 月、三菱重工業など防衛産業への同時多発的な攻撃（標的型メール

攻撃による情報窃取）が相次いだことを受け、サイバー攻撃による被害拡大防止

のため、2011 年 10 月 25 日、経済産業省主管の下、重工、重電等、重要インフ

ラで利用される機器の製造業者を中心に情報共有と早期対応の場として、サイ

バー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）が発足した。9 社（三菱重工、IHI、川

崎重工、富士重工、日立製作所、東芝、NEC、三菱電機、富士通）のメンバー会

社と、経済産業省、JPCERT/CC、（社）日本情報システム・ユーザー協会、（独）

情報処理推進機構（IPA）で構成される。IPA を情報ハブ（集約点）の役割とし

た J-CSIP の活動の概要 119は次のとおりである。  

                                                   
118米国土安全保障省「重要インフラセクター」  

http://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors 
119 IPA ホームページ http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html 
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①  「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」の設置  

②  情報の匿名化  ＋  メンバー間での情報共有  

③  標的型サイバー攻撃の実態調査を実施  

また、上記のほかに以下の活動も行っている。  

①  被害の発生や拡大を防ぐための早期警戒のための情報共有  

②各社 CSIRT の設立／強化  

2012 年 4 月 2 日  重要インフラ機器製造業者 9 社と IPA 間で秘密保持契約

を締結  

 ルールに基づく情報共有開始  

2012 年 6 月 29 日  電気事業連合会が参加  

2012 年 7 月 4 日まで  日本ガス協会、石油連盟、JX、出光興産、昭和シェル石

油、  

 富士石油、化学事業者：宇部興産、昭和電工、住友化学、 

 電気化学工業、トクヤマ、三井化学、三菱化学が参加表明  

J-CSIP の情報共有のイメージは図 28 のとおりである。  

    

 

図28  J-CSIP の情報共有のイメージ  

   

(3) 官民連携による取り組み  

ア． サイバー攻撃解析協議会  
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総務省及び経済産業省は、近年、攻撃手法がますます巧妙化・複合化するサイ

バー攻撃の実態を把握し、その結果を関係省庁、重要インフラ事業者等に提供す

ることを目的に、サイバー攻撃解析協議会を 2012 年 7 月に発足した。  

(ア ) 趣旨・目的  

2012 年 4 月 26 日の第 29 回情報セキュリティ政策会議において、総務大臣及

び経済産業大臣より、近年、攻撃手法がますます巧妙化・複合化するサイバー攻

撃を高度解析する枠組みについて、両省で連携して構築していくことを発表。さ

らに、7 月 4 日の第 30 回情報セキュリティ政策会議において、これらのサイバー

攻撃からの防御に必要な高度解析を実施するため、総務省及び経済産業省並びに

(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及

び JPCERT コーディネーションセンターの 4 団体からなる「サイバー攻撃解析協

議会」を発足することについて、両大臣より発表。これを踏まえ、両省において

「サイバー攻撃解析協議会」を発足。本協議会の活動により、サイバー攻撃の実

態を把握し、その結果を関係省庁や重要インフラ事業者等に提供する。  

(イ ) 構成・オブザーバ  

本協議会は、総務省及び経済産業省並びに (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及び JPCERT コーディネーションセン

ターの 4 団体により構成し、内閣官房情報セキュリティセンターをオブザーバと

する。なお、活動内容に応じて、構成等は変更可能とする。  

(ウ ) 活動内容・スケジュール  

本協議会では、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等のうち共有可能なものを結集し、高度解析を実

施することにより、業界横断的又は長期間執拗に行われるサイバー攻撃の特徴や

攻撃手法等、サイバー攻撃の実態等を把握。この活動を円滑に実施するため、本

協議会の下に関係機関から成るワーキンググループを、今夏を目途に設置し、ワー

キンググループにおいて、収集情報、提供情報、情報提供先の要件等の検討・整

理を行う予定である。  

イ． サイバーディフェンス連携協議会 120 

2013 年 7 月 12 日、防衛省は、サイバー空間での攻撃について官民一体で情報

共有を図る目的で、防衛産業とつくる「サイバーディフェンス連携協議会（Cyber 

Defense Council：CDC）」を発足した。  

(ア ) 概要  

a. 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

                                                   
120防衛省「サイバーディフェンス連携協議会の設置・取組について」  

http://www.mod.go.jp/j/approach/others/security/cyber_defense_council.p

df 
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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

自身にとってもきわめて重要である。  

b. 民間部門のうち特に防衛産業は、防衛省・自衛隊が継続的安定的活動を

行っていく上で必要不可欠であり、防衛産業が正常に機能していること

が防衛省・自衛隊がその任務を遂行していくための前提となっている。 

c. このため、防衛省・自衛隊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・育成し、関係者

の多様な技能・知見を活用することにより、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、及び

③防衛省と防衛産業との間の信頼関係の一層の醸成を図ることを目的

とし、「サイバーディフェンス連携協議会（CDC）」を設置する。  

(イ ) 構成員  

a. 防衛省・自衛隊と防衛産業との情報共有や連携関係の在り方について、

防衛省・自衛隊と防衛産業のサイバーセキュリティ能力向上のための効

果的なパートナーシップを構築するため、サイバーセキュリティに関心

の深い防衛産業 10 社程度をコアメンバーとして CDC を設置。  

b. CDC における取組、検討を実効性のあるものとするため、以下の理由

により、具体的な参加企業名等は公開しないこととする。  

①  防衛産業側の円滑な協力が得られるように取り組む必要がある

こと  

②  率直な意見交換、情報共有等を行いやすい環境を整備する必要が

あること  

③  CDC に参加することにより企業活動に何らかの影響を及ぼさな

いようにする必要があること  

c. CDC 構成員の変更については、上記を踏まえ、CDC 全体で必要に応じ

判断  

(ウ ) 取り組みの概要  

以下の取り組みを通じ、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、a.及び b.を中心に取り組む。）  

a. 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。  

b. 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
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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。  

c. 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。  

d. 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。  

e. 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。  

取り組みのイメージは図 29 のとおりである。  

      

図29  CDC の取り組みのイメージ  

3. 個人及び企業が取るべき対策  

企業にとって影響の大きな情報セキュリティに係る主要な事件・事故には、標

的型攻撃メールによる機密情報漏えい、個人情報漏えい、サービス妨害攻撃（DoS

攻撃）及びホームページの改ざんがある。以下、それぞれについて個人及び企業

が取るべき対策を述べる。  

 

(1) サプライチェーン・リスク対策  

米国務省は、2006 年に、レノボから購入したコンピュータを、機密文書を扱う

業務では使用しないと発表した。また、昨年 7 月、英国、オーストラリア、カナ
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ダなどが、レボノ製のコンピュータを、情報業務などで使用するのを禁止してい

るとの報道があった。  

各企業においても、レボノ製のコンピュータの使用にあたっては使用業務を限

定するなどの措置が必要であろう。  

 

(2) 標的型攻撃メールによる機密情報漏えい対策 121 

昨今、企業の機密情報や個人情報が窃取される不正アクセス被害が多発してい

るが、その攻撃手段として、特定の相手を狙い、送信者の詐称やタイトルや本文

の巧妙な記述内容によって、添付ファイルを開かせたり記載 URL をクリックさ

せる標的型攻撃メールが利用されている。  

 

ア． 標的型攻撃メールの動向  

2005 年 10 月に、ある実在の官公庁職員を詐称して複数の官公庁職員宛てに送

られた標的型攻撃メールが確認されて以来、この 10 年間、標的型攻撃メールが

徐々に増え、大きな脅威となってきている。最近では、2011 年に、三菱重工業な

ど日本の防衛産業メーカー、国会や政府機関が大規模な「標的型のサイバー攻撃」

を受けた。この攻撃は、特定の企業や個人を狙って、ウイルス添付のメールを送

信し、ウイルスに感染させ、内部から情報を盗み取ろうとする攻撃であった。ま

た、2011 年 3 月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に乗じ、

震災に関する情報提供に見せかけたメールにウイルスが添付された標的型攻撃

メールが多数確認されている。  

標的型攻撃メールの添付ファイルとして、PDF ファイルや MS Word、Excel、

一太郎のような業務でよく利用するアプリケーションで作成した文書データファ

イルにウイルスを埋め込んだ事例が増えており、ウイルス対策ソフトでも検知さ

れないという事例も多く見受けられる。  

イ． 標的型攻撃メールによる機密情報漏えい事例 122 

2012 年 11 月、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の職員が利用する端末 1 台が

ウイルスへ感染し、情報漏洩した可能性があることがわかった。同機構によれば、

11 月 21 日に端末でウイルスを検知。隔離した上で調査を行い、11 月 28 日にウ

イルス感染により情報が窃取され、外部と通信していたことが判明したという。  

                                                   
121 IPA 「標的型攻撃メールの分析に関するレポート」

http://www.ipa.go.jp/files/000009375.pdf 
122セキュリティ・ネクスト「機密情報漏洩事件・事故一覧」

http://www.security-next.com/category/cat191/cat176 
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今回のウイルス感染により、「イプシロンロケット」や同ロケット開発に関連す

る「M-V ロケット」「H-IIA ロケット」及び「H-IIB ロケット」の仕様や運用情

報が外部へ漏洩した可能性がある。  

同機構では、感染原因や漏洩した情報など被害の特定を急いでいる。また今回

感染が確認された端末以外におけるウイルス被害の有無についても確認を進める。 

2013 年 2 月、宇宙航空研究開発機構（JAXA）職員のパソコン端末がウイルス

へ感染していた問題で、震災関連情報を装った「偽メール」が感染経路であるこ

とがわかった。  

職員が利用していた端末がウイルスに感染し、端末内に保存していた「イプシ

ロンロケット」関連の情報が外部へ流出した可能性があるとして、同機構では

2012 年 11 月 30 日に事態を公表、その後調査を進めていた。  

感染したウイルスは、東日本大震災の直後となる 2011 年 3 月 15 日に震災情報

を装った「偽メール」で侵入、同月 17 日に感染した。感染端末からは、同日よ

り同機構がウイルスを検知した 2012 年 11 月 21 日まで外部と通信が行われてい

たという。  

同機構では、感染端末が今回見つかった 1 台のみであることを確認。通信内容

や通信量は不明だが、端末内の情報が流出している場合も業務に大きな支障はな

いとしている。また感染端末以外からの情報流出の可能性については否定した。  

ウ． メール受信者をだますテクニック 123 

●ウェブ等で公表されている情報を加工して使用した事例  

標的型攻撃メールの特徴として、『ウェブ等で公開されている情報をメール本文

にコピーしたり、ウェブに掲載された PDF の報告書を加工してウイルスを埋め

込んだりする』事例が多い。  

メール本文や PDF ファイルは、メール受信者をだます次の条件を満たしてい

る。  

①  メールの受信者が興味を持つと思われる件名  

②  送信者のメールアドレスが信頼できそうな組織のアドレス  

③  件名に関わる本文  

④  本文の内容に合った添付ファイル名  

⑤  添付ファイルがワープロ文書や PDF ファイルなど  

⑥  ②に対応した組織名や個人名などを含む署名  

 

●組織内の業務連絡メールを加工して使用した事例  

                                                   
123 IPA 「標的型攻撃メールの分析に関するレポート」

http://www.ipa.go.jp/files/000009375.pdf 
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2008 年 11 月発生した、組織内の業務連絡メールを加工したウイルス付きの

PDF ファイルを添付した標的型攻撃メールの攻撃のフローは以下のとおりであ

る。  

①  最初に、官公庁や公的機関を詐称して、実行形式のウイルスを添付し

た標的型攻撃メールが 2 通届いた。  

②  不審なメールと判断した受信者はメールの添付ファイルを開かず、被

害に遭わなかった。  

③  管理部門が添付ファイルを調べると、キーロガー機能を持つウイルス

と判明した。  

④  管理部門より、①の標的型攻撃メールに関する注意喚起をテキスト本

文のみのメールで、海外拠点を含めた幹部職員約 150 名に送った。  

⑤  約 2 時間後に、④の注意喚起メールを加工して、ウイルスを埋め込ん

だ PDF ファイルを添付した標的型攻撃メールが同じ 150 名に届いた。 

⑥  正規の注意喚起メールと信じた約 10 名の受信者が添付ファイルを開

いてしまった。  

 

●添付ファイルのないウイルスメールの事例  

ほとんどの標的型攻撃メールには、実行形式ファイルや PDF ファイル、MS 

Word などの添付ファイルがついているが、添付ファイルがついていなければ

安全という訳ではない。メール本文は HTML で記述されており、その中に、

不正な仕掛けをしたサイトへのリンクが記述されている。  

リンク先のサイトには、Internet Explorer の脆弱性を悪用して、ウェブサ

イトから不正なプログラムを自動的にダウンロード（ドライブ・バイ・ダウン

ロード攻撃）させる仕掛けがされていた。これはウェブ感染型という。ウェブ

感染型とは、添付ファイルがなく、ドライブ・バイ・ダウンロード  の攻撃手法

で、悪意のあるウェブサイトからウイルスを感染させる手法をいう。  

 

●オレオレ詐欺を模倣した標的型攻撃メールの事例  

2011 年 7 月に、オレオレ詐欺を模倣した標的型攻撃メールに関する届出が

あった。  

最初、テキスト本文のみの日常会話的なメールが何回かやりとりされ、最後に

ウイルス付きの PDF ファイルが添付されたメールが届き、その PDF ファイ

ルを開くことにより、ウイルスに感染したという事例である。  

 

エ． 個人及び企業が取るべき対策  
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標的型攻撃メールは、普通のウイルスメールと同様に、添付ファイルやメール

本文に記載したリンクをクリックさせることで、メール受信者のパソコン等にコ

ンピュータウイルスを感染させる攻撃である。従って、メール受信者の情報リテ

ラシー向上や受信メールの取扱いが非常に重要となる（運用管理面での対策）。し

かしながら、人間が操作するものであり、またメール受信者を信用させる様々な

だましのテクニックを駆使していることから、うっかり添付ファイルを開いてし

まうリスクの対策も不可欠となる（技術面での対策）。  

(ア ) 個人が取るべき対策  

2011 年 10 月―11 月、三菱重工業など防衛産業や衆参両院に対する標的型メー

ル攻撃による情報窃取が相次いだことを受け、政府は 12 機関の幹部や職員を対

象にした標的型メールの模擬訓練を実施したところ、少なくても 6,000 人が添付

ファイルを開封するなどウイルスに感染しかねない危険を取っていいたが分かっ

たと、2012 年 1 月 19 日、内閣情報セキュリティセンターが発表した。情報セキュ

リティの最大の脆弱性は人であることの証左である。  

標的型攻撃メールに対して、個人の対策としては次の 5 つの心得（メールの添

付ファイルの取り扱い 5 つの心得） 124を確実に実践すことが求められる。  

①  見知らぬ相手先から届いた添付ファイル付きのメールは厳重注意す

る  

見知らぬ相手先から送信されたメールの添付ファイルについては、安

全を確認することが難しく、また、ほとんどのケースが自分に必要な

いものであるので、無条件に削除することが望ましい。  

②  添付ファイルの見た目に惑わされない  

テキストファイル（拡張子 .txt）や画像ファイル（拡張子 .jpg）等の、

ウイルスに感染することのないファイルに見せかけた添付ファイル

を送りつけるウイルスが発見されており、注意が必要である。添付

ファイルは、見た目に惑わされず、プロパティで拡張子を表示する等

によりファイル形式を確認し、ファイルを実行するアプリケーション

を把握するとともに、自分に必要なものかどうかを判断した上で使用

するべきである。  

③  知り合いから届いたどことなく変な添付ファイル付きのメールは

疑ってかかる  

メールを送信するタイプのウイルスが激増しており、知り合いから送

信された添付ファイル付きのメールは、送信者の知らない間にウイル

スが送信している可能性がある。巧妙に添付ファイルを開かせるよう

                                                   
124 IPA「メールの添付ファイルの取り扱い 5 つの心得」

http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/attach5.html 
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な心理をついてくるので、このような知り合いからのメールこそウイ

ルスの疑いを持って接する必要がある。メールに付帯の情報（メール

本文等）もウイルスが作成している可能性があるため、これらの情報

も信用せず、例えば先方に問い合わせるなどにより安全を確認してか

ら使用するべきである。  

④  メールの本文でまかなえるようなものをテキスト形式等のファイル

で添付しない  

受信者にウイルス検査の作業負担を生じさせることになり、また、検

査を行ったとしても不安感を完全にぬぐいさることはできないので、

添付ファイル付きのメール送信は避ける。必要にせまられ添付ファイ

ル付きでメールを送信する場合には、当該ファイルのウイルス検査を

行ってから実施するようにし、併せて、メールに付帯の情報（メール

本文等）以外で、添付ファイルを付けた旨とその内容を事前に先方に

伝えるような配慮が望ましい。  

一方、このようにして届けられたものでも、受信者はウイルス検査後

使用するという用心深さが必要である。  

⑤  各メーラー特有の添付ファイルの取り扱いに注意する  

メーラーの設定、メーラーの特殊性などの添付ファイルの取り扱いに

関連する事項をよく把握して使用することが重要である。例えば、一

部のメーラーでは、受信時に添付ファイルをあらかじめ指定された

フォルダーに自動的に展開しファイル保存する。このようなメーラー

を使用している場合は、ウイルス検出等でメール本文ごと添付ファイ

ルを削除したときに、保存されている複製も忘れずに削除されるよう

な設定にする必要がある。  

(イ ) 企業が取るべき対策 125 

以下、運用管理面及び技術面の対策について説明する。  

a. 運用管理面での対策  

(a) 従業員の情報リテラシーの向上  

標的型攻撃メールのウイルスに感染しないための最初の砦は、

メール受信者の適切な判断となる。そのためには、標的型攻撃

メールに関する知識と対応を従業員に周知徹底することが重要

である。  

                                                   
125 IPA 「標的型攻撃メールの分析に関するレポート」

http://www.ipa.go.jp/files/000009375.pdf 
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少なくとも、次の知識と対応を身につけておくことが必要であ

る。  

・ 件名、本文、添付ファイル名などが日本語のウイルス

メールも増えている。  

・ 差出人のメールアドレスは簡単に詐称できる。  

・ 原則として、実行形式の添付ファイルを開いてはいけ

ない。  

・ ワープロ文書など実行形式でない文書データファイル

から感染するウイルスもある。  

・ ウイルス対策ソフトを導入していても、ウイルスを

100%防げるわけではない。  

・ ウイルスに感染しても、目に見える異常な症状が出る

とは限らない。  

・ 脆弱性の修正プログラムが公開されたら、原則として、

すぐに適用する。  

なお、標的型攻撃メールを疑似体験させる「予防接種」という

教育手法がある。従業員の標的型攻撃メールへの耐性確認と意識

向上に効果が高いと言われている。  

(b) 標的型攻撃メールに関する情報集約と情報共有の体制整備  

標的型攻撃メールは、１つの組織の複数のメールアドレス宛て

に送られることがある。メーリングリストのメールアドレスに送

られた場合、メーリングリストメンバー全員に当該の標的型攻撃

メールが届く。不審なメールが届いたら、開かずに削除するよう

にルール化している場合、気付いた人は被害に遭わないが、気付

かずに添付ファイルを開いたり、メール本文のリンクをクリック

してしまう人もいるであろう。また、メールを削除してしまうと、

本当に標的型攻撃メールであったのか、もし気づかずにウイルス

に感染していた場合にどのような被害が発生しうるのか等を調

査することもできない。  

標的型攻撃メールの可能性があるメールを受信した場合に、情

報システム部門に情報を集約する体制を構築すべきである。集約

した情報を元に、組織内での注意喚起をしたり、同様のメールが

送られている部門や人を特定し、速やかに該当者に対処方法を指

示することで被害を防止もしくは極小化できる可能性が高い。  
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(c) 心あたりのないメールを受け取った場合の対応  

一見して問題なさそうな添付ファイル付きのメールを受信し

たが、なぜ自分宛てに送ってきたか心当たりがない場合は、イン

ターネット検索や電話番号案内などで送信者の連絡先を調べ、問

い合わせる。その結果、当該メールを送っていないということが

判明した場合は、組織内のインシデント対応部署やシステム管理

者などに報告し、必要に応じて組織内に注意喚起をする。  

なお、送信者の連絡先が判明しない、またはそれに時間を要す

る場合は先立って注意喚起を実施する必要がある。  

(d) 不審なメールの添付ファイルを開く場合の対応  

電子メールでの注文受付や問合せ窓口を運営している組織で

は、不特定多数からの添付ファイル付きのメールを受け付けざる

を得ない場合がある。  

標的型攻撃メールは、ネットワークを介してウイルスを感染さ

せたり、窃取した情報を攻撃者に送ったりする。従って、ネット

ワークに接続していないパソコンで不審なメールの添付ファイ

ルを開くことは有効な対策である。  

万一ウイルスが仕掛けられていた場合でも、専用パソコン自体

に影響がでないように、仮想 OS 上で構築・運用するというのも

選択肢の一つである。また、今のところほとんど標的型攻撃の対

象となっていないオペレーティングシステムである、Linux ベー

スで専用パソコンを構築するのも有効な対策である。  

(e) 自組織が詐称された標的型攻撃メールの連絡を受けた場合の対

応  

「差出人が貴方となっている添付ファイル付きメールを受け

取ったが、貴方が送信したものか」との問合せを受けた場合は、

心当たりがない場合には、組織内のインシデント対応部署やシス

テム管理者などに報告して対応を検討する。可能であれば、当該

メールを転送などで入手し、送信者アドレスを詐称された単なる

迷惑メールか、一般のウイルスメールか、標的型攻撃メールかを

分析する。また、当該メールを受信したという問合せが多い場合

は、自組織のホームページなどで外部に注意喚起をすることも検

討すべきである。  
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b. 技術面での対策  

(a) ウイルス対策ソフトの適切な運用  

ほとんどのウイルス対策ソフトは、既に発見されたウイルスの

情報を元に、ウイルスを検知して感染を防止したり、駆除を行う。

毎日数千種以上の新しいウイルスが発見されており、ウイルス定

義ファイルを最新にしていないと、ウイルスを検知できない可能

性がある。特に、ウイルス対策ソフトのライセンス期間を過ぎる

と最新のウイルス定義情報が入手できないことがあるので、注意

する必要がある。  

多くのウイルス対策ソフトには、常時監視する機能と、指定し

た時にコンピュータ内のファイルを検査するスキャン機能がつ

いている。  

①  時監視機能を用いてファイルを開く前に自動的にチェッ

クする  

②  定期的にその時点での最新のウイルス定義情報を用いて

コンピュータ内の全ファイルをスキャンする  

この両方を行うことが重要である。ウイルス対策ソフトはメー

カーよって検知できるウイルスの種類が異なる。メールサーバー

で運用するウイルス対策ソフトとパソコンで運用するウイルス

対策ソフトを別のウイルス対策ソフトメーカーの製品にするこ

とで、ウイルスが検知できないリスクを低減できる。  

(b) O.S.やアプリケーションの既知の脆弱性の速やかな修正  

ウイルス感染の手法として、ソフトウエアの脆弱性を悪用する

場合がある。過去には、メールソフトの脆弱性を使ってメールを

開かなくても添付ファイルが実行されるというウイルスもあっ

た。近年では、PDF ファイルや MS Word、Excel、一太郎など

の文書データファイル内にウイルスを埋め込んで、それらの文書

データファイルを処理するアプロケーションの脆弱性を悪用し

てウイルスに感染させる事例も多数確認されている。  

Windows Update のような、オペレーティングシステムの修

正プログラムだけでなく、自分のパソコンで利用している全ての

アプリケーションについて、公開されている修正プログラムを適

用したり、最新版に入れ替えるということが重要である。  
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近年、脆弱性の修正プログラムが公開されると、その脆弱性を

悪用したウイルスが短期間に作られてサイバー攻撃に使われる

ことが多くなった。組織によっては、修正プログラムを適用して

問題が発生しないことを確認するまで、修正させないポリシーを

運用している所もあるがなるべく速やかに修正プログラムを適

用すべきである。  

なんらかの理由で修正プログラムを自動的に適用しない設定

で運用している場合は、修正プログラムが適切に適用されている

かどうかを資産管理ツールなどで、定期的にチェックする必要が

ある。  

(c) 添付ファイルのファイル識別子の確認  

添付ファイルのファイル識別子が  exe のような実行形式ファ

イルであれば、原則として開くべきではない。実行形式ファイル

であることを隠す手口を使っている場合があるので、ファイル形

式の確認は慎重に行う必要がある。また、添付ファイルのファイ

ル識別子が  zip のような圧縮ファイルであれば、その圧縮ファイ

ルを展開したのち、ファイル識別子を確認する必要がある。  

確認の際のノウハウを以下に挙げる：  

①  実行形式ファイルの場合、アイコンを自由に変えるこ

とができる。従って、MS Word のようなアプリケー

ションのアイコンであっても、ファイル識別子を必ず

確認する  

②  登録されている拡張子を表示しない設定にしてあると、

「  xxx.doc.exe 」のような二重拡張子のファイルが

「  xxx.doc 」のように表示されることがあるので、す

べての拡張子を表示する設定にする。  

③  「xxx.pdf .exe」  のように、空白文字を多数挿入され

ていると、一見「  xxx.pdf 」のように見えてしまうの

で、ファイル識別子を右端まで確認する。  

④  ファイル名の画面表示を左右逆転して表示する手法で

「  cod.xxx.exe 」というファイル名を「  exe.xxx.doc 」

のような文書ファイルによそおう場合があるので、添

付ファイルを一旦デスクトップ等に保存して、ファイ

ルのプロパティを確認する。  
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(d) メールヘッダの確認  

標的型攻撃メールにおいては、メールの表題やメール送信者情

報、メール本文、メール送信時刻、添付ファイル名は、メール受

信者が信用するような内容で表示されるように加工してあるこ

とが多いが、メールヘッダには、実際のメール発信元 IP アドレ

スなど詐称することが困難な情報が多数含まれている。  

 

(e) 万一ウイルスに感染した場合の対策  

標的型攻撃メールと見抜けなかったり、あるいは不注意や好奇

心などから、メールの添付ファイルを開いてしまった場合、以下

の様々な要因でウイルスに感染してしまうリスクが存在してい

る：  

①  ウイルス定義ファイルがない  

②  脆弱性の修正がなされていない  

③  未知の脆弱性への攻撃である（ゼロデイ攻撃）  

こうした事態が発生することも想定して、情報窃取等の重大な

被害を回避するための対策が必要となる。その対策として、  

①  ウイルスの活動（組織内蔓延や外部通信）を阻害、抑

止する  ＜出口対策＞  

②  重要な情報の利用制限（アクセス制御）をする  

③  情報にアクセスされても保護するための鍵（暗号）を

かける  

④  操作や動き（ログ証跡）を監視・分析し不審な行為を

早期に発見するなどが挙げられる。  

 

(3) 個人情報漏えい対策 126 

企業にとっても、情報漏えいは、企業に対して次のような影響をもたらす。  

・顧客の名前や住所、電話番号などの個人情報が漏れると、顧客はもちろん、

漏らした本人や企業にとっても大きな損失になる。  

・漏えいした個人情報の中に、銀行口座やクレジットカード番号などの決済情

報が含まれていたために、勝手に自分になりすまされて、知らない間に高価

な買い物をされてしまう等の金銭的な被害に遭う危険性がある。  

                                                   
126IPA「漏れたら大変！個人情報」

https://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/comment.html  
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・クレジットカード番号や電話番号等の個人情報を闇市場で売買される例もあ

る。闇市場に流れた個人情報はどこで悪用されるか分からない。  

・企業から個人情報が漏えいした場合には（社員個人から漏えいした場合も同

じ）、企業の信用失墜、損害賠償等、大きな損失に繋がる。  

ア． 個人情報漏えいの事例  

●事例 1：委託業者所有パソコンからの個人情報の流出 127 

20013 年 1 月 21 日、四国電力株式会社は、データ入力業務を委託した業者

の社有パソコンがウイルスに感染し、ファイル交換ソフトの Winny を通じて、

メール内に残っていたアンケート結果のデータが流出したことを公表した。流

出した情報の概要は以下のとおり。  

・内容：平成 16～17 年度に高知支店、中村支店、須崎営業所管内で開催し

た電化住宅イベントでのアンケート結果 (445 名分 )の電子ファイル  

・情報：氏名、住所、電話番号、家族人数、使用している給湯器・調理器の

情報 (熱源、使用年数 )などのデータ  

●事例 2：スパイウェアを使用しネットバンクに不正アクセス、送金を行った

被疑者を逮捕 128 

警視庁の「インターネット事件簿」の記事によると、この被疑者はスパイ

ウェアを作成の上、某会社のネットバンキング用の ID、パスワードを不正に

入手し、他人の住居などの無線 LAN アクセスポイントを利用し、入手した

ID、パスワードを使い銀行のサーバに不正アクセスを行い、他人名義の口座

などから自己が管理する口座に約 1,500 万円を送金していた。この事件には、

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」及び「電子計算機使用詐欺

罪」が適用された。  

●事例 3：不正なプログラム（スパイウェア）入りの CD-ROM によるフィッ

シング詐欺 129 

2005 年 11 月 1 日、千葉銀行は、同銀行をかたった悪質な CD-ROM が確

認されているとして注意を呼びかけた。同銀行のインターネット・サービス

を利用しているユーザがその CD-ROM をインストールすると、ユーザの預

金口座から別の口座へ知らない間に送金される恐れがある。実際に被害が確

認されている。調査したところ、同様の CD-ROM は 3 ユーザへ郵送されて

いた。そのうち 1 ユーザが CD-ROM をインストールして被害に遭ったとい

う。被害に遭ったのは、同銀行の法人向けインターネット EB サービス＜

                                                   
127四国電力株式会社「記者発表」

http://www.yonden.co.jp/press/re1301/1180955_1968.html  
128 ライブドアニュース http://news.livedoor.com/article/detail/1674596/  
129 IT プロ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051102/223911/  
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Web-EB＞のユーザ。｢千葉銀行名で送られてきた CD-ROM をパソコンにイ

ンストールしたところ、預金口座から身に覚えのない振込がなされた」との

報告が同銀行に寄せられた。  

●事例 4：金融機関を装った悪質な電子メールによるフィッシング詐欺 130 

2013 年 5 月、新生銀行は、同行を名乗り暗証番号など顧客の重要な情報を

盗み取ろうとしているとみられる詐欺メール（フィッシングメール）及び詐欺

サイト（フィッシングサイト）が出回っているという注意情報を公表した。  

・詐欺メールの件名例  

「Access to your online account has been suspended」  

・詐欺メール・詐欺サイトの内容  

顧客の口座の口座番号、暗証番号、新生パワーダイレクト（インターネッ

トバンキング）パスワード、セキュリティ・カード裏面に記載された英数

字などの入力を求める内容  

 

イ． 個人情報漏えいの原因とその現状 131 

(ア ) ファイル交換ソフトを介した情報漏えい  

Winny 等のファイル交換ソフトを介した情報漏えいは、依然として多

数確認されている。これらは、個人情報が入った PC でファイル交換ソフ

トを利用し、さらに暴露型ウイルスに感染することで起きている。企業の

EC サイト上の個人情報や、警察の捜査資料などの情報も流出している。  

Winny などのファイル交換ソフトは、不特定多数の利用者がインター

ネットを通じて、お互いが持っているファイルを交換するためのソフトウ

エアである。通常は、それぞれの利用者が自分の持っている情報を公開、

他の利用者が持っている情報をダウンロードすることで、ファイルを共有

するものです。公開するファイルと公開しないファイルは別々に管理する

ことができる。  

ウイルスはこの仕組みを利用して、本来公開するはずのなかったファ

イルを利用者本人の知らないうちに公開してしまう。  

Winny は他の利用者が持っているファイルを検索することができるの

で、ファイル交換ネットワークを構成する多くのコンピュータに情報が拡

散する特徴を持っている。このような仕組みから、一度流出した情報の削

除・回収は事実上不可能である。  

                                                   
130 新生銀行 http://www.shinseibank.com/info/news130528_secure.html  

131IPA、「漏れたら大変！個人情報」

https://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/comment.html  
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仮に暴露型ウイルスに感染しないとしても、誤操作により情報漏えい

が発生する危険性もある。  

家族で共有している PC の場合、家族の誰かがファイル交換ソフトを利

用している可能性がある。事実、本人が知らないうちに、ファイル交換ソ

フトを介して情報漏えいしたケースもある。  

(イ ) スパイウェアによる情報漏えい  

スパイウェアは、利用者や管理者の目を盗んで、こっそり忍び込み、

氏名や ID、パスワードなどの利用者・管理者情報の他、どんなファイル・

ウェブページにアクセスしたか等の履歴などを盗む、スパイ活動をする

ウイルスである。「利用者や管理者の意図に反してインストールされ、利

用者の個人情報やアクセス履歴などの情報を収集するプログラム」と定

義されている。（  IPA と日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA)スパ

イウェア対策啓発 WG との共同定義）  

スパイウェアにより、オンラインバンクの不正引き出しが行われたと

いう事例もある。  

これは、PC のキーボードからの入力を監視し、記録する「キーロガー」

の機能を持つスパイウェアによるものである。キーロガーはもともとプ

ログラム開発の際に利用されるプログラムでしたが、これがスパイウェ

アに悪用されたものである。  

オンラインバンクも、このようなスパイウェアによる ID・パスワード

盗難に対し、ソフトウェアキーボード（PC 画面上にキーボードを表示し、

マウスでクリック入力）やセキュリティトークンを使ったワンタイムパ

スワード（使用する毎にパスワードを変更する方法）等の対策を取って

いる。  

ソフトウェアキーボードに関しては、表示画面をスクリーンショット

という機能を使って録画するスパイウェアも現れている。  

(ウ ) フィッシングによる情報漏えいの現状  

フィッシング詐欺は、銀行やクレジットカード会社などの金融機関を

装った電子メールを利用者に送りつけ、電子メールに記載された金融機

関のサイトに似せた偽サイトに誘導することによって、利用者を騙し、

利用者の住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人

情報を盗み出す行為である。  

金融機関以外にも、オークションサイトなどの評価が上がった！など

と言葉巧みに誘導して、偽サイトに誘導し、ID・パスワードを盗む、と

いうケースも見られる。  
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金融機関等から、カード番号やパスワードの入力を依頼するような

メールが来ることはけしてない。そのようなメールが金融機関等から届

いた場合は、金融機関に電話で問い合わせたり、金融機関のホームペー

ジのお知らせ欄を見たりして、その情報（メール）の真偽を確認する。  

(エ ) 過失による情報漏えいの現状  

最も多い情報漏えいの原因が、置き忘れや誤廃棄、メールの誤送信と

いった過失によるものである。  

例えば、メールや FAX の宛先を間違えて、個人情報や機密情報を第三

者に送付したというケース、などがある。  

誤廃棄による個人情報漏えいというケースも多くなっている。顧客情

報を含む内部書類を誤廃棄、印鑑証明の交付申請書など 1 万 4791 件を誤

廃棄、顧客情報が紛失（合併時の事前整理で誤廃棄か）などの例がある。  

置き忘れ／紛失事故による情報漏えいの例としては、監査先の会計情

報や個人情報を地下鉄車内で紛失、患者の個人情報を含む USB メモリー

を紛失、また、車の中に書類や PC、USB メモリー等を置いておいたと

ころ、車上荒らしにより盗まれたというケースもある。  

Web サイトの設定ミスで、オンラインショップや求人サイトの顧客情

報が閲覧可能な場所にあったため、顧客情報が漏えいした、といった情

報システムの設定ミスによる情報漏えいも発生している。  

グーグルグループのサービスを利用する際、初期設定がメンバー以外

も閲覧できるオープンな仕様となっているのを知らず、設定を変えてい

なかったグループの内容が外部にも漏れていた。  

ウ． 個人及び企業が取るべき対策 132 

(ア ) 個人が取るべき対策  

前項の個人情報の漏えいの原因別に個人が取るべき対策を述べる  

a. ファイル交換ソフトを介した情報漏えい対策 133 

①  漏えいして困る情報を取り扱うパソコンには、情報交換ソフト

（Winny 等）を導入しない。  

②  職場のパソコンに許可無くソフトウエアを導入しない。  

③  職場のパソコンを外部に持ち出さない。  

④  職場のネットワークに、私有パソコンを接続しない。  

⑤  職場のパソコンから USB メモリーや CD 等の媒体に情報をコピー

                                                   
132 IPA、「漏れたら大変！個人情報」

https://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/comment.html  
133 IPA「Winny による情報漏えいを防止するために」

http://www.ipa.go.jp/security/topics/20060310_winny.html 



 

166 

 

しない。  

⑥  漏えいして困る情報を許可無くメールで送らない。  

⑦  ウイルス対策ソフトを導入し、最新のウイルス定義ファイルで常

に監視する。  

⑧  不審なファイルは開かない。  

b. スパイウェアによる情報漏えい対策  

スパイウェア対策も、ウイルス対策と同じような対策が必要である。

従って、次の６箇条を確実に履行する。  

・ スパイウェア対策ソフトを利用し、定期的な定義ファイルの更新

及びスパイウェア検査を行う。  

スパイウェア対策ソフトを利用することで、スパイウェアの侵入

や実行を抑止することができる。ただし、対策ソフト本体や定義

ファイルを常に最新の状態にしておくことが大切である。また、

スパイウェア専用の対策ソフトでも、完全と言うことはないので、

これさえあればと言う過信は禁物である。  

・ コンピュータを常に最新の状態にしておく。  

コンピュータにある脆弱性 (セキュリティホール )を利用して侵入

するスパイウェアの存在が確認されている。脆弱性を解消するた

めに、コンピュータを常に最新の状態にしておくことが重要です。 

・ 怪しいサイトや不審なメールに注意  

(a) Web サイトの参照  

悪意のある  Web サイトでは、サイトを参照しただけでスパイ

ウェア等をインストールされる場合がある。検索エンジンで検索

された怪しげなサイト、スパムメールやポップアップメッセージ

に記載された怪しいと思われるサイトには近づかない方が賢明で

ある。  

(b) 便利なツールのダウンロード  

シェアソフトやフリーソフトを  Web サイトからダウンロード

する場合は、信頼できるサイトのみから行う。同様な意味で、ファ

イル交換 (P2P)から取得したソフトウエアについても注意が必要

である  

(c) 不審なメール  
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ウイルスメールと同様に、不審なメールに添付されたファイル

を開くことで、スパイウェアがインストールされたり、メール本

文に記載された怪しげなサイトを訪問すると、スパイウェアをイ

ンストールされたりする場合がある。不審なメールに付いた添付

ファイルは開かない、不審なメールに記述されたリンクは開かな

いことが重要である。  

(d) 理解できないポップアップ画面や確認メッセージ  

理解できないポップアップ画面や確認メッセージ (プロンプト )

は、画面上のボタンを操作することで、内蔵された不正な処理が

動作する場合がある。おかしいなと思ったら、×ボタンで終了す

る、ポップアップされたメッセージは×ボタンで終了する、理解

できない確認メッセージ (プロンプト )は×ボタンで終了すること

が重要である  

・ コンピュータのセキュリティを強化する  

(a) パーソナルファイアウォールを使う。  

外部からのコンピュータへの不正アクセスによりスパイウェア

をインストールされる可能性がある。正しく設定すれば、ファイ

アウォールは不正なアクセスを抑止する。  

(b) ブラウザーのセキュリティ設定を行う  

インターネットサーフィンを行う場合、ブラウザーのセキュリ

ティ設定を行うことをお勧めします。先にも述べた、怪しげなサ

イトを訪問する場合、セキュリティ設定を高い状態にしておくこ

とが重要である。  

・ 万が一のために、必要なファイルのバックアップを取る  

どんな場合でも、コンピュータの状態を安全な状態にするには、

システム自体を初期化することである。コンピュータが不正なプ

ログラムに支配された場合で、回復不能な場合は、システムを初

期化する。この際、大切なファイル等はバックアップしておくこ

とが重要である。  

・ 自分で管理できないコンピュータでは、重要な個人情報の入力を

行わない  

不特定多数の利用者がいるネットカフェ等、自分で管理できな

いコンピュータでは、スパイウェアが常駐していることを前提に、
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銀行の口座番号やカード情報等の重要な個人情報の入力を行わな

いことが重要である。  

 

c. フィッシングによる情報漏えい対策 134 

① ブラウザーの SSL の鍵マークを確認する。  

ユーザが出来る対策として、重要な情報を入力する際は実際にア

クセスしているサイトを確認するために、ブラウザーの SSL の鍵

マークを確認する。偽サイトであれば、通信は暗号化されていな

いケースがほとんどである。  

② メールの送信者欄（From アドレス）は偽装できる。なりすましメー

ルに注意が必要である。  

③ 手口は巧妙化している。必要ならば、フィッシング対策ソフトな

どを導入する。  

④ メール中のリンクからアクセスするのではなく、お気に入りに登

録したアドレスからホームページを見るようにする。  

⑤ そもそもカード番号や暗証番号を入力するような依頼がメールで

くることはない。もしそのようなメールが金融機関等から届いた

場合は、送信元に電話で問い合わせたり、ホームページのお知ら

せ欄を見たりして、その情報（メール）の真偽を確認する。  

 

d. 過失による情報漏えい対策  

置き忘れ、紛失、誤廃棄、メールの誤送信といった過失は、情報を取

り扱う各個人の危機感や性格に依存するため、具体的対策を講じること

は困難である。あえて言うならば、性格的に紛失・置き忘れ犯こしやす

い性格の人間には情報を扱わせないと言うことになるであろう。しかし、

置忘れや紛失を想定した次のような対策の確実な履行が重要である。  

① 置き忘れ防止アラームの使用  

② ファイルの暗号化  

③ ログイン時のパスワード設定  

④ メールで送付する添ファイの暗号化  

(イ ) 企業が取るべき対策  

a. 共通  

①  ソフトウエアの脆弱性情報を把握し、必要に応じてパッチの適用

                                                   
134 IPA「Phishing 対策」

http://www.ipa.go.jp/security/personal/protect/phishing.html  
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を行う。  

OS やミドルウェアなどのソフトウエアには日々、セキュリティ上

の弱点（脆弱性）が発見され、修正されている。ソフトウエアの

パッチ更新を行っていない場合、弱点が長期間残ってしまい、セ

キュリティを確保できない。ソフトウエアの脆弱性情報を定期的

に確認し、必要に応じてパッチを適用するなど、対策を行う。  

②  ファイアウォールを使用してネットワークを目的毎に分割する。  

会社が使用するネットワークには、社内用や公開用など様々なも

のがあり、求められるセキュリティレベルも異なります。ファイ

アウォールを使用してこれらのネットワークを分割し、それぞれ

のネットワーク間で不要な情報がやり取りされないよう、ファイ

アウォールを設定する。  

③  退職者のアカウントが削除する。  

近年、システム上に退職者のアカウントが残っていたために、不

正アクセスを受けるという事件が発生している。退職者のアカウ

ントは、即時抹消する。  

④  誰が、いつ、どの情報にアクセスしたか。その記録を保存する。  

適切な情報管理が行われている事は、記録によって確認されるも

のである。誰が、いつ、どの情報にアクセスしたか記録を取り、

確認できるようにしなければならない。  

⑤  個人情報には、必要最小限の社員のみがアクセスできる仕組みに

する。  

近年起きている個人情報漏えい事件の中には、個人情報にアクセ

スする必要のない社員が個人情報を漏えいしてしまった例が散見

される。漏えいの可能性を小さくするため、必要最小限の社員の

みが、必要最小限の情報にのみアクセスできるようにしなければ

ならない。  

⑥  社外に持ち出す PC や USB メモリーを紛失した場合でも、情報が

漏えいしない対策を講じる。  

個人情報漏えいの原因として多いものは、紛失・置き忘れや盗難

である。不要な情報を持ち出さず、また、情報を持ち出す場合に

は暗号化を施し、これらが原因となる個人情報漏えいを防止する。 

⑦  無線 LAN を使用する場合、適切な暗号化方式を選択する。  

無線 LAN は便利なものであるが、不正アクセスの対象として狙わ

れ易い環境でもある。使用する場合には、WPA2-PSK などの適切

な暗号化方式を選択する。WEP 方式は、使用すべきでない。  
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⑧  セキュリティ事故発生時の対応手順を策定する。  

セキュリティ事故発生時に、会社として適切な対応を行うために

は、事前に対応手順を検討して、関係者の合意をとっておく必要

がある。緊急時の連絡先や組織の体制について、日ごろから整備

して置く。  

⑨  業務用 PC に、不要なソフトウエアがインストールできない仕組

み構築する。  

社員が使用する業務用 PC に対しては、業務上必要なソフトウエ

アのみをインストールできるようにする。安全性が確認されてい

ないソフトウエアがインストールされた場合、それが原因となっ

て情報漏えいが生じることがあり得る。  

⑩  私用 PC の業務利用（または業務 PC の私的利用）は禁じる。  

私用 PC と業務用 PC が明確に区分されていない場合、管が行き届

かないため、セキュリティを確保することは難しくなる。私用 PC

と業務用 PC は明確に区分し、目的外利用を禁止する。  

 

b. 電子メールによるフィッシング詐欺対策  

① ユーザが出来る対策として、重要な情報を入力する際は実際にア

クセスしているサイトを確認するために、ブラウザーの SSL の鍵

マークを確認する。偽サイトであれば、通信は暗号化されていな

いケースがほとんどである。  

② 鍵マークをダブルクリックすると、その証明書の内容が表示され、

本当にアクセスしている URL をチェックすることができる。  

・ www.ipa.go.jp へ ア ク セ ス し て い れ ば 、 サ イ ト 名 が  

www.ipa.go.jp と表示さ  

  れている。  

③ 自分で発行している電子証明書ではなく、信頼のおける機関が発

行している電子証明書であることを確認する。  

•URL を確認  

•「https」と「鍵マーク」を確認  

④ また、フィッシング対策には次のような心得が必須である。  

・中には紛らわしいサイト名にしているものもあるので、慌てな

いことが大切である。  

・メールの送信者欄（From アドレス）は偽装できるので、なりす

ましメールに注意する。  
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・手口は巧妙化している、必要ならば、フィッシング対策ソフト

などの導入も考慮する。  

・メール中のリンクからアクセスするのではなく、お気に入りに

登録したアドレスからホームページを見るようにする。  

・そもそもカード番号や暗証番号を入力するような依頼がメール

でくることはない。もしそのようなメールが金融機関等から届い

た場合は、送信元に電話で問い合わせたり、ホームページのお知

らせ欄を見たりして、その情報（メール）の真偽を確認する。  

 

(4) 企業へのサービス妨害攻撃135 

サービス妨害攻撃（Denial of Service Attack：DoS 攻撃）については、海外で

大きな被害が発生していたり、「有効な対策がない」攻撃手段であると言われたこ

ともあって、多くの企業が懸念していると思われる。昨今ではこうした状況を悪

用した恐喝や詐欺の存在も指摘されており、サービス妨害攻撃について十分な知

識をもたないことで、詐欺にあったり、あるいは必要以上に脅威を感じることで

不必要な設備投資を行ってしまったりすることも考えられる。サービス妨害攻撃

を正しく理解し、適切な対策を講じることで、サービス妨害攻撃をむやみに恐れ

ることなく、IT やインターネットの利活用を推進すべきである。  

ア． サービス妨害攻撃とは  

「サービス妨害」とは、インターネット上で Web サービスやメールサービス

等を提供しているサーバ等に対して過剰な負荷を与えたり、サーバ等の脆弱性を

悪用することによって、サービスの運用や提供を妨げる行為をいい、このような

行為を悪意を持って行い、標的としたサーバを攻撃することを「サービス妨害攻

撃」という。  

サービス妨害攻撃は、通常は DoS（Denial of Service）」を使って「DoS 攻撃」

と呼ばれることが多い。さらに DoS 攻撃のうち、ネットワーク上の関係のない複

数のコンピュータに攻撃プログラムを仕込んでおき、それらの分散している複数

のコンピュータから一斉に特定のサーバを標的とした攻撃を「分散型サービス妨

害攻撃（DoS 攻撃 (Distributed Denial of Service Attack)」と呼ばれる攻撃があ

る。  

イ． サービス妨害攻撃の分類とその攻撃手法  

サービス妨害攻撃の手法は、主に以下の 2 種類に分類される。  

●脆弱性に根ざしたサービス妨害攻撃  

                                                   
135 IPA「サービス妨害攻撃の対策等調査報告書」

http://www.ipa.go.jp/files/000014123.pdf 
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攻撃を受ける Web サイトのコンピュータ、又はそれをインターネットに

つなぐネットワークに技術的な弱点 (脆弱性 )が内在し、それを悪用して

サービス妨害攻撃を行うものであり、本報告書ではそれを仮に「脆弱性に

根ざした DoS 攻撃」と呼ぶ。「脆弱性に根ざした DoS 攻撃」の対策につい

ては、後述する。  

●真正のサービス妨害攻撃  

例えばあるサイトにつながるインターネット上の経路のどこかで大量の

通信を起こして、意図的に経路をふさいでしまうような攻撃がある。それ

は現在のインターネットを支える技術標準とそれに基づくインフラには、

防御するための確実な方策のない攻撃であり、それを「真正の DoS 攻撃」

と呼ぶ。そのように他者を攻撃し、しかもそれを確実に阻止する手立てが

ないとすれば、それはまさにインターネット上のテロ攻撃と言えるもので

あり、一人の利用者の被害ということだけでなく、インターネット利用者

全員にとっても脅威となる問題である。真正の DoS 攻撃の対策についても、

後述する。  

DoS 攻撃で用いられる手法の分類は 0 のとおりである。  

表 39 DoS 攻撃で用いられる手法の分類  

 

 

各攻撃手法の概要は次のとおりである。  

●UDP Flood 攻撃  

コネクションレス型の通信プロトコルである UDP の特徴を悪用する攻撃

手法である。サイズの大きな UDP パケットを攻撃先アドレス宛に大量に

送信する。  

●Ping Flood 攻撃  
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通信エラーの通知や経路情報取得のための通信プロトコルである ICMP

の特徴を悪用した攻撃手法である。サイズの大きな ICMP パケット (ICMP 

echo request)を大量に送信する。  

●Smurf 攻撃  

UDP Flood 攻撃と同様に ICMP Echo Request を用いる。適当なブロード

キャストドメインを選び、そのドメイン内のノード (パソコン、サーバー、

ルータなど )に対して送信元アドレスとして攻撃先アドレスを設定して送信

する。結果としてそのドメイン全体から詐称されたアドレスに向け、膨大な

数の ICMP Echo Reply が送られることで、攻撃先の通信回線の帯域が占有

される。  

●SYN Flood 攻撃  

攻撃対象のサーバに SYN パケットのみを大量に送信する。受信したサーバ

は、ACK パケットをタイムアウトになるまで待ち続けることになるため、メ

モリーが消費される。今日の多くのサイト環境においては、この SYN Flood

攻撃への対策を取ることは一般的である。  

 

以上の攻撃は、一方的にパケットを送りつける攻撃であり、攻撃先の応答を受

信する必要がないため、送信元の IP アドレスを詐称することが出来る。  

●Connection Flood 攻撃  

オープンされた状態が長時間にわたって続くような接続を繰り返し行うこ

とにより、ソケットを占拠する攻撃である。サーバがコネクション数の制限

を設けていない場合、メモリー不足になり、クラッシュする場合がある。  

●HTTP GET Flood 攻撃  

攻撃対象の Web サーバに対して TCP 接続を確立した後、HTTP の GET コ

マンドを大量に送付することで、Web サーバのメモリーや処理能力を無駄に

消費させる。同様に POST コマンドを使用する、HTTP POST Flood 攻撃と

呼ばれるものもある。  

●リロード攻撃  

Web サーバに対して大量のアクセスを行う攻撃の 1 つ。送信されるデータ

は攻撃意図のないユーザが送るものと変わらないが、不必要に繰り返される

ことで攻撃となる。Web ブラウザーで F5 キーを連続して押下することによ

り攻撃が出来ることから、「F5 攻撃」とも呼ばれる。これは Web サーバへの

正当なアクセスと区別することが難しく、したがって一般的には対処が困難

であるが、後述する（5）項ウ号「システム構成等の対策」である程度緩和

することが可能である。  
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ウ． 企業へのサービス妨害の事例  

一般に、DoS 攻撃の被害を受けた企業や組織が、その事実を明らかにすること

は少なく、その実情については不明な場合が多い。次に取り上げる事例は公表さ

れた稀な事例である。 

●オンラインゲームサービス企業等への攻撃事例 

A 社は、インターネット上で有料のゲームサービスを提供している。同社は

2009 年 8 月に DDoS 攻撃を受け、一時サービス停止に追い込まれた。また、こ

の事象と並行して金銭を要求する脅迫を受けた。A 社はその事実については一定

の情報開示を行なっており、それに基づいて文献から事態の経緯を取得し、同社

へのインタビューから、経験を踏まえた DoS 攻撃への対応の考え方を聴取した。 

経緯は、以下のとおりであった。  

・2009 年 8 月 3 日、午後 3 時 38 分に脅迫メールが届く。内容は「今から DDoS

攻撃を開始する。被害を受けたくなければ、100 万円を支払え」。  

・同午後 9 時 14 分、支払いを促す第 2 のメールが届く。同時に運営サポート

から、サーバが高負荷状態でダウンしているという報告が入る。  

・支払いを拒否する旨を回答した。  

・それ以降本格的な DDoS 攻撃が始まり、サービスが提供出来ない状態となる。  

・攻撃は同社の代表的なサービスであるマージャンゲームだけでなく、それを

ホスティングする上位のルータにまで及び、他社のサービスまで被害に巻き

こまれた。  

・攻撃側は一度に全力で攻撃をしかけずに、段階的にこれを強化していった。

はじめに 1 台のサーバに攻撃し、これに対策を施すとその他のサーバに攻撃

を移す。Apache サーバの脆弱性に対して対策を施すと、TCP の脆弱性を突

く攻撃に切り替える。攻撃元の IP アドレスに対して遮断措置を施すと、次々

に別の IP アドレスから攻撃してくる、など。  

・対処にあたって外部のセキュリティ対策事業者と連携を取った。  

・併せて警察に届け出た (警視庁及び所轄署 )。  

・対策の結果、約 1 週間後、サービス再開に至った。  

・その後も小規模な DDoS 攻撃が断続的に続いている。  

A 社に対するインタビューでは、主に以下の内容を聴取した。  

①  脅迫に対する対応の仕方について  

・攻撃者からの連絡に対して「金銭の支払いの拒否」と応じたが、こちらから

の不必要な意思表示は一切すべきではなかったと考えている。  

・事態に直面したときは、突然のことで混乱し「支払いません」と回答したが、

後にこの対応は失敗であり、「無視するのが正解」だったと分析している。す

なわち、かえって先方に目をつけられるきっかけになったと推察している。  
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②  外部の専門家の活用について  

・適切な外部の専門家にすぐ相談すること。そのために普段からそうした相談

先の目処をつけておくことが大切である。また、事態の把握のために、通常

時からアクセスログ、サーバ負荷のログなどを完備しておくことは当然であ

る。  

・当社の場合事業の性質からして、社内にネットワークやコンピュータシステ

ムの専門スタッフは多いが、進行中のセキュリティ被害への対処については、

やはり専門家に多くを委ねるべきである。  

・なお、もとよりアクセスログ、サーバーログ等を収集する設備は完備してい

た。  

③  攻撃を受けた時の対処について  

・当社の経験から学んだことは、なによりもまず、進行中の事態への対処 (被害

の緩和やサービスの復旧 )を最優先にすべきことである。  

・攻撃者の取り締まり等のためには、警察への届出を行うことも重要であり、

攻撃に関する被害届を提出した。ただし、今回のケースでは届出による具体

的な効果は得られなかった。  

④  進行中の事態についての外部への説明  

・顧客と取引先に対して、逐次、十分な情報開示と説明を行うこと。このこと

が最も大切なことと考えている。  

・この情報開示を受けてユーザから大量の応援メールが届くなど、事態を通じ

てユーザとの信頼関係が深まったと感じている。また、これは望外のことで

あるが、ユーザ行動 (どのように遊ばれているかなど )についての知見を得る

ことも出来た。  

 

インタビュー及び文献による調査結果の総括は次のとおりであった。  

攻撃の手法面では、「Connection Flood」「TCP SYN Flood」「UDP Flood」が

次々と試されたり、攻撃対象のサーバを変えてくるなど、さまざまな攻撃のアプ

ローチが取られた。トラフィック量は秒間数万 PV(ページビュー )レベルから始ま

り、最終的に数十万 PV まで増加したとのことである。高度な技術的対策が必要

な場合、企業単独で事態に対処することは難しく、そのため同社では早い段階で

信頼出来る外部のセキュリティ専門機関に協力を求めた。ただし、かねてからそ

うした機関と接触があったわけではなく、事態が発生してから急ぎ探し求めたと

の事である。事態が起きた際、慌てることの無いよう、また、信頼出来る機関を

時間をかけて選択出来るよう、普段からあらかじめそうした機関を探し、連絡を

取っておくことが重要であると考えられる。また、この事例は、DoS 攻撃を脅迫

に用いた恐喝行為の典型的な事例でもあるが、攻撃者からの接触に対してどのよ
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うに応じるべきかについても検討材料を与えている。すなわち、原則的には無視

すること。ただし、そうしたエンジニアリング面以外の対処の仕方についても、

経験のあるセキュリティ専門機関に確認してみるのもよい。また、警察への届出

については、そこにすべての解決を期待しないほうが良い。警察の活動は技術的

な対策実施に比べて即効性があるものではなく、ある程度の時間を要する場合が

あることに留意すべきである。  

 

●社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会 (ACCS)への攻撃の事例  

上記の「オンラインゲームサービス企業等への攻撃事」と同様に、DoS 攻撃の

内容が公表されており、さらに対策の一部始終も明らかな事例として、社団法人

コンピューターソフトウェア著作権協会（以下、「ACCS」という。）の事例を見

る。  

経緯は以下のとおりであった。  

ACCS は、2004 年 3 月から毎月一定の期間  ACCS のホームページに「DDoS」

によるアクセスが集中、このため  Web ページの運用を毎月一定期間停止した。

今回の  DDoS は「Antinny」ウイルスに感染したコンピュータが、大量のアクセ

ス信号などを  ACCS ホームページに送信していることが原因。Antinny 感染コ

ンピュータは毎月 1 日と第 1 月曜日、3 月 3 日、11 月 11 日など月日が一致する

日に大量に信号を送信する。ACCS では 3 月から 11 月までの間、合計約 80 日間

ホームページを停止して対応した。  

インタビュー結果（回答は ACCS 及びテレコム・アイザックによる）は以下の

とおりであった。  

① 背景として考えられるもの  

・ACCS は、デジタルコンテンツ全般について著作権者の権利を保護するのが

ミッションであり、法的な手続きを取りたいと思った事業者の事務的な手続

きの支援なども行なっている。  

・したがって、デジタルコンテンツの著作権を巡る事案について初期段階から

相談を受け付け、手がけることが比較的多い。(例えば、ファイル交換ソフト

の刑事事件などがある。 ) 

・こうしたことから、一部の、著作権を無視してコンテンツを手に入れようと

する人々からは敵視されていることが推測出来る。  

② 過去の攻撃の事例  

・2004 年の本格的な大規模攻撃の 1－2 年前に、人的な F5（リロード攻撃）

攻撃があった。「2 ちゃんねる」等の掲示板サイトで、「この協会は自分たち

の活動を妨害することばかりしている。攻撃しよう。」といった趣旨の呼びか
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けがあったようだ。そこから人的な DDoS 攻撃をやろうという呼びかけに応

じた人々がいた。  

・この攻撃があったとき、一時的に Web サーバはサービスを停止したが、1～

2 日で復旧した。この間のアクセスログを解析して得られた IP アドレスを基

に、告知を行った。まず、IP アドレスを押さえていること。続いて、法的な

対応も視野に入れていること等を示し、実施した者は話し合おうという内容

を告知した。そうしたなかで謝罪してくるものもあり、事態は収束した。  

・その後 2004 年に、問題の大規模 DDoS 攻撃が発生した。  

③ 2004 年から始まった大規模攻撃の内容  

・ファイル交換ソフト  Winny が媒介し感染拡大するワーム型ウイルスである

「Antinny」の亜種が、特定の日付 (毎月第一月曜日や、月と日が同じ日 (4 月

4 日など ))に定期的に ACCS のホームページに DoS 攻撃を仕掛けるもの。

Antinny に感染した多数の PC から同時に攻撃されるため結果的に DDoS 攻

撃となるが、Antinny は国内を中心に広範囲に拡散しているものと見られ、

また、数パターンの亜種の存在が報告されている。  

・亜種によって、様々な攻撃のパターンがあるが、以下の DoS 攻撃手口の組み

合わせと見られる。  

・SYN パケットばかり送ってくるもの  (SYN Flood) 

・TCP 接続だけをしているもの  (Connection Flood) 

・データを取得しようとするもの  (HTTP GET Flood) 

・データを投げ込んでくるもの  (HTTP POST Flood) 

④ この事例のポイント  

・対策のひとつとして、標的にされたサーバのホストネームを変更したが、攻

撃者 (ウイルス作成者 )は、ホストネームの変更規則を見て先回りし、今後、

変更しそうなホストネームも含めて攻撃してきた。すなわち明確な攻撃意図

があり、ホストネーム変更を先回りしてまで攻撃してくるという事例である。 

・仮に攻撃対象のサーバをインターネット上から排除しても、攻撃日には、攻

撃先を探して DNS に対して名前の解決 (URL に対応した IP アドレスを得る

こと )を要求する大量のトラフィックが発生するため、インターネット環境で

の混乱は残った。  

・根本的な解決には、インターネット上からウイルスを排除するしかないが、

これには相当な時間が必要とみられた。また、ウイルス対策ソフトを導入し

ていない PC も存在した。このためにマイクロソフト社は、Windows Update

にこのウイルスを排除する更新内容を盛り込むなどの協力を行なってくれた。

また、大手のセキュリティ対策ソフトベンダーの製品にも同様の機能が盛り

込まれた。  
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・最初の対処として、インターネットサービスプロバイダ (Internet Service 

Provider)(以下「ISP」という )の DNS から ACCS のサーバの名前を消す処

置を取ったが、それでは別の DNS に名前解決のトラフィックが集中し、他

の ISP など広範に過負荷を与えてしまうと判断された。  

・このため、テレコム・アイザックの協力で、集中するアクセスを捨てるため

のサーバと IP アドレス (Black hole IP アドレス )を設けて対処した。  

・さらに、大手通信キャリアが DDoS 対策サービスのテストケースとしての対

策の協力を申し出、現在までこれによって定期的な攻撃を緩和させている状

況である。  

・ただし現時点でも Antinny は存在し、攻撃を受け続けている。これは、Antinny

での攻撃特徴である第一月曜日やゾロ目の日 (4 月 4 日など )に攻撃を受けて

いることから確認出来る。  

・かつて実験的に回線容量を増やし、サーバ設備に余裕を持たせて攻撃に応答

しきったところ、ピーク時には応答の通信が 700Mbps にもなった。現在は

これが数十 Mbps になっているが、一度広がったワームを根絶することは難

しく、今後も攻撃を受け続けると考えられる。  

 

インタビュー及び文献による調査結果の総括は以下のとおりであった。  

・通常の DDoS 攻撃は、何者かのコントロールの下に攻撃が実施されるものが

多いが、この事例では、攻撃の実施主体はウイルスであり、一旦拡散してし

まったウイルスは誰からのコントロールも無く、指定されたタイミングで指

定された先に対して攻撃を実施している。  

・ACCS は、公的な事業目的を持つ団体であり、組織規模としては小規模な団

体であるただし攻撃のメカニズムは上記したような極めて特殊な内容である

から、一般企業が直面する DDoS 攻撃と同列には語ることは出来ないが、イ

ンターネットコミュニティ全体が得た知見は大きい。すなわち、ウイルス起

源の DDoS 攻撃は、誰も制御をしていないことからその活動を止める手立て

は無く、一部の多大な負荷は、他に影響し、その結果としてインターネット

コミュニティ全体に対して大きな負荷を負わせる可能性もある。一方で、技

術的には DDoS 攻撃に効果的に対処する手法が確認された。ただしそのコス

トは大きい。・この事例で取られている対処では、テレコム・アイザック、通

信キャリア、ISP、ホスティング事業者などが事態の緩和に多くの協力を行

なっている。ただし、これには各事業者とも、DDoS 攻撃対策の実験として、

通常の企業の対策では考えられないほどのコストを投入しているのが実態で

ある。  
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エ． サービス妨害攻撃によって発生する被害の内容  

被害については、ここに述べることが、現実の DoS 攻撃で発生するあらゆる

被害を完全に網羅しているとは言えないが、通常想定される被害の範囲は、ほぼ

カバーされている。  

(ア ) 一次的被害  

直接的な被害とは、事象が起きたことによって、金銭的に算出出来る被害と見

ることができ、この中には主に以下の内容がある。  

①  逸失売上  

提供サービスに対する攻撃影響期間に期待出来た (失われた )売上分は、その

まま損失とみなすべきである。もちろんサービスが完全に停止したか、ある

いはユーザビリティが低下したのかなどによる程度の差異はある。また、企

業によっては、売上の実現を完全にインターネットに依存している企業、事

業紹介や商品説明など広報の媒体としての利用のみの企業など様々である。

なお、一部インターネットに依存しているが、代替の売上手段を持ち、イン

ターネット上のサービスが停止しても、計上すべき被害がないという場合も

ある。  

②  システム復旧に要するコスト  

攻撃を受けた後、純粋にシステムの機能を復旧させるためのコストである。

この中には復旧に当たった社員の人件費、復旧のために必要なシステムベン

ダー、セキュリティ対策ベンダーへの外注費などがある。  

(イ ) 二次的被害  

二次的被害とは、事象の直後には確定しないが、時間を経た後に被害額が算定

出来るもの、あるいはあくまでも被害額の算定は難しいが、実態としては確実に

存在する波及的な影響を含むものとする。このなかには以下のものがあると見ら

れる。  

①  対策コスト  

サービス停止あるいはユーザビリティの低下に対して、顧客や取引先に事情

を説明し、謝罪するための要員の人件費コスト、あるいは事態を広く告知す

るための広告費用などがある。  

また、攻撃を経験したことにより、今後想定される被害をあらかじめ予防

することや、被害を緩和するための設備の増強することなどを含める。この

コストはあくまで当事者である企業の判断しだいで規模が決まるが、対策コ

スト自体は、攻撃を受けることで必然的に求められ、コストが発生するもの

でもある。  

②  取引先への補償等  

サービス停止等によって、もし顧客や取引先に具体的な損失を与えてしまっ
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た場合、その損失を補填あるいは補償するか、あるいはそのことについての

法廷費用などが発生する可能性もある。  

③  風評被害等  

サービス停止の事実が明らかになったことによる、サービス品質に関する風

評、それによる売上減、顧客減、取引先からの信用の失墜、さらには株価の

低下によるブランド価値の低下などが考えられる。この内容は、被害規模の

明確化は容易ではないが、直接的な被害を含むため、どの被害・影響よりも

深刻な場合があり得る。  

オ． サービス妨害攻撃に対する企業の対策  

これまで事例で示してきたように、インターネット向けにサービスを提供して

いる限りにおいて、いかなる対策をもってしても DoS 攻撃の影響を完全に排除す

ることは困難である。一方で、DoS 攻撃を受ける可能性を予め認知し、必要な方

針を定めておくことで、攻撃がサービスや事業・業務に及ぼす影響を緩和するこ

とが可能なことも事実である。ここでは、企業等において予め方針を定めておく

べきことの例を以下に示す。  

(ア ) 対策に関する役割分担  

対策に関する代表的な当事者としては、以下の役割が想定される。概要は図

30 のとおりである。  

・経営者等：サービスに関する設備投資の判断、体制の整備等  

・情報セキュリティ担当者：異常の検知、情報収集等  

・契約 ISP、クラウド事業者：攻撃の証拠保全、通信のブロック等  

・IPA：攻撃が疑われる場合の相談  

・契約 ISP、JPCERT/CC 等：攻撃の届出や被害への対処に関する調整  

・サービス提供担当者：予め定められた手順等に従った対応 (代替措置の利用等 ) 

 

図30  対策に関する役割分担  
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(イ ) 事前対策の方法  

DoS 攻撃の影響を緩和する対策方法としては、以下に例示するような対策案が

考えられる。ただし、いずれも万能かつ導入が容易な方法とはいえず、攻撃によ

るリスクと対策による効果、必要なコスト等とのトレードオフの問題となる。  

①  高性能のサーバや高速な通信回線の利用  

需要に比してオーバースペックなサーバや通信回線を利用していれば、小

規模な DoS 攻撃を受けても、サービスが麻痺状態に陥ることを避けるこ

とが出来る。また、単に性能を高めるだけであれば運用管理の手間はほと

んど変わらず、特殊な機器を導入する場合のような煩雑さがない。一方で、

大規模な DDoS の場合は世界規模でサービスを提供しているポータルサ

イトやオンラインショップであっても麻痺状態にすることが可能であり、

いくら投資しても「十分な安全性」を確保することは困難である。また、

高性能な設備を利用することは、当然サービスの採算性を悪化させる。  

②  サービス妨害攻撃を行うおそれのある国やドメインからの通信を拒否  

現在の DoS 攻撃の主体である DDoS はボットからの攻撃によって実施さ

れる。よって、ボットに感染しているコンピュータ等が多い国やドメイン

からの通信を拒否することで、DoS 攻撃の影響を緩和することが可能であ

る。この方法は、国内のみにサービスを提供している場合等には十分に有

効であり、高価な初期投資も不要である。反面、現在のインターネットに

おける IP アドレスの割当は、国毎に明確なブロック分けがなされておら

ず、新規のアドレス割当が行われるたびに、拒否するアドレスのリスト (ブ

ラックリスト )、又は通信を許可するリスト (ホワイトリスト )の更新をしな

ければ対策の効果が薄れたり、本来アクセスを許可すべき利用者を拒絶し

たりする結果を生じかねないなど、運用管理の手間を要する方法である。 

③  クラウドの利用  

中小企業等が自社内で利用しているサーバ (オンプレミス )よりも高性能

な設備が、低価格で提供されるクラウドを利用した場合、コストを抑制し

つつ、a.と同様の改善効果を期待することが出来る。ただし、クラウドを

利用することは、DoS 攻撃に関する別のリスクを生じる原因ともなり得る。 

(ウ ) システム構成等の対策  

システム構成等を調整することで、サービス妨害攻撃への対策となり得るもの

もある。例えば、不要なトラフィックを排除することにより、サーバの性能を維

持するなどがある。表 40 に、検討すべき内容 (対策手段 )の例を挙げる。  
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表 40 サイト側の対策の例  

対策のカテゴ

リー   

対策  内容  

サイト側ネッ

トワークにお

ける対策  

 

 

 

 

 

 

FW による

フィルタリ

ング  

 

 

インターネットからサーバに向かう経路上の

ファイアウォール (FW)で、不要な UDP パケット

／不要な ICMP パケット／不正な IP アドレスか

らのパケットなどをフィルタリングする。また、

明らかな攻撃元 IP アドレスからのパケットにつ

いてもフィルタリングする。  

帯域制御装

置の導入  

 

 

 

 

通信内容における IP アドレス、トラフィック・

タイプ (画像、ストリーミング型データ、HTML

ファイル、プッシュ型データ、FTP、NNTP、SMTP

などの区別 )、コネクションスピード、URL など

を基にして、混雑したトラフィックを最適化し、

通信量の制御を可能にする装置であり、Packet 

Shaper などの製品がある。  

SYN 

cookies の

利用  

SYN cookies を利用して、TCP 接続要求が正当な

ものであるかどうかを確認する。  

サーバ周辺の

設備増強  

負荷分散  負荷分散装置等を導入して、サーバの台数を増や

す。  

コンテンツ

キャッシュ

サーバーの

利用  

Web サービスについては、静的コンテンツの

キャッシュサーバーを設置する。  

サーバーリ

ソースの増

強  

サーバのメモリー /CPU といったハードウェアリ

ソースを増強する。  

サーバ OS やア

プリケーショ

ンの調整  

 

TCP/IP パ

ラメータの

調整  

OS で設定可能な TCP/IP のパラメータ (例えば

セッションを維持する時間など )を調整する。OS

のパラメータチューニングはアプリケーション

やユーザへの影響を考慮する必要がある。  
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HTTP サー

バ の パ

フォーマン

スチューニ

ング  

Apache 等の HTTP サーバに対するパフォーマン

スチューニングを行う。  

 

サーバの負荷

低減  

 

 

 

 

 

 

 

静的なコン

テンツの利

用  

Web サービスについては、動的コンテンツをなる

べく減らして、静的なコンテンツで置き換えるこ

とで、CPU 負荷を軽減する。  

コンテンツ

保存のロー

カルディス

ク化  

NAS (Network Attached Storage、ネットワーク

接続ストレージ )等を利用し、Web サーバ間でコ

ンテンツを共有している場合は、ローカルディス

クにコンテンツを置き、ネットワーク I/O の負荷

を減らす。  

DNS 参照の

抑制  

ログ書き込み等のために DNS を参照するプロセ

スを設けているならば、これを取りやめる。  

プログラム

モジュール

の精査  

余計なプログラムモジュール等を読み込まない。 

 

攻撃手法ごとに、対策の対応状況表を 0 に示す。  
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表 41 攻撃手法ごとの対策の対応状況表  

 

 

(5) ホームページの改ざん対策 136 

以前のホームページの改ざんは、政治的な事柄を主張するために行われる場合

多かったが、最近は、閲覧者を不正サイトに誘導するためのホームページの改ざ

んが急増している。  

「ウェブ改ざん」というとサーバの弱点を悪用されるものと思われがちである

が、それ以外にも、ウェブページの更新に用いられるパソコンの脆弱性が解消さ

れていなかったためにウイルスに感染し、FTP（File Transfer Protocol）アカウ

                                                   
136 IPA「2013 年 6 月の呼びかけ」

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/06outline.html  
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ント情報 137が流出してしまった結果、自社のウェブサイトが改ざんされてしまう

ケースがある。最近 1 年間（（2012 年 1 月～2013 年 5 月）で見ても、パソコン

内の FTP アカウント情報を悪用されたと思われるものは、原因が特定されている

ものの中で、サーバの脆弱性悪用に次いで 2 番目に多い。  

サーバ側でいくら対策を施しても、組織内ユーザのパソコンがウイルスに感染

して FTP アカウント情報が漏えいしてしまうと、第三者が正規の管理者になりす

まして FTP ログインすることが可能になる。つまり、対策としてはサーバ側だけ

では不十分で、社内パソコンを含めた総合的な対策が必要となる。  

ウェブ改ざんの被害に遭うと、「改ざんされた」という事実によって組織として

の信用が低下するだけでなく、もしウイルス配布サイトに改ざんされてしまった

場合は、改ざん後のページを閲覧した顧客などのパソコンがウイルス感染する恐

れがあるので、システム管理者は適切な対策を実施する必要がある。  

 

ア． ホームページ改ざんの事例  

●事例 1：尖閣諸島問題による web 改ざん事件138 

2012 年 9 月 11 日の尖閣諸島の国有化決定以降、中国の反日感情が高まり、デ

モや破壊行為が行われているが、同時にインターネット上のサイバー攻撃の被害

も出ている。警察庁の発表によれば、11 日から 19 日までに、少なくとも日本の

19 のサイトが被害に遭っており、中国から攻撃された可能性が高い。中国からと

思われるサイバー攻撃は、二つの方法で行われている。一つはサイトへの「DDoS

攻撃」で、もう一つの攻撃は、ウェブサイトの改ざんだ。  

ウェブサイトで使われているソフトウエアの脆弱性を突くなどの方法で、トッ

プページなどを書き換えられている。最高裁が管理している裁判所のウェブサイ

トは、14 日の夜に書き換えられ、尖閣諸島に中国の国旗が掲げられている画像と、

尖閣諸島は中国のものというメッセージが表示された。この他にも、東北大学病

院・奈良市観光協会・東京工業大学世界文明センター・日本経済新聞社の健康保

険組合など 8 サイトが書き換えられた。  

 

●事例 2：トヨタのホームページ改ざん（不正サイトへの誘導） 139 

                                                   
137 FTP アカウント情報： ウェブサイトのコンテンツを追加・修正・削除などする際に、

ウェブサーバに FTP ログインするための ID、パスワードと、ログイン先のサーバの情

報。  

138 読売新聞「中国サイバー攻撃の手口と対策」

http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20120928-OYT8T00959.htm 
139 エマージング・メヂア「トヨタ、HP 改ざんについて調査結果を発表」

http://response.jp/article/2013/07/03/201414.html  
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2013 年 7 月 3 日、トヨタ自動車は、6 月 20 日に発覚した同社ホームページの

改ざん問題について、調査結果を発表した。調査結果によると、改ざんの被害に

あったのは「http://www2.toyota.co.jp/jp/news/」以下のニュースコンテンツの一

部で、6 月 5 日 18 時 26 分から 14 日 21 時 47 分の間に、第三者による改ざんと

修復が繰り返し行われていた。  

 改ざん期間中、Java のバージョンが古い Windows パソコンを使い、対象コ

ンテンツを閲覧した場合、不正なサイトに誘導され、不正なプログラムが自動的

にインストール、実行される可能性があったほか、その状態のままパソコンの利

用を継続した場合、パソコン内部に保管されている情報やウェブサイト利用時に

入力する ID・パスワードが抜き取られる可能性があるという。なお、主要メーカー

提供ウイルス対策ソフトが最新の状態であれば、不正プログラムの実行を未然に

防ぐほか、不正プログラムを検知・駆除できることを確認。現在のところ、顧客

情報の流出などは確認されていないとしている。  

 

イ． 最近のウェブ改ざんの原因  

(ア ) 脆弱性の悪用によるもの  

サーバ上で動作するプログラムのバージョンが古いままだったために、脆弱性

を悪用されて改ざんされてしまったケースがある。この脆弱性悪用は、改ざんの

原因で、最も多いものある。  

最近 1 年間で見ると、脆弱性悪用の中では、Parallels Plesk Panel の脆弱性

を悪用されたウェブ改ざんが多い。Parallels Plesk Panel が稼働しているサーバ

には、付随して様々なプログラム（MySQL、BIND、phpAdmin など）がインス

トールされている可能性があり、ウェブサイト管理者はこれらのプログラムを意

識しないまま、古いバージョンで稼働させている場合があるので注意が必要であ

る。ウェブサイト管理者は、サーバ上で動作するプログラムを常に最新にしてお

く必要がある。  

(イ ) FTP アカウント情報の漏えいによるもの  

“FTP ログインアカウントには複雑で類推しにくいパスワードを設定してい

たにも関わらず、様々なパスワードを試した痕跡がなく、初めの 1 回でログイン

に成功されてしまった”というケースがあった。のケースでは何らかの理由によっ

てパスワードが盗まれてしまった可能性があるため、パソコンがウイルスに感染

したことによってパスワードが漏えいしたことを疑う必要がある。  

“パソコンの Java のバージョンが古いままだったために FTP アカウント情報

を漏えいさせるウイルスに感染した”というウイルス感染（このウイルスは他に

メールアカウント情報を流出させる機能を有しており、実際に迷惑メール送信の

踏み台に悪用されていた。）のケースもあった。このケースでは当該パソコンで



 

187 

 

ウェブサイト管理を行っていなかったため、FTP アカウント情報の漏えいはな

かったが、ウイルス感染によってウェブ改ざん被害を受ける可能性があることを

示す事例である。  

ウ． 改ざん有無の確認方法  

もし既にウェブを改ざんされていて、そのことに気付かないままウェブサイト

を運営していると、企業・団体としての信用が低下するだけでなく、改ざん後の

ページを閲覧した顧客などのパソコンがウイルスに感染する恐れがある。  

まず、今現在改ざんされていないかどうかを確認するために、以下を参考に改

ざんの有無をチェックする。  

・サーバ上 HTML ソースと、手元においてあるオリジナルの HTML ソースを

比較。（ページを見ただけではわからないように、HTML ソースを埋め込み

転送させる仕掛けを施している場合がある）  

・HTML ソースをセキュリティソフトでスキャン。  

・ ftp アクセスログを確認。  

万が一改ざんされていることが判明した場合、被害の拡大を防ぐために早急

な対応が求められる。まずはウェブサイトの公開を一旦停止した上で、原因

究明と修正作業を実施する。ウェブサイトの利用者に向けては、改ざんの事

実と、改ざん内容によってはウイルスに感染する危険性があった旨を注意喚

起し、謝罪文を掲載する。また、利用者からの問い合わせに対応できるよう、

窓口を設けるなどの体制を敷いておくことが望ましい。  

エ． 企業が取るべき対策  

(ア ) サーバの脆弱性対策の実施  

パソコンと同様、サーバ上でも脆弱性対策が重要です。サーバ上で稼働する

すべてのプログラムを最新の状態に保つ。  

・Joomla！、WordPress などの CMS を利用していて、さらにそのプラグイ

ン（拡張機能）も利用している場合は、プラグインも含めて最新にする。  

・Parallels Plesk Panel などのサーバ管理ツールを利用している場合、他の

プログラムが付随してインストールされている場合があるので、それらす

べてを最新にする。  

(イ ) ウェブサイトの運用の再確認  

a. アカウント管理の見直し  

ウェブサイト更新用のアカウント情報が適切に管理されているか、下

記の点を見直す。  

・  使用するパスワードは、十分な長さと複雑さをもったものにし

てください。  
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・  ウェブサイト更新用のアカウントは、更新を実施する人のみが

知るようにし、必要以上の人に知らせないようにしてください。 

 

b. ウェブサイトを更新できる場所を限定  

サーバに接続する時の接続元 IP アドレスを限定し、ウェブサイト

を更新する場所を組織内のみに限定するよう、ネットワークやサーバ

の構成を見直す。もし、インターネット経由でウェブサイトを更新す

る必要がある場合でも、VPN を導入するなどして、更新できる場所を

限定する。この対策を実施することにより、万が一 FTP アカウント情

報が漏えいしてしまっても改ざん被害を防止できる場合がある。  

(ウ ) ウェブサイト更新専用 PC の検討  

ウェブサイトを更新するための専用  PC を導入する。この  PC では、ウェ

ブサイト更新作業のみを行い、ウェブの閲覧など他の作業をしないような

ルールの設定が必要である。これによって、ウイルスによる被害を防止す

ることが可能である。  

 

4. 新たな脅威に対応して企業が取るべき新規の情報セキュリティ対策  

最近のサイバー攻撃の手法は複雑・巧妙化してきている。例えば、ウェブサイ

トの改ざんや DDoS 攻撃によるオンラインサービスの停止といったもののほか、

ウェブ感染型ウイルスによるドライブ・バイ・ダウンロード攻撃、インターネッ

ト等外部との接続を持たないクローズドな制御系ネットワークに対する USB メ

モリー等経由による攻撃、マルウェアがウェブブラウザーを乗っ取りその通信を

改ざん等する MITB 攻撃140、いわゆる「やりとり型」141といったソーシャルエン

ジニアリングの活用やゼロデイ脆弱性等を組み合わせた標的型攻撃などが出現し

てきている。  

これらの攻撃には今まで行われてきた以下のような基本的な対策では防護でき

ない要素が存在している。  

・OS やソフトウエアの更新及びその管理システム  

 ・ウイルス対策ソフト導入及び更新  

 ・一般的なネットワーク機器（ファイアーウォールや IDS／IPS 等）の導入  

 ・アクセス制御  

                                                   
140 Man In The Browser 攻撃。利用者の PC に感染したマルウェアがウェブブラウザーを

乗っ取り、正しいセッションに便乗して不正操作を紛れ込ませる攻撃。例えば、オンラ

インバンキングにおいて、利用者による正規処理の裏で送金先を書き換える等の不正処

理を行うもの。  
141最初から標的型メールを送付するのではなく、業務との関連を装った通常のメールのや

りとりを何通か行い、より自然な状況を装った後に標的型メールを送付する手口。  
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 ・情報セキュリティポリシー策定  

そこで、本項では、下記のような、現在あまり普及していない又は最近新しく

出た対策について述べる。  

・新しい入口対策  

・出口対策  

・多層防衛  

・データセキュリティ対策（DLP と DAM）  

・ネットワークの常時監視  

・組織内 CSIRT の構築  

以下、新しい入口対策、出口対策、多層防衛、データセキュリティ対策（DLP

と DAM）、ネットワークの常時監視、及び組織内 CSIRT の構築について順次述

べる。  

 

(1) 新しい入口対策（レピュテーション）  

セキュリティの脅威から企業あるいは組織のネットワークを守る第一の対策は、

スパム  メールやマルウェアの侵入を防ぐことである。これを「入口対策」と言う。

アンチウイルスやアンチスパムなどを使って悪意のあるメールを隔離したり、

URL フィルタリングを使って不正なサイトにアクセスさせないようにすること

入口対策として非常に有効である。ただし、これらの対策は攻撃パターンを基に

検知しているため、パターン更新がゼロデイ攻撃に追いつかないこともある。  

そこで、新しい入口対策として利用されているのが、アクセスしようとしてい

るサーバや受け取った電子メールの信頼性を「レピュテーション」（評価）情報に

基づいて判断する方法である。レピュテーション技術はすでに多くのセキュリ

ティ  ソフトウエアに採用されているが、新たに発生した攻撃にも対処できるため

に、このレピュテーション情報が網羅的かつ最新であることが必須である。  

(2) 出口対策 142 

出口対策とは、たとえ入口対策をすり抜けた場合においても、攻撃者に情報

を窃取させないことや、重要システムを破壊させないことを目的として組織に入

り込んだウイルスと攻撃者の通信を発生させないための対策である。出口対策に

より、たとえ攻撃されても組織への影響を回避することが可能になる。出口対策

のイメージは図 31 のとおりである。  

                                                   
142 IPA「『出口対策』とは」http://www.ipa.go.jp/files/000024542.pdf 



 

190 

 

 

図31  出口対策のイメージ  

出口対策のポイントは次の 2 つである。  

①攻撃基盤構築の阻止：外部通信の検知と遮断することによる攻撃基盤構築

の阻止  

②システム内拡散防止：ウイルスのシステム内拡散防止による攻撃の最終目

的への到達回避  

具体的な出口対策とその目的及び手法は、0 のとおりである。  

   

表 42 具体的な対策・目的・手法   

対策  目的  手法  

攻

撃

基

盤

構

築

の

阻

止  

 

①  サ ー ビ ス 通

信経路設計  

 

 

http バックドア通信の防

止  

独自プロトコルの使用  

システムプロキシ経由

しない通信  

 

 

1.ファイアウォールの外向

き通信の遮断ルール設定  

例）プロキシ経由以外の

80 番ポートを除外  

2.ファイアウォールの遮断

ログ監視  

②  ブ ラ ウ ザ ー

通 信 パ タ ー

ン を 模 倣 す

る http 通信

検 知 機 能 の

設計  

http バックドア通信の防

止  

通信を模倣した通

信  

 

http メソッド利用バックド

ア通信の遮断  

例）プロキシがウイルスに

は理解できない（ブラウ

ザーは理解できる）返答

を返す  

シ

ス

テ

③  最 重 要 部 の

イ ン タ ー

ネ ッ ト 直 接

最重要部にバックドアを

設置させないための対策  

 

最重要部がインターネット

へ 直 接 接 続 し な い よ う に

VLAN 等で設計  
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ム

内

拡

散

防

止  

接 続 の 分 離

設計  

 

④  VLAN ネ ッ

ト ワ ー ク 分

離設計  

ウイルスの拡散範囲限定

と検知   

利用者セグメントと管理セ

グメントを分離設計する等  

⑤  容 量 負 荷 監

視 に よ る 感

染 活 動 の 検

出  

ウイルスの拡散範囲限定

と検知  

スイッチ等の負荷やログ容

量等における異常検知を行

い、セキュリティ部門と連

携する  

⑥  P2P 到 達 範

囲 の 限 定 設

計  

ローカルセグメントに感

染したウイルス間での一

斉アップデート等の防止  

③④の対策に加え、不要な

RPC 通信の排除を目的とし

たネットワーク設計  

 

 

(3) 多層防衛（階層防衛とサイバー・キル・チェーン）  

攻撃者が高度の技術力と資金力を有する組織である場合、一般的なセキュリ

ティ製品、特に単一の製品だけを導入し、防御する事は難しい時代になってきて

いる。  

しかし、既存のセキュリティ製品の効果がない訳でない。例えば、米国防総省

（DoD）をはじめ、世界最高峰のサイバー技術力を持つと言われる米国の防衛産

業基盤 (DIB)でも、既存のセキュリティ製品で防御体制を構築している。しかし、

彼らはそれぞれの製品の特性を十分理解し、その効果が最大限に発揮できるよう

導入して、「多層防御」を実現しているのである。多層防衛には、現在適用が広が

りつつある階層防衛と、米国のロッドマーチンで採用されているサイバー・キル・

チェーンがある。  

ア． 階層防衛  

サイバー攻撃は、一般的にネットワークからメールサーバー、ウェブサーバ、

端末（PC）へと階層的に侵攻する。このすべての階層で入口対策、拡散対策及び

出口対策を実施しようとするのが階層防衛である。0 が、階層防衛の例である。  

 

 

 

 

表 43 サイバー攻撃に対する階層防衛 143 

                                                   
143 「企業におけるサイバー攻撃対策の再考：Hitachi Incident Response Team 
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イ． サイバー・キル・チェーン（Cyber Kill Chain）  

近年、機密情報の搾取やシステム破壊を目的にした「標的型サイバー攻撃」

が後を絶たない。標的型サイバー攻撃に対する注意喚起は政府や情報セキュリ

ティ機関、マスコミ報道などで盛んに伝えられており、企業や組織は様々なセキュ

リティ対策を講じている。しかし、標的型サイバー攻撃の被害は減るどころか、

増える一方である。攻撃の対象が限定的なことや、ネットワークシステムの脆弱

性を突いて来るため、被害に遭いやすいと言われる。  

こうした状況の中で、標的型サイバー攻撃の対抗手段として注目を集めている

のが、「サイバー・キル・チェーン」という考え方である。米軍の軍事作戦の攻撃

シーケンスである「キル・チェーン」における「発見（Find）→識別（Fix）→

追尾（track）→目標指定（target）→攻撃（engage）→攻撃効果判定（access）：

頭文字を取って F2T2EA とも称される。」という各ステップを、標的型サイバー

攻撃などの「意図を持った攻撃活動」の各ステップに置き換えたもので、 2009

年にロッキード・マーチン社の Mike Clopper 氏によって提唱された考え方であ

る。  

サイバー・キル・チェーンでは，攻撃者は攻撃対象となる企業・組織の偵察に

始まり，「武器化→デリバリー→エクスプロイト→インストール→C&C（指令サー

バとの通信）→目的の実行」といったステップを踏むことで攻撃を深化させる。

（図 32 参照）このため、企業は、攻撃のシーケンスに伴い、各種セキュリティ

機器からの検知の推移を「流れ」として捉え、理解しなくてはならない。チェー

ンをどこかで断ち切れば防御が成功である。  

                                                                                                                                                     
寺田  真敏」http://www.riis.or.jp/symposium/vol.16/terada_20120525-masatoR1.pdf 
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図32  攻撃の深化 144 

①  偵察：標的の情報収集（組織、取引先など）  

②  武器化：攻撃コードとマルウェアの作成  

③  配送：なりすましメール。ドライブ・バイ・ダウンロードの誘発  

④  エクスプロイト：添付ファイルを開かせたり、悪意のある URL に

アクセスさせ、攻撃コードを実行  

⑤  インストール：マルウェアのインストール  

⑥  遠隔操作（C2）：C&C サーバに接続させ、PC を遠隔操作  

⑦  目的の実行：パスワードダンプ、スクリーンショット搾取、内部ネッ

トワーク調査、内部資産へのアクセスし、別ホストへの感染…etc. 

⇒  外部に情報を持ち出す。  

 

図 33 は、実際に米国の有力な防衛産業が実施している、APT(Advanced 

Persistent Threat)に対するサイバー・キル・チェーンを適用した多層防御の実

施例である。縦軸が表すのは APT 攻撃の一連の流れと段階であり、横軸は、その

                                                   
144ソフィア総合研究所株式会社「Cyber Kill Chain」

http://www.sps.jp.net/ssslog/cyber-kill-chain-20130801/ 
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攻撃の段階ごと検知、防御を始めとする複数の対策が記載されている。

 

（注）Detect（検知）、Deny（拒否）、Disrupt（中断）、Degrade（低下）、Deceive（惑わす、欺

瞞）  

図33  多層的な防御サイバー・キル・チェーン 145 

我が国の企業が、直ちに上記の図のような最高レベルの防御体制を築くのは難

しい事であろう。しかし、最終的には、図のように違う手法を組み合わせた多層

的な防御を目指した取り組みが必要であろう。  

 

(4) データセキュリティ対策  

情報漏えい対策として、上記の多層防衛も必要であるが、同時に、攻撃の対象

であるデータに焦点を絞ったセキュリティが必要である。そして、機密データの

漏えいを防止し、犯罪立証に必要な情報を取得するための最善の方法は、

DLP(Data Loss Prevention)、暗号化ソリューション及び DAM （Database 

Activity Monitoring）のような、データベースの構造化データを保護するソ

リューションである。  

以下、DLP と DAM について述べる。  

ア． DLP146 

                                                   
145 McAfee Blog「標的型サイバー攻撃から重要資産を守るために、いま企業がやるべき

こと」  

ttp://www.mcafee.com/japan/security/mcafee_labs/blog/content.asp?id=1300  
146ITPro 「DLP とは」  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20081028/317943/  
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企業や団体には、外部へ漏れては困る機密データがたくさんある。その機密デー

タを社外へ流出させないための包括的な情報漏えい対策が「DLP」（data loss 

prevention あるいは data leak prevention）である。  

従来からある情報漏えい対策は、「ユーザのアクセス権限」を設定して機密デー

タの流出を防ぐものが多い。例えば、「正社員はすべてのデータにアクセスできる

し、USB メモリーなどでの持ち出しも自由とする」や、「契約社員は経理のファ

イルにはアクセスできないし、USB メモリーなどでの持ち出しを禁止する」と

いったものである。  

これに対して DLP は、その企業にとって機密であるデータと機密でないデー

タを区別し、機密データだけを外部に漏えいさせないようにする。つまり、従来

の情報漏えい対策がユーザを中心にしたシステムであるのに対して、DLP はデー

タ中心型のシステムと言える。  

DLP を構成する要素は主に三つある。パソコンに常駐するクライアントソフト

「DLP エージェント」、機密データを登録したり DLP エージェントを監視したり

するサーバー・ソフト「DLP サーバ」、そしてネットワークを流れるデータを監

視する専用装置の「DLP アプライアンス」である。（図 34 ）  

 

図34  DLP の全体像  

 

DLP エージェントは、ユーザが利用するパソコンにインストールする。DLP 

エージェントが常駐することで、そのパソコンでやりとりするデータは監視され、

機密データは外部に漏れないようになる。例えば、ファイル・サーバーからパソ

コンのハードディスクに移動して編集した機密データを USB メモリーや CD-R
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などにコピーしようとすると、画面に警告メッセージが現れる。これは、パソコ

ン内の DLP エージェントが、データが外部に出ていくことを監視しているため

である。また、機密データのファイルをメールに添付して送ろうとしても、同様

に警告メッセージが表示される。一方、DLP エージェントをインストールしたパ

ソコン同士ならば、機密データのやりとりは可能である。  

DLP サーバは、社内にある機密データを DLP で利用できるように登録する役

割を持つ。ファイル・サーバーの共有フォルダーにある機密データを DLP サー

バに登録すると、DLP サーバは登録した機密データの「フィンガー・プリント」

を生成する。  

フィンガー・プリントとは、そのデータ固有の識別符号のことだ。人間の指紋

（フィンガー・プリント）がその人固有のものであるのと同様に、機密データそ

れぞれの特徴を抽出してそのデータ固有のフィンガー・プリントを生成する。（図

35 参照）フィンガー・プリントは機密データの特徴を表すファイルである。  

 

図35  フィンガー・プリントの生成要領  

 

このフィンガー・プリントは、DLP エージェントをインストールしたパソコン

がデータをコピーしたり送ったりしようとすると、それが機密データであるかど

うかを確認するために参照される。機密データであれば、外部への流出を阻止さ

れる。  

では、機密データのファイルを丸ごと持ち出さずに、データの一部だけをコピー

して持ち出そうとした場合はどうなるのだろうか。このような場合でもフィン

ガー・プリントによるマッチング機能は有効である。フィンガー・プリントによ

るマッチングは、データの中身が完全に一致しなくても機能するのである。これ

はベンダーが採用する手法にもよるが、データのあちこちから特徴を抽出して
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フィンガー・プリントを生成するようにしているためだ。機密データの拡張子を

変更したり、機密データを圧縮したりしても同じことが言える。  

DLP アプライアンスは、企業ネットワークを流れるデータを監視する機器だ。

DLP エージェントをインストールしていないパソコンや、DLP エージェントが

対応していない OS のパソコンでも DLP の機能を利用できるようにするために設

置する。ただし、DLP アプライアンスで止められるのは、ネットワーク上を流れ

る機密データに限定される。エンドポイントでの情報漏えいには、DLP エージェ

ントが必要である。  

イ． DAM 

DAM（Database Activity Monitoring）は、データベース監査を自動化して、

攻撃、悪意のある活動、不正利用を速やかに特定する。  

そして、データベースのデータ使用状況に対する完全な監査と可視性を実現す

る。  

以下は、株式会社 Imperva Japan の製品 Database Activity Monitoring（ログ

監視）の説明文 147の引用である。  

異なるデータベースが混在する環境に対応し、自動且つ拡張性の高い  モニタリ

ング、監査、及びレポート作成機能が搭載されている。自動プロセス、分析、レ

ポート作成機能により、規制コンプライアンス対応を支援する。また、一元管理

と高度な分析により、インシデント対応とフォレンジック調査の時間を短縮する。 

●データベースの使用状況を記録&収集  

・コンプライアンス要件適応  

・フォレンジック分析  

●アラート：疑わしい振る舞いに対し、リアルタイムで警告  

・攻撃を迅速に特定  

・データ盗難を防御  

●特権もしくは“パワー”ユーザの監視  

・職掌分離の徹底  

・ローカル･アクセスを含めた全アクティビティを監視  

●データベース･アクセスを監視  

・権限のないデータベース･アクセスに対し、リアルタイムで警告  

・機密情報を保護  

(5) ネットワークの常時監視  

ネットワークの常時監視は極めて重要である。天才のハッカーでも瞬時にシス

テムに侵入することは不可能であろう。実際に侵入するまでになんどかハッキン

                                                   
147 IT トレンド「Database Activity Monitoring（ログ監視）」

http://it-trend.jp/products/3551 
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グを試みている。ネットワークを常時監視することにより、この不審なふるまい

を早期に探知することができ、阻止あるいは侵入された場合でも迅速な復旧が可

能となる。今日、かなりの企業がネットワークの監視業務は外部委託している。

外部委託にしても相当の経費が掛かる。組織のトップのイニシアチブがなければ

実現できないであろう。  

ネットワークの常時監視をする場合、ファイアウォールや IPS/IDS 等のセキュ

リティ機器を設置し、攻撃が実行された事実を検知するのが一般的である。しか

し、こういった機器による検知には、正常な通信を攻撃と誤検知したり、攻撃の

事実はあるものの、その攻撃より実際に被害が発生したかどうかまでは判断でき

ないため、機器による検知を受けてその影響の判断を人が実施する必要がある。

つまり、ネットワークの常時監視は、人による検知結果の分析が必要となり、こ

の分析作業を内製で賄う人的コストを考慮すると、外部委託するケースが増えて

きているのが現状である。  

以下は、株式会社ラックが実施している「JSOC マネージドセキュリティサー

ビス」についての概要である。  

 

ア． マネージドセキュリティ監視サービス 148 

(ア ) 概要  

データセンターやお客様事務所に設置のセキュリティ対策機器に対し、24 時間

365 日体制で専門アナリストが監視、分析を行い、アラートを検知した際にお客

様のシステムやネットワークに対しての影響を分析し、影響がある場合にのみ、

お客様への通報を行うサービスである。  

・監視対象：ファイアウォール、IPS/IDS、UTM 機器、NGFW 

・特長  

・国内最高レベルのセキュリティアナリストによるアラート分析  

・セキュリティアナリストによる緊急時の連絡と対策支援  

・プロフェッショナルによる監視ポリシーの適切な運用を実現  

・JSOC 独自のオリジナルシグネチャー (JSIG)による検知率向上  

・24 時間の問い合わせ対応  

・セキュリティアナリストによるセキュリティ対策に関するアドバイス  

 

  

                                                   
148 ラック  「JSOC マネージドセキュリティ監視サービス」  

 http://www.lac.co.jp/service/operation/mss.html 
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(イ ) サービスイメージ  

 

図36  JSOC マネージドセキュリティサービスイメージ  

 

(6) 組織内 CSIRT の構築  

「サイバーセキュリティ戦略（2013 年）」において、各企業に対しても組織内

CSIRT を構築することが要請されている。各企業は、組織内 CSIRT を構築する

際には、企業の資産等に応じた適切な規模の組織内 CSIRT を構築すべきである。

大切なことは数名の小規模でよいから情報共有するための窓口を早急に設置する

ことである。そして、段階的に充実・拡大することを推奨する。  

ア． 組織内 CSIRT の必要性 149 

昨今の情報化の目覚ましい進展に伴い、情報システムの果たす役割はますます

重要になり、かつそれらが処理する情報は企業の活動にとってなくてはならない

ものとなっている。そのため、コンピュータセキュリティインシデント（以下、

インシデントと表記）原因を突き止めるための仕組みや、適切なシステムの改善

計画を有していない組織においては、インシデントの発生による業務への多大な

影響により、生産性の減少や、社会的信用の失墜、場合によっては社外に与えた

損害による多額の賠償の支払いが生じるなど、組織の存続が危ぶまれる事態を招

いてしまう。  

                                                   
149日本コンピュータセキュリティインシデント対応チーム協議会「CSIRT スタータキッ

ト」http://www.nca.gr.jp/imgs/CSIRTstarterkit.pdf  
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あらゆるインシデントの可能性を未然に防ぐために必要なすべてのセキュリ

ティ対策を実践できる組織は恐らく存在しないだろう。また、システムの複雑化

が加速している現状においては、情報システムをどんなにセキュアに構築・運用

したとしても、インシデントが発生する可能性を排除することはできない。  

Computer Security Incident Response Team (CSIRT・シーサート ) は、発生

したインシデントに関する分析、対応を行うだけでなく、セキュリティ品質を向

上するための教育、監査などの活動を行う組織である。その活動の目的は、効果

的なインシデントレスポンスを実践し、上記のような事業リスクを軽減すること

である。CSIRT を構築することにより、以下のメリットを享受できる。  

・インシデントやセキュリティイベント 150の検知と的確な組織への迅速な情報

伝達  

・インシデントレスポンスの実践によるノウハウの蓄積と共有  

・インシデントの再発防止を目的としたセキュリティ品質の向上  

インシデントへの対応は、すでに多くの企業が何らかの対策に取り組んでいる

ことであろう。しかし、それは組織の一部であり、全体として実際にインシデン

トレスポンスの体制が整備されている企業はほんの一握りでしかない。既存のイ

ンシデントレスポンスのためのリソースを有効に利用しながら、社内全体で適切

なインシデントレスポンスを実践する CSIRT の構築が急務となっているのであ

る。  

イ． CSIRT の概要   

インシデント発生時における対応の要となる CSIRT は、統一的窓口を設けて

発生している問題の報告を受け、インシデントの全体像を掌握するとともに、対

策に必要な情報を集約、分析する。そして、その分析結果を元に、必要に応じて

組織外とも適宜情報を共有しつつ、解決及び被害局所化のための司令塔として機

能する（図 37 参照）。  

                                                   
150インシデントと思われるが、インシデントとは確定していない事象をセキュリティイベ

ントと称する。  
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図37  組織内 CSIRT の位置づけ  

また、多くの CSIRT は、インシデントが発生した場合の「事後対応型サービス」

に加えて、平常時に、インシデントを未然に防止する目的で、社内システムの監

査や侵入検知システムの導入、社内への情報提供などを行う「事前対応型サービ

ス」や、社内に対してセキュリティに関するトレーニングを実施したり、リスク

分析を行ったりする「セキュリティ品質管理サービス」を提供している（図 38 参

照）。
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図38  CSIRT サービスの分類例 151 

ウ． 組織内 CSIRT 要員に必要なスキル 152 

(ア ) 組織内 CSIRT 要員の重要なスキル  

CSIRT の要員は、サービス対象者や他の CSIRT を含む外部組織や機関との

積極的な対話が最も重要である。このため、コミュニケーションスキル（対人能

力とその意欲）が重要なスキルである。（図 39 参照）  

    

図39  組織内 CSIRT 要員の重要なスキル  

(イ ) 組織内 CSIRT 要員に必要なヒューマンスキル  

組織内 CSIRT 要員のヒューマンスキルについては、以下の能力及び意欲を

持っていることが求められる。  

・明確な指示や取り決めなどがなく、時間的制約がある状況下でも、必要なこと

を受け入れ、判断できること  

・業務内容の異なる部署や、外部組織との対話を円滑にできること  

・規則や取り決めなどに従うことができること  

・強いストレスのある状況下で業務を遂行できること  

・チームの評判を守る大局的な視点と行動ができること  

・勉強を続ける姿勢があること  

・問題解決能力  

・他のメンバーとの連携能力  

・時間管理能力  

 

 

                                                   
151 JPCERT 「経営リスクと情報セキュリティ  ～  CSIRT：緊急対応体制が必要な理由  ～」

www.jpcert.or.jp/csirt_material/files/csirt_for_management_layer.pdf  
152 JPCERT コーディネーションセンター「組織内 CSIRT の要員」

www.jpcert.or.jp/csirt_material/files/04_staff_of_csirt.pdf 
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(ウ ) 組織内 CSIRT 要員に必要なテクニカルスキル  

 組織内 CSIRT の活動領域であるサービス対象の範囲の業務、システム、ネッ

トワーク、関連規則等の知識以外に、以下のテクニカルスキルを持っていること

が求められる。  

・インターネットに関する知識  

・ネットワークプロトコル（IPv4、IPv6、ICMP、TCP、UDP）  

・ネットワークインフラ（ルータ、スイッチ、DNS、メールサーバー  

・ネットワーク上のサービス及びその実装プロトコル  

（SMTP、HTTP、HTTPS、FTP、Telnet、SSH、IMAP、POP3）  

・セキュリティの基本原則（３原則：機密性・完全性・可用性、多層防御など） 

・コンピュータ、ネットワークに対する脅威  

・攻撃手法（IP スプーフィング、DoS、ウイルス、ワーム等）  

・暗号化技術（3DES、AES、IDEA、RSA、DSA、MD5、SHA）  

・運用上の問題（バックアップ、セキュリティパッチ、アップデート）  

・プログラミング及びコンンピュータ管理能力  

 

インシデントは企業の存続をも脅かす事態であり、必ず対策すべきである。

CSIRT を構築し、適切なインシデントレスポンスを実践する体制を確立するこ

とによって、企業活  

動を脅かす重大な事態を回避することが各企業の生産性の向上につながり、結果

として、社会的信頼の向上・事業目標の達成が実現されるのである。  
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第5章  提言  

 

本章では、民間企業及び防衛省・自衛隊に対する提言を述べる。  

 

1. 民間企業に対する提言  

はじめに民間企業を取り巻く課題を考察し、次に、企業の情報セキュリティ

の強化のための対策を提言として取り纏めた。  

 

(1) 民間企業を取り巻く課題  

 

最近は、自社でセキュリティ管理（ネットワーク監視を含む）をしている会社

より外部にアウトソースしている会社が多くなってきている。中小企業で普段セ

キュリティと無関係の仕事をしている人が片手間でセキュリティ管理を行うのは

難しいであろう。また、システム管理に関する常設の部門を持っている大企業で

も、優秀なセキュリティ技術者を多数社内に確保するのは困難である。このため、

全体として、セキュリティ管理は外部にアウトソースし、本業に専念する傾向に

ある。それでも、アートソースできる企業はまだ恵まれている。実際には、不景

気の影響もあり、予算不足、人材不足に苦しんでいる企業が多い。それを裏付け

る 2 つのデータを次に示す。  

 

●2011 年 8 月 5 日に経済産業省が「サイバーセキュリティと経済研究会報告書

153」を発表している。それによると企業において十分な情報セキュリティ対

策が実施できない理由の第 1 は、必要なサービス製品を確保できないため（予

算上の制約も含む）であり、第 2 は自社に必要な人材が確保できないため（予

算上の制約も含む）であった。（図 40 参照）  

                                                   
153 経産省、「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」

search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078022 
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図40  企業において十分な情報セキュリティ対策が実施できない理由  

 

●2012 年 4 月に独立行政法人情報処理推進機構が、「情報セキュリティ人材の

育成に関する基礎調査」結果 154を次のように発表している。  

①  企業における情報セキュリティ人材の過不足感：大半の企業において、

情報セキュリティに関するスキルを有する人材が不足している。ただし、

事業に影響を及ぼすほどのものとは考えられていない。  

②  内向けの情報セキュリティ業務の不足人材数は約 2.2 万人と推計

される。（0 参照）  

表 44 「我が国全体の社内向けセキュリティ専任者の不足数」  

 

③  スキルの育成が必要とされている社内向けセキュリティ専任者は約 13.7

万人と推計される。（0 参照）  

                                                   
154 独立行政法人情報処理機構「情報セキュリティ人材の育成に関する基礎調査  

成果説明用資料」http://www.ipa.go.jp/files/000014178.pdf 
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表 45「スキルの育成が必要とされている社内向けセキュリティ専任者」  

 

 

情報セキュリティにどれだけの予算、人材を割り当てるかを決めるのは組織の

トップである。組織のトップは、事業の継続性、組織の信用性の維持について責

任を有している。従って、組織が直面する脅威とその可能性を判断し、組織の脆

弱性を低減するために適切なセキュリティ対策を適用しなければならない。  

 

(2) 提言  

第 3 章では、各種サイバー攻撃に対して民間企業として取るべき対策を述べた

が、本項では、企業の情報セキュリティの強化のために取るべき対策を提言とし

て取り纏めた。  

 

ア． 企業のセキュリティ文化を形成する。155 

セキュリティ意識を組織文化の一部にするとともに上級管理者が模範とならな

ければならない。  

セキュリティ文化とは、組織のセキュリティに強い影響を与える態度と行動、

特に、組織全体に広く、深く根付いた態度と行動である。例えば、  

・セキュリティが重要であり従業員の責任の中で最も重要な要素であるという

心の持ち方が従業員に浸透しているならば、その様な心の持ち方が確立して

いない組織より、より安全な組織である。  

・セキュリティ違反報告が当然視されている組織は、セキュリティ違反の報告

が確実におこなわれない組織やセキュリティ違反の報告が従業員の間に大き

な緊張を引き起こす組織より、より安全な組織である。  

 

優れたセキュリティ文化は、次のような特質を有している。  

・セキュリティ脅威の認識  

                                                   
155 防衛基盤整備協会「人的セキュリティ：脅威、挑戦、及び対策」ｐ27 
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組織のセキュリティ・リスクが広く理解され、かつ従業員に受け入れられて

いる。リスクに対する理解はバランスしており、パラノイア（被害妄想）を

回避している。  

・当事者意識  

セキュリティは組織の業務の重な一部であると見られており、かつ、従業員

は、組織の一員である自分にとって、セキュリティは重要な責任であると考

えている。  

・報告（ホットライン）  

セキュリティ違反は確実に報告され、そして報告することは当然のことと受

け入れられ、かつ組織における業務の一面であると受け入れられている。  

・コンプライアンス（順法精神）  

組織全体に、セキュリティ施策・手順に対する高いレベルのコンプライアン

スが存在する。（例えば、常に、パスワードの変更と身分証明書の提示がなさ

れている。）  

・厳格な規制  

機微な情報またはアクセスは、明確な必要性がない限り提供されない。「need 

to know」と「役割基盤アクセス（role-based access）」の原則により授業員

の機微な情報へのアクセスが厳格に規制されている。  

・警戒心  

ある従業員がセキュリティ慣行（例：身分証の提示）に従わない場合は、他

の従業員から尋問される。  

 

さらに、効果的なセキュリティ文化を持っている組織は、次のような傾向を有

している。  

・コミュニケーション（意思疎通）  

組織のセキュリティ手順の正当性が、入社研修時及び入社後も定期的に明確

に伝えられる。また、セキュリティ問題に関する議論が奨励され、かつ積極

的な討議がなされる。  

・上級者の支援  

上級管理者が組織のセキュリティ対策に高い価値を置いていることが組織全

体で理解されている。  

・厳格な懲戒手順  

セキュリティ違反が既定の指針に基づき一貫して、かつ厳格に処理されてい

る。  

・インセンティブ（褒賞）の提供  
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セキュリティ懸念の報告と同様に、セキュリティ改善アイデアの創出も報い

られる。  

 

セキュリティ文化が醸成されるということは、ルールで厳しく縛ったり、いち

いち指導したりすることなく、組織としてあるべきセキュリティを維持向上する

ために人々が自然に行動する状態になるということである。こうした状態が醸成

されれば、少なくとも組織内部における悪意のある行為は抑制されるであろう。

また、過失による情報セキュリティインシデントに対しても相互監視的な予防や

早期発見が可能となるであろう。  

 

イ． 情報セキュリティに関する資格制度を導入する。  

 

ある職に配置された要員は、その職を遂行するために必要な知識、技能を有し

ていなければならない。さらに言えば、身体的能力と心理的適正も必要である。

この必要な知識・技能を証明するものが資格である。企業としてこの資格制度が

確立していなければ、従業員のキャリアパスを形成することはできないであろう。 

国内外の様々な団体が認定資格を提供している。一例をあげれば、 (ISC)2

（International Information Systems Security Certification Consortium）があ

る。 (ISC)2 は、CISSP(Certified Information Systems Security Professional)

をはじめ、多くの情報セキュリティ認定資格を提供している非営利団体である。

CISSP は、世界各国で約 79,000 名が取得している情報セキュリティ専門家向け

の認定資格である。このほか、SSCP（Systems Security Certified Practitioner）

は、情報セキュリティ実務者向け、 JGISP(Japan Government Information 

Security Professional)は CISSP 認定資格がカバーしていない日本独自の情報セ

キュリティ要件について包括的に網羅した知識を習得する認定資格となっている。

このほか、日本では提供されていないが、CAP、CSSLP、CISSP の上位資格

（ISSMP、ISSAP、ISSEP）などの資格がある。  

情報セキュリティ教育事業者連絡会が、2011 年に公開した「情報セキュリティ

資格マップ 156」を図 41 に示す。この図は、その資格が技術中心またはマネジメ

ント中心なのかを縦軸で、現場実務向けなのか経営層向けなのかを横軸で示した

ものである。  

 

                                                   
156情報セキュリティ教育事業者連絡会「ISEPA_情報セキュリティ資格マップ」

http://www.jnsa.org/isepa/images/outputs/lisence-map.pdf 
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図41  情報セキュリティ資格マップ  

 

この図でわかるように、対象となる職種により、情報セキュリティ資格はそれ

ぞれその内容が異なる。つまり、対象となる職種（要員）やそれらに必要となる

知識が技術などにより、使い分けられたり、組み合わされたりすべきものである。

そのためにも、目的に応じて資格は選択され利用されるべきものと考えなければ

ならない。  

 

ウ． 情報セキュリティガバナンスを構築する。  

 

現在、情報セキュリティの観点からガバナンスの仕組みを構築・運用すること

が求められている。  

情報セキュリティ対策は、昨今、多くの事故が報道され、その対応が急務とさ

れているにも関わらず、今なお多くの企業において「（企業の利益に直結しない）

コスト」の位置付けであり、対策を実施することの重要性が十分に理解されてい

ない。しかし、企業内・企業間における情報資産の効率的・効果的利活用が企業

活動の成否を左右する現在、経営者は、情報資産の管理が経営戦略そのものであ
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り、それを支えるリスク管理の一環としての情報セキュリティ対策こそバリュー

チェーン・サプライチェーンの高付加価値化を支える重要な要素であること、グ

ループ統制の観点に立ち、正面から対峙しなければならない経営課題であること

を改めて認識する必要がある 157。  

 

(ア ) 情報セキュリティガバナンスの概念 158 

「情報セキュリティガバナンス」とは、2005 年 3 月「企業における情報セキュ

リティガバナンスのあり方に関する研究会」（座長：土居範久中央大学教授）報告

書において、「コーポレート・ガバナンスと、それを支えるメカニズムである内部

統制の仕組みを、情報セキュリティの観点から企業内に構築・運用すること」と

定義された。  

平成 20 年 6 月公開の「産業構造審議会情報セキュリティ基本問題委員会  中間

とりまとめ」の中で、「企業経営の主目標は、株主、顧客、取引先、従業員、社会

等の利害関係者に対して責任を果たすこと、つまり、「企業価値の向上」及び「社

会的責任の遂行」にあり、これを支える重要な取組の一つにリスク管理が位置づ

けられる。様々なリスクの内、情報資産に係るリスクの管理を狙いとして、情報

セキュリティに関わる意識、取組及びそれらに基づく業務活動を組織内に徹底さ

せるための仕組みを構築・運用することを情報セキュリティガバナンスと位置づ

けられた。（図 42 参照）  

 

                                                   
157 経産省「セキュリティガバナンス導入ガイダンス平成 21 年 6 月」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/securty_gov_guidel

ines.pdf 
158 経産省「情報セキュリティガバナンスの概念」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secgov-concept.html 
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図42  情報セキュリティガバナンスのフレームワーク  

 

上図のフレームワークは、経営者が方針を決定し、組織内の状況をモニタリン

グする仕組み及び利害関係者に対する開示と利害関係者による評価の仕組みを示

している。モニタリングは従業員の不正行為を発見するためだけでなく、会社の

セキュリティ上の規則が機能していることを確認するために行うものである。安

全を確認することで、経営者も従業員も、初めて安心することができる。確認を

行わず漠然と安心してしまうことは、すなわち油断である。情報セキュリティガ

バナンスを企業、企業グループにおいて確立することで、安心して本来業務に取

り組むことができる。  

(イ ) 企業にとっての必要性 159 

企業が自身の被害の局限化や法令遵守の観点に加え、社会的責任の観点も踏ま

えた形で情報セキュリティ対策に積極的に取り組むようになるためには、「情報セ

キュリティに絶対はなく、事故は起こりうるもの」との前提に立ち、対策をその

場しのぎの対症療法的対応で済ませるのではなく、自律的・継続的に改善・向上

する仕組みを導入することが必要になる。つまり、社会的責任にも配慮したコー

ポレート･ガバナンスと、それを支えるメカニズムである内部統制の仕組みを、情

                                                   
159経産省「情報セキュリティガバナンスの概念」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secgov-concept.html 
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報セキュリティの観点から企業内に構築・運用すること、すなわち「情報セキュ

リティガバナンス」の確立が求められることとなる。  

内部統制の仕組みを適用することで、情報セキュリティ対策の自律的・継続的

な推進が効率的に実現できると考えられ、具体的には、コーポレート･ガバナンス

の整備に合わせて情報セキュリティガバナンスを確立していくというアプローチ

も考えられるが、情報セキュリティガバナンスの確立を契機として、コーポレー

ト･ガバナンスの本格的な整備を促進していくというアプローチもあり得る。なお、

情報セキュリティガバナンスの確立に際しては、 IT 事故の影響を懸念するあま

り、IT の利便性を犠牲にするのではなく利便性と安全・安心の両立を目指して

いくことが重要といえる。  

現在、企業経営に関する透明性と健全性が社会的責任として求められているが、

これからは、財務リスク、労務リスク、法令リスク、情報セキュリティ上のリス

ク、IT システム上のリスク等を経営者が常時把握できるように企業のビジネスプ

ロセス全体のリスクマネジメント（ERM（Enterprise Risk Management）体制）

を通じた安全性を兼ね備えることで更なる企業価値の向上を求めるべきといえる。

（図 43 参照）  

         

  

図43  企業に必要なガバナンス活動 160 

 

(ウ ) 情報セキュリティガバナンスの効果 161 

                                                   
160 経産省「情報セキュリティガバナンス概要紹介」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2009_secgov -summary.pdf 
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企業は情報セキュリティガバナンスの確立に取り組むことで図 44 に示すよ

うな様々な効果を得ることができると考えられる。  

 

図44  企業が情報セキュリティガバナンスに取り組むことで得られる効果  

 

 

a. 経営陣によるリスク管理の実現と情報セキュリティ活動の徹底  

企業が情報セキュリティガバナンスの確立に取り組むことによって

得られる第一の効果は、経営陣が主導する形で情報資産に係るリスク管

理を実施することで、情報セキュリティに関わる意識、取組及びそれら

に基づく業務活動を組織内に徹底させることが可能となることにある。 

情報セキュリティの領域では、経営陣と管理者層・従業員層との間

で、リスクや対策についての共通認識が乏しく、事実上、経営陣がリス

クを管理できないことも少なくない現状を鑑みれば、この効果は極めて

重要である。経営陣がリスクの現状を把握できず適切な対応をとること

ができない状況は極めて危険な状態といえ、セキュリティ事故が企業経

営に与える影響を考慮すれば、経営陣が自らリスクを判断せず、部下に

判断を委ねた状況を放置している状態を健全とは言いがたい。  

情報セキュリティガバナンスの確立は、こうした状況を解消し、情

報セキュリティについて、経営陣がリスク管理を主導する、本来の形を

実現することができる。  

 

b. 基盤整備の遂行と法令遵守の徹底  

                                                                                                                                                     
161経産省「セキュリティガバナンス導入ガイダンス平成 21 年 6 月」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/securty_gov_guidelines.pdf  
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次の効果として、企業がリスク管理の観点から情報セキュリティに

取り組むことで、経営戦略を支える基盤整備の推進と法令遵守の徹底が

期待できることが挙げられる。  

例えば、情報セキュリティ対策を、従来の問題解決策としてではな

く、製品・サービス提供の安定化や品質向上に有効な経営基盤の一つと

して位置付けることで、その整備が企業価値の向上をもたらすことが期

待できる。  

また、経営陣が主導する形で、リスク管理の一環として情報セキュ

リティに関わる意識や取組、それに基づく業務活動を組織内に徹底させ

るための仕組みを構築・運用することによって、結果的に個人情報保護

や内部統制強化といった企業に対する法的要請や、透明性・事業継続性

の確保など、社会からの適正性に係る期待にも応えることができる。  

 

c. 経営品質の向上  

情報セキュリティガバナンスの確立に取り組むことで、経営品質の

向上に寄与する効果も期待できる。例えば、経営品質向上プログラム

12 のアセスメント基準では、「８つのカテゴリー（経営要素）」の一つ

に「情報マネジメント」が挙げられており、業務能力の把握や意思決定

を支援する必要な情報が適切に選択・収集され、分析されているか、さ

らに情報マネジメントの仕組みがどのように機能しその有効性をどの

ような視点から確認できるかが問われている。情報セキュリティガバナ

ンスは、この「情報マネジメント」に対して有効なフレームワークと考

えられる。  

また、「経営幹部のリーダーシップ」や「経営における社会的責任」、

「戦略の策定と展開」といった経営要素についても、情報セキュリティ

ガバナンスの実効的な確立には不可欠な要素であり、情報セキュリティ

ガバナンスの確立に取り組むことでそれらを充実させることが可能と

考えられる。  

 

d. 株式市場の高評価とブランド価値向上  

情報セキュリティへの取組が取引先の評価に結びつき、結果として

顧客の取引選好や満足度などコーポレートブランド価値に対する評価

を高める効果が期待できる。  

情報セキュリティに関わる商品を取り扱う業界におけるブランド調

査 13 によれば、情報セキュリティ報告書を開示している企業に対して、
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情報セキュリティへの取組をポジティブに評価しているユーザ企業の

割合は 2006 年を境に大きく上昇した。また、ユーザ企業は、取引相手

を選択する際に情報セキュリティへの取組を評価項目として重んじる

傾向が見られた。同様に、顧客満足度を見ても、情報セキュリティに対

する取組姿勢が高い企業との取引満足度が高いという結果が得られた。 

 

e. 事故時のネガティブな反応の抑制  

情報セキュリティへの取組を開示することにより、投資家の情報セ

キュリティ事故に対するネガティブな反応を抑制する効果や、顧客の安

心感や取引選考への効果が期待できる。  

一般に、個人情報の大量流出やシステム障害によるサービス停止な

ど、情報セキュリティに関する事件・事故が発生した場合、当該企業の

企業価値はダメージを受けることが予想される。例えば、海外の研究で

は、機密情報の漏えい事故の場合には統計的に有意に株価が下落するこ

とが確認されている。また、他の海外の研究でも、情報セキュリティに

関わる事故の報道により、企業の市場価値は有意に下落し、収益率の平

均値は－2.6%となることが確認されており、日本企業をサンプルにした

検証でも同様の結果が得られている。  

また、情報セキュリティに関する事件・事故は、当該企業のコーポ

レートブランド価値にも影響を及ぼし得る。例えば、2001 年から 2006 

年にかけて日経 4 紙で扱った情報漏えいやシステム障害など情報セ

キュリティに関する事件・事故が、コーポレートブランド価値に与える

影響を検証した結果、事件・事故を契機にさまざまなイメージ評価が大

きく低下し、5～25％ほどコーポレートブランド価値を毀損しているこ

とが確認された。  

こうした事件・事故の発生について隠蔽する、あるいは適切な説明

をしないでいると、社会的評価は「事件・事故に対する不安感」から「当

該企業そのものに対する不信感」へとより深刻化する可能性がある。さ

らに、それが開示を義務付けられている「重要事実」（金融商品取引法

第 166 条 2 項で規定）にあたると見なされれば、法令違反にもなりか

ねない。  

一方、企業が情報を開示することにより、株式市場のネガティブな

反応を抑制する効果が期待できる。例えば、有価証券報告書内における

「事業リスク等」の開示において、情報管理や IT に関するリスクを開

示している企業と開示していない企業を比較したところどちらの企業
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も情報セキュリティに関する事件・事故を契機に株価は低下するが、当

該リスクを事前開示している企業の株価はその後数日間で元の水準に

戻り、非開示企業の株価は長く低迷することが確認されている。  

事前開示企業の株価が回復する理由として、事件・事故発生後、投

資家が投資意思決定判断を見直すにあたり、当該企業の有価証券報告書

を再度検討している可能性がある。つまり、投資家は情報セキュリティ

に関する事件・事故に対してネガティブに反応する傾向があるものの、

あらかじめ情報セキュリティに関する開示を行っておくことで、そうし

たネガティブな反応を抑制することが期待できる。  

 

エ． 内部者による不正行為の防止対策を確実に履行する。  

 

内部者は、組織が使用しているセキュリティポリシーや手順、技術などを知っ

ているだけでなく、しばしば、順守されていないポリシーや手順、さらに悪用で

きるネットワークやシステム上の欠点など組織の脆弱点を知っている。このよう

な内部者の不正行為は、しばしば、組織に壊滅的な影響を及ぼす。  

日本においては、内部犯行による被害は、被害を受けた組織が風評被害などを

おそれることもあり公になる場合は少数であると考えられるが、公になったもの

を見るだけでも問題の大きさは理解でき、更に潜在的な発生件数を考えると看過

できない社会的な問題となっているものと考えられる。  

一部公になったものを見ても、銀行システムへの侵入・データ破壊、半導体関

連企業からの技術情報漏洩、外国人従業員による機密情報の持出、元従業員によ

る営業秘密侵害など、当該企業のみならず、国家的な見地からも問題がある状況

となっている。  

特に留意すべきことは、内部者は価値のある重要な情報の場所を知っており、

社内の情報システムの知識やアクセス権をもつことから、内部者による不正行為

が発生すると被害が大きくなることである。  

以下、組織が取るべき内部者による不正行為の防止対策を、採用時、在職中、

退職期、システム開発・運用時、及び情報セキュリティインシデントの発生時に

区分し、それぞれの時期における対策を述べる。  

本項は公益財団法人「日工組社会安全財団」の調査研究事業報告書「情報セキュ

リティにおける人的脅威対策に関する調査研究報告書」（平成 22 年 3 月）及び独

立行政法人情報処理機構の調査報告書「組織内部者の不正行為によるインシデト

調査 162」（平成 24 年 7 月）を参考に取り纏めたものである。  

                                                   

162 独立行政法人情報処理機構 http://www.ipa.go.jp/files/000014169.pdf 
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(ア ) 採用時の対策  

a. 採用時に、適格性についての十分なチェックをする。  

情報システムがそれぞれの組織において業務の基盤となっているこ

とを考えると、情報システムを担当することが予定される者については、

その重責を担い、組織の基幹業務を遂行する、誠実さを含む人格的適性

を有しているかをチェックすることが望ましい。その際には、①短期間

で転職を繰り返している、②履歴書に嘘がある場合、③経済的な問題を

抱えているケース、④一見輝かしい経歴にまどわされない、といった点

がチェックポイントになる。履歴書の精査は重要なポイントであり、内

容自体もさることながら、その内容の検証により相手が信頼に足るか、

嘘をつくような者であるかどうかがわかる。従って、個々の要件につい

て、当該職種に必要な適性を有しているかを判断することに加え、全体

としてその人物が求める職務に適性を有しているかを判断することが

必要である。  

 

b. 情報ポリシー等に違反した場合の措置を契約書に明示する。  

既に多くの組織・企業において実践されていることであるが、情報及

び情報システムの取り扱い・利用について、契約に盛り込み、違反した

場合の措置についても書き込んでおくことは、犯行抑止に寄与するもの

と考えられる。  

 

c. 労働条件・処遇条件について採用時に明確にする。  

内部犯行事案が組織に対する恨みの感情から引き起こされているこ

とを考えると、こうした恨みの原因になりやすい労働条件・処遇条件の

認識の違いがないように、これらの事項について採用時に明確化してお

くことにより、後々のトラブルを避け、関係者の恨みを買うような事態

に陥ることを防ぐことができる。  

 

(イ ) 在職中の対策  

a. 職場全体のコミュニケーションをよくしておく。  

これは、それ自体として恨みの感情を醸成しないなどにより内部犯行

の抑制効果がある。また、経済的状況による犯行についても、良好なコ

ミュニケーションにより他の職員からの情報の入手がなされ、早期に組
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織としてこれに対応することが可能になることが考えられる。さらに、

退職後の犯行につながる、個人的特性以外の様々な要因について把握す

るという観点からも重要なツールとなり得る。  

 

b. 抑止システムを整備する。  

犯行を抑止する制度・仕組み・システムの整備も重要である。情報漏

洩や情報システムへのアクセスについて、組織としての規則を設け、そ

れを実効性確保のためのサンクション等と合わせて文書化し、契約に盛

り込みなどすることにより、更に規範としての認識が共有されるように

することのほか、情報システム利用・管理体制、情報システム保護体制、

情報システム構築体制などの各フェーズにおいて犯行を抑止するよう

な仕組みとしておく。  

 

c. 兆候を把握する。  

内部犯行につながる要因は様々であり、米国での研究成果を見ても、

必ずしも潜在的犯行者にとって不利益なイベントばかりではなく昇任

や賞揚措置などでも不満を感じ、それらが犯行に結びつくことがある。

従って、兆候の把握に当たっては、解雇・転勤・降格（システムへのア

クセス権限の喪失含む）・昇任・賞揚、様々な要因や環境変化について、

精神的な動揺や犯行動機を形成する心的要因になっていないかを観る

必要がある。  

また、金銭的な問題についても、例えば消費者金融業者との連絡では

ないかと思われるような動きなど様々な兆候があり得る。  

外面的な兆候としては、①服装や身だしなみの乱れ、②態度の変化（職

場で、他のことを考えているような様子など）、③上司や同僚、取引先

とコミュニケーションがとれなくなる、などがある。これらの情報が対

応担当者及び組織の上位者に把握され、これに対応する体制が整ってい

ることが望ましい。  

(ウ ) 退職期（退職の前後の時期）の対策  

a. コミュニケーションを良くする。（業務の引き継ぎを含む）  

在職中においても、コミュニケーションの重要性について指摘したが、

ある意味では、退職期にはよりコミュニケーションが重要になってくる。

業務面において引き継ぎなどをしっかりと行う、ということの中にはそ

れに伴うコミュニケーションが当然含まれる。退職に際しても、必ずし

も良好な関係のまま退職を迎えているケースばかりではなく、むしろ、
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解雇、喧嘩別れによる退職、職場の環境に耐えられずに退職といった状

況が多い。これらの状況では、組織と潜在的犯行者とが相互の意思を通

わせることは容易ではない。  

b. 退職時の各種手続きを円滑に行う。  

労働法制・福利厚生面で退職者が不必要に不利益を被ることのないよ

うに手続きを行うとともに、その内容を対象者に確実に伝え趣旨も説明

しておくことが望ましい。これにより、退職者と組織との関係を良好な

ものとすることができる。  

c. アカウントの無効化等の確実な措置  

関連デバイスの回収、ID やパスワードの変更・削除を含むアカウン

トの無効化、物理的なアクセス不許可など、システム・環境的に、退職

(予定 )者がかつての業務システム及び関連する業務システムにアクセス

できないような措置を確実に取る。  

d. 契約関係の確認  

退職後において、秘密漏洩の禁止、アカウント使用・アクセスの禁止

などについて、文書を取り交わしておくことは一般的に行われているが、

一定の抑止効果を期待できる。特に、秘密保持義務契約や競合避止義務

契約を確実に締結し、犯罪抑止効果を強化すべきである。  

e. 退職者のケア  

退職後における対策の留意点としては、組織・企業として、特に潜在

的犯行者に対するものということではなく、退職者全般についてもケア

をする、ないしはフォローする態勢を持つ、ということが大切であると

思われる。これは、人事を担当する部門が担当するといったような一部

の問題ではなく、組織・企業全体として考えるべき問題である。  

(エ ) システム開発・運用上の対策  

a. システムの開発・運用は複数の者で担当する。  

ソフトウエアに不正な機能を実装させないために開発・運用は複数の

もので実施する。小規模の企業で少人数（多くは実質的には一人）によ

る開発運営がなされていることは理解されやすいと思うが、大規模な組

織であってもシステムは細分化され、それぞれのサブシステムについて

の実質的な担当者はごく少ない数になる。さらに、全体のシステムを統

合的に動かすためには、各サブシステムについて責任者的な地位にある

者は、他のシステムについても一定程度アクセスできる資格を持つこと

になることがある。これらの責任ある者が内部犯行に及んだ場合、組織

全体のシステムに大きな影響を及ぼすことになる。  
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b. システムへのアクセス権限を適切に管理する。  

ユーザに対してはアクセス権限をしっかり管理することが通常であ

る。ただ、そのメンテナンスに当たるようなグループに所属する者につ

いては、システム保全業務に当たる際に別の特権的アカウントを利用し、

さらにこの特権アカウントをメンテナンスグループで共有するような

ケースも考えられる。システムの構築やメンテナンスにはさまざまな

フェーズが考えられるが、それぞれのフェーズにおいて、アクセス権限

をそれぞれの個人について適切に管理し、かつ実際の運用も複数で行う、

ということは状況をしっかり把握し、意識的に行って初めて実現される

ものであることを認識する必要がある。  

 

c. 実際の業務に当たっても一人に任せきりにしない。  

複数で業務を行うという場合でも、職位の差、正社員・派遣社員の差、

経験・知見の差から、実質的に潜在的犯行者と共に業務を行っていると

は言えないような状況になっている場合もある。このような場合は、潜

在的犯行者がどのようなことを行っているかについて十分理解できな

かったり潜在的犯行者のセキュリティ関係規則の例外的措置について

必要の有無の判断ができなかったりするような状況が生じ得る。また、

内部犯行事案が、様々な感情により引き起こされ得ることを考えると、

業務について実質的に相談したり協力したりできる者が身近に存在し

ているということは、犯行につながる「恨み」「感情のもつれ」を防ぐ

という意味でも、また組織・企業として業務効率を上げるという意味で

も効果があるものと考えられる。  

 

d. チェックシステムを導入しておく。  

チェックシステムとは、ログを記録しこれを他の利用手続きによる

データと照合することや、異常なデータのダウンロードやアクセスにつ

いて抑止や警告を出すような、いわばシステム的なものに加えて、監督

者（上司を含む）が、何らかの形でチェックをするような仕組について

も含む。システム的に管理者アカウントの設定が可能になっていても、

その設定を行っていないようなケースも見られる。システムとして抑止

が可能になっている場合でも、これを運用する人間側で活用することが

なければ実効性を担保することは難しい。現実には、いずれの組織も少

ない人員で業務を進めていることから、多くの時間を裂くことは難しい
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としても、機器・システムと人間の役割分担を工夫することにより、潜

在的犯行者に抑止システムが有効に機能していることを認識してもら

い、また業務面でも犯行抑止面でも実際に効果を上げていくことが求め

られる。  

(オ ) 情報セキュリティインシデント対策  

a. 必要な資料・データを保存・確保する。  

組織としては、多くの場合、まず業務の継続性確保が重要になる。社

内の業務プロセスを通じた調査に加え、デジタルフォレンジック（電子

鑑識）の技術も活用する。犯行者は、バックアップを破壊することもあ

り、そのような場合には、組織を挙げた事業継続のための措置が必要に

なる。  

併せて、原因追及のための資料・データの確保も重要である。特に、

内部犯行の場合、システムを復旧しても、さらにそれを犯行者により破

壊される場合がある。内部犯行の可能性もあるとの認識を持ち、それに

対応した措置をとらないと結果的に事業継続においても大きな問題が

生じることになる。  

 

b. 関係企業との協力関係の構築  

現代の情報システムは、一つの組織・企業だけで構築されていること

はまれである。特に、規模の大きくない組織の場合、イントラネットで

の業務システム、外部との情報交換を行うための電子メールシステムや

決済のためのシステム、潜在的な層も含んだ顧客への情報発信や顧客と

の関係構築・契約関係の締結と実現といった、さまざまな段階において、

外部企業からのサービス提供を受けていることがある。  

内部犯行者がこうしたシステムを利用して情報を取り出したり、提供

されているシステムを利用して構築した環境を破壊したり、提供されて

いるシステムを利用して構築されているデータベースやネットワーク

を破壊した場合には、こうしたシステムを提供している企業と協力して

事案に対応する必要がある。特に、迅速なシステム復旧のためには、夜

間・休日を問わない支援態勢・対応態勢があるかが重要になる。  

 

オ． サイバー演習を実施する。  

 

サイバー演習の主たる目的は組織の対応能力の検証である。シナリオを作成し、

判断・行動の対応を演練し、組織として欠落している事項を確認するものである。  
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企業は , 独自のサイバー演習を早急に計画・実施し , サイバー攻撃に対する防

護体制を速やかに検証すべきである。これは情報セキュリティインシデント発生

時の事業継続計画（BCP）作成のためにも不可欠である。  

 

(ア ) サイバー演習の種類 163 

サイバー演習の種類は、セミナー、ワークショップ、机上演習、模擬演習、部

署別演習、  

機能別演習及び総合演習の７つの種類がある。（0 参照）  

表 46 演習の種類とその目的  

演習の種類  目  的  

討 論 演 習

Exercises）  

 

（Discussions-based プレーヤーを計画、方針、協定及び手順

に習熟させるかあるいはそれらを新たに

開発するために用いられる。  

ファシリテーターやプレゼンターは、参

加者が演習目的から逸脱しないように、

議論を主導する  

セミナー (Seminar)  

 

参加者に権限、戦略、計画、方針、手順、

プロトコル（演習規定）、資源、概念及び

目的を理解させる。  

既存の計画又は手順を大きく変更しよう

とする又は新たに開発しようとする時に

有効である。  

ワ ー ク シ ョ ッ プ

(Workshop 

  

参加者間の相互作用を増大し、成果物を

創り出すことに重点が置かれる。成果物

には、新しい標準処理手順（ standard 

operating procedures：SOP）、緊急運用

計画、運用継続計画又は相互援助協定が

含まれる。  

効果的なワークショップは、関連する利

害関係者の広範な参加が必要である。  

机 上 演 習 (Tabletop 

Exercise：TTX) 

 

一般的な認識を強化し、計画と手順を確

認し、概念を予行練習（リハーサル）す

る・  

                                                   
163 米国土安全保障省「演習及び評価プログラム（HSEEP）」

http://www.in.gov/dhs/HSEEP/ 
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 また、定義されたインシデントを予

防・保護・軽減・対応・回復するために

必要なシステムを評価する。  

机上演習の有効性は、参加者の積極的

な関与と現行の方針、手順及び計画の提

案された改訂に対する彼らの評価に由来

する。  

模 擬 対 応 演 習

（Game）   

二つ以上のチームが関与する模擬演習

（シュミレーション）である。通常は競

争的な環境で、現実又は仮定の状況を描

くことを目的とした規則、データ及び手

順を使用する。  

ゲームは、プレーヤーの決心と行動の結

果を調査する。それらは、計画と手順を

検証する又は資源の必要量を評価するた

めに有効である。  

実 働 演 習

Exercises）  

 

 

 

（Operational-based 

 

計画、方針、協定及び手順を検証するた

めに用いられる。  

個別演習（Drill）  一つの機関又は組織の機能又は能力を検

証するため用いられる。  

一般に、新しい器材に関する訓練を提供

し、手順を検証し、又は現在のスキルを

習熟・維持するために用いられる。  

 機 能 別 演 習

(Functional 

Exercise：FE）  

能力、複合的な機能及び／もしくは従属

機能、又は相互依存している機能を検

証・評価する。  

現実的かつリアルタイム環境で実施され

る。しかし、人員と装備の動きは、通常

模擬される。  

総合演習（Full Scale 

Exercise：FSE）  

 

 

最も複雑で資源集約型の演習タイプで、

複数の機関、組織及び管轄権が関与し、

準備態勢の多くの側面を検証する。  

通常、現実のインシデントを正確に映し

出すことを目的とするリアルタイムでス

トレスの多い環境で実施される。人員と
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資源は現場に動員される。  

 

(イ ) サイバー演習の実施方式 164 

サイバー演習は、徐々に複雑さを増加するよう計画されなければならない。次

回の演習は、前回の演習のスケールと経験の上に計画・実施されなければならな

い。これは、ビルディングブロック方式と呼ばれる。（図 45 参照）  

 

図45  サイバー演習の実施方式  

(ウ ) 演習プロセス  

a. 事前調整  

— 演習の立ち上げに関する活動  

— 適切な関係機関の招集、演習の実施計画の策定  

— 演習実施チームの結成  

b. 演習の計画  

— 演習の目的の設定などデザインとシナリオやドキュメント類の開

発  

                                                   
164米国土安全保障省「演習及び評価プログラム（HSEEP）」http://www.in.gov/dhs/HSEEP/  
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— 演習実施スケジュールの決定、評価手法や改善手法の検討  

c. 演習の実施  

— 演習の実施、参加者への事前のブリーフィングや司会進行、コント

ロール  

— 評価、まとめなど  

d. 評価  

— 演習自体の評価（After Action Report の実施）  

e. 改善計画の策定  

— 演習によって得られた問題点などに基づいた改善計画の策定  

―IT-BCP の見直し  

(エ ) サイバー演習の一例  

1996 年 3 月 23 日、国防総省の DARPA（国防高等研究計画局）が、西暦 2,000

年に起こると仮定された中東危機を背景とし、重要インフラに対するサイバー

攻撃によって引きおこされる様々な被害を想定した、約 60 名の政府の政府、

大学、報道などの情報インフラ関係者による約半日の机上演習「ザ・デイ・ア

フター：The Day After 」を実施した。この「ザ・デイ・アフター」が、歴史

上はじめての大規模なサイバー演習（机上演習）であった。シナリオは 0 のと

おりである。  

 

表 47 想定されたサイバー攻撃 165 

日時（米

東部夏時

間）  

概          要  

5 月 11 日

夕方  

NCC（National Communications Center）がホワイトハウスへ、

①「カリフォルニア州北部とオレゴン州の電話回線にトロイの木馬

が仕掛けられ、回線が不通になった。」、②「ワシントン州フォート

ルイスの軍事基地の基幹回線が DOS 攻撃を受け、通信システムが

数時間、機能不全に陥った。」と報告。  

5 月 11 日

深夜  

カイロ（エジプト）の電力供給システムが故障し、90％の世帯が数

時間にわたって停電。  

5 月 13 日

4:00 

サウジアラビア南東部の大規模石油精製施設にて制御システムが

故障、爆発し、火災が発生。  

                                                   
165科学技術政策研究所「特集：サイバーセキュリティ対策」  

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt007j/feature2.html（2011 年 2 月 2 日）  
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5 月 14 日

18:12 

メリーランド州で運行制御システムに埋め込まれた論理爆弾が爆

発し、貨物列車と高速列車が衝突。メリーランド州警察は、「死者

60 名、負傷者 120 名。」と推定。  

5 月 16 日

6:00 

スコットランドヤードが英首相に、「英中央銀行の送金制御システ

ムの 3 か所が故障。事態を重く見た銀行首脳部が送金サービスを停

止。」と報告。  

5 月 20 日

午前  

米統合参謀本部の情報戦争計画部隊が「DOD のコンピュータの時

分割実行制御プログラムに正体不明のコンピューターワームが蔓

延している。」と発表。  

5 月 20 日

12:10 

ジョージア州の 2 大銀行の ATM システムがそれぞれ故障し、取り

付け騒ぎが起こった。この結果、両銀行は ATM システムを閉鎖。  

5 月 20 日

12:25 
アトランタ地区の CNN ニュースセンターからの放送が 12 分間不通  

5 月 20 日

15:30 

CNN が米国のサイバー攻撃に対する脆弱性をテーマにした特別番

組を放映。ここでは、当日、全米でサイバー攻撃によって生じた、

①ボストン -ニューヨーク -ワシントン DC をつなぐ特急列車の衝突

事故、②北西部の電話回線麻痺、③アトランタの ATM システムの

閉鎖、④原因不明の CNN 送受信装置の故障、等について報道。  

5 月 20 日

夕方  

全米ネット及び地方ネットのイブニングニュースが、「陸軍及び海

軍の LAN や電話回線がサイバー攻撃されたため、湾岸地区におけ

る米軍の活動に支障をきたしている。」と報道。  

5 月 22 日

19:44 

シカゴのオヘア空港へ着陸寸前のエアバス 340 型コンチネンタル

航空機の機長が、管制塔に、「翼制御機器が故障し、航空機を操縦

できない。」と報告。  

5 月 22 日

20:05 

オヘア付近の地方警察が、「空港南方の住宅地に大型航空機が墜落。

現在のところ、生存者はなし。」と発表。  

5 月 22 日

夜  

英国から「最新のエアバス 330 型及び 340 型航空機のフライト制御

プログラムの全てに精巧な論理爆弾が仕掛けられている。」との報

告を受けた米国連邦航空局は、米国内にいるすべての最新型エアバ

ス 330 機、340 機に対して、「飛行中のものは即刻着陸し、エアバ

ス 340 型航空機の墜落事故原因が明確になるまで飛行を禁じる。」

と命令。  

5 月 23 日 サウジアラビアの公共回線交換網の制御プログラムがトラップド
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12:57 アにより改ざんされ、機能不全に陥った。  

5 月 23 日

16:10 

統合参謀本部長は DOD 長官へ、「米国や欧州の大部分の軍事施設に

おいて、全面的な情報戦争が進行中である。現在のところ、犯人は

不明。」と報告。  

5 月 23 日

19:00 

湾岸地域において複数のレーダー搭載偵察機がコンピューター

ワームに感染。  

5 月 24 日

10:30 

ワシントン DC 及びバルティモアの（有線及び無線）電話回線がト

ラップドアにより機能不全に陥る。  

5 月 24 日

13:30 

シカゴの商品取引場で価格が歴史的に変動し、「誰かが取引システ

ムに不正侵入し、価格操作した。」との噂が流れた。  

5 月 24 日

午後  

ワシントンで緊急に国家安全保障会議が開催されることになった

が、電話回線が不通のため、大統領は関係者を召集できない。  

 

カ． IT-BCP の作成・検証・見直しを行う。  

 

危機が発生したときに、企業に対して問われるのは、その企業が危機に直面し

た時であったとしても事業を遂行（継続）するという社会的使命を果たせるかど

うか、である。これは、マニュアル化という次元で解決できる問題ではなく、危

機に直面したときの「企業経営のあり方」そのものなのである。企業は、自身の

被害の局限化という観点に留まらず、コンプライアンスの確保や社会的責任とい

う観点から対策を講じなければならない。  

企業経営者は、個々の事業形態・特性などを考えた上で、企業存続の生命線で

ある「事業継続」を死守するための行動計画である事業継続計画（ Business 

Continuity Plan：BCP））を策定し、検証し、必要に応じて見直さなければなら

ない。本稿は、経産省の作成した「事業継続計画（BCP）策定ガイドライン 166」

を参考に取り纏めたものである。  

(ア ) BCP の定義  

「潜在的損失によるインパクトの認識を行い実行可能な継続戦略の策定と実

施、事故発生時の事業継続を確実にする継続計画。事故発生時に備えて開発、

編成、維持されている手順及び情報を文書化した事業継続の成果物」  

(イ ) IT-BCP の必要性  

                                                   
166 経産省「事業継続計画（BCP）策定ガイドライン」

www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/6_bcpguide.pdf  
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IT-BCP とは、事故や災害など、予期せぬ事象が発生した場合にも、重要な情

報システム（IT サービス）を継続または早期復旧するための計画のことである。 

重要インフラである金融サービスや通信サービスを提供する企業はもちろん、

在庫管理や受発注管理、顧客管理等、ほとんどすべての企業において、事業は情

報システムやネットワークの稼動を前提に構築されている。情報システムに障害

が発生した、あるいはネットワークが中断した場合に、BCP の準備がない企業

は、工場を稼動させることも、顧客にサービスを提供することも不可能な状況に

追い込まれる可能性がある  

(ウ ) BCP とコンティンジェンシープラン（CP、緊急時対応計画）  

企業によっては危機管理対策として、これまでコンティンジェンシープラン（緊

急時対応計画）を構築してきたところもある。BCP と CP との違いは、想定でき

るインシデントに対して、発生した場合の対応計画をあらかじめ策定しておくこ

とは同様であるものの、BCP は事業の継続性の観点から事項、手順、体制、資

源等の計画を具体化したものであると言える。また、CP は緊急事態発生直後の

行動を中心とした計画であるのに対し、BCP は事前にビジネスプロセスの脆弱性

を分析（ビジネスインパクト分析）した上で、それに基づいた計画を実施するこ

とに特徴がある。  

(エ ) BCP 策定の流れ  

 BCP は、①ビジネスインパクト分析、②リスク分析、④発動基準の明確化及

び BCP 策定の 4 段階で策定される。  

a. ビジネスインパクト分析  

ビジネスインパクト分析とリスク分析は、発動基準の明確化につなが

る一連のプロセスである。ビジネスインパクト分析の目的は、①事業継

続・復旧の優先順位付け、②ボトルネックの特定及び③目標復旧時間

（Recovery Point Objective：RTO）の設定である  

(a) 事業継続・復旧の優先順位付け  

特定した事業・業務やそれに関連するリソースのうち、その影響度

を総合的に勘案した上で、事業継続及び早期の事業再開の観点から、

それぞれに優先順位を付ける。これに基づき資源配分や事業・業務停

止時の再開順序を決定する。企業にとってどの事業を優先するかは、

正に経営判断であると言え、経営層による了承が必要である。  

(b) ボトルネックの特定  

通常、ひとつの事態から複数の結果（シナリオ）が考えられる存在

することになるが、企業にとって最悪のシナリオ事態から優先して検
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討することにより、他のシナリオを包含することが可能な場合もある。

リスクが発生する事態（原因）だけに目を奪われず、事業を継続する

上でのボトルネックになるリソースの喪失を想定するとよい。  

(c) 目標復旧時間の設定  

目標復旧時間（RTO）とは事業・業務の中断が発生した場合に、事

業に重大な影響を及ぼさないうちに事業活動を復旧・再開させるため

の目標時間である。言い換えれば、どの程度まで中断が許容されるか

の指標ともいえる。目標復旧時間を設定することは、ビジネスインパ

クト分析における主な成果物である。  

b. リスク分析  

ビジネスインパクト分析の過程において、並行的に組織に存在するリ

スクの洗出しと、そのリスクを低減させるための方策を検討するリスク

分析・評価も実施する。リスク分析・評価では、組織における重要な業

務（基幹業務）、プロセス、関連するリソースを対象に関係するリスク

を洗い出すことから始まる。洗い出されたリスクの脅威と発生可能性に

関して、統計データ、新聞の記事、過去のトラブル報告書など利用可能

なデータをできる限り収集し、それらのデータを参考にして、BCP の

発動にいたる可能性のある事態（リスク）を関係者で検討する必要があ

る。これにより、組織の事業継続に関わる重要な事態（シナリオ）が明

らかになる。  

c. 発動基準の明確化  

ビジネスインパクト分析において、事業・業務への影響度と目標復旧

時間を明らかにした後、組織としての対応レベルに従った発動基準を定

めることが必要である。これにより、組織として対応するレベルに応じ

た対応手順を策定することが可能になる。また、各組織は、目標復旧時

間を達成するために、必要なリソースを準備することも重要である。こ

こでのリソースには、要員のほかに、バックアップデータの確保や通信

手段の確保なども含まれる。  

d. BCP 策定  

ビジネスインパクト分析終了後、その結果に応じた BCP を策定する。

組織として合意の取れた目標復旧時間を達成するために必要な投資額

の予算化を行うことも、ここでの重要な作業である。全社に関わる基本

対応手順と部署毎に異なる対応が必要な個別計画があるので、相互の依
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存関係を明確にしたり、うまく分割したりすることで、重複を避け効率

化することが重要である。  

なお、情報システムの復旧に当たっては、複数の選択肢があり、一般

的には図 46 のような対策が考えられる。  

       

○ホットスタンバイ、ホットサイト（同等の機器やシステムを準備し、同じ

動作を行わすもの）  

○ウォームサイト（同等の機器を準備しておくこと）  

○コールドサイト（機器のスペースを予め準備しておくこと）  

○内部分散システム及びネットワーク  

○相互援助協定（災害時における要員や機器等のリソース共有）  

○上記の組み合わせ  

図46  図情報システム復旧の選択肢  

e. 検証テスト  

検証テストは、BCP の有効性を検証するために必要なものであり、

実際に対応手順を経験することで対応力の強化にもつながる。しかしな

がら、BCP のテストはそれ自体リスクを伴うものであるため、実際に

は、机上テストと実践テストを組み合わせて行うのが一般的である。テ

スト計画を作成するに当たっては、テストの目的にあった検証項目（0

参照）、テスト実施範囲、テスト方法、実施対象部署及び頻度などを検

討し、「テスト計画書」として文書化する必要がある。  

表 48 BCP のテスト検証項目  

検証項目  種  別  実施方法  

体制の確立  

 

BCP のテストとして実施  

 

机上（文書レビュー）  

 

緊急連絡網・安

否確認  

BCP のテストとして実施  

 

実働   

 

消防・避難訓練  防災訓練として実施   実働  

システム障害訓

練  

 

個別システムの障害訓練とし

て実施  

BCP のテストとして実施  

実働・机上  

 

BCP 総合訓練  関係部署を対象とした総合訓

練  

実働  
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f. BCP の見直し  

BCP は、情報システムの変更、新たな脅威等を踏まえ、見直しを適

切に行うことが必要である。見直しの結果、BCP の見直しが必要な場

合には変更を行わなければならない。  

BCP 見直しの契機には図 47 のような例がある。  

   

 

 

． 

 

 

 

 

図47  「BCP 見直しの契機の例」  

2. 防衛省・自衛隊に対する提言  

はじめに、防衛省・自衛隊のサイバーセキュリティへの取り組みの現状を調査

し、次に防衛省・自衛隊が新たに取り組むべき事項を提言として取り纏めた。  

(1) 防衛省・自衛隊のサイバーセキュリティへの取り組みの現状  

サイバー空間の拡大に伴い、サイバー攻撃が行われた場合には社会活動の広範

囲で甚大な被害が生じる可能性が大きい。このため防衛大綱（平成 22 年 12 月

17 日閣議決定）において「サイバー空間の安定的利用に対するリスク」を安全保

障上の課題として明記された。これを受けて、防衛省・自衛隊は、このような安

全保障上の課題に適切に対応していくため、サイバー空間の意義やリスクをあら

ためて整理し、取り組むべき施策の全体像・ポイントを示して、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、「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」と題する文書を、平成 24 年 9 月に発表し

た。  

この文書の中で、「防衛省・自衛隊が、今後ともその任務を確実に遂行し国民の

負託に応えていくためには、サイバー空間のリスクに対応しつつ、その便益を最

大限に活用していくことが求められている、そのためには、防衛省・自衛隊のイ

ンフラとしてのサイバー空間の安定的利用を確保するとともに、我が国の防衛を

担う組織としてサイバー空間という「領域」において活動するための能力等を充

実・強化していかなければならない。」との認識が述べられている。こうした観点

から、以下の基本方針の下、図 48 に示す具体的取組を進めていくことが決定さ

れた。  

○テスト結果による BCP 自体の見直し  

○定期的な見直し  

○BCP の前提条件の変更による見直し  

○人事異動や組織の大幅な変更による見直し  

○システム構成の大幅な変更による見直し  

○新たな脅威の発生（リスク環境の変化）による見直し  

○監査の指摘事項による見直し  

○準拠すべき法令等の改正による見直し  
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ア． 防衛省・自衛隊の能力・態勢強化  

・  防衛省・自衛隊として最先端の能力保有を追求  

・  自身のシステム／ネットワーク防護能力の強化（体制の整備、情報の

収集・分析機能強化、被害生起時の回復機能の整備）  

・  自衛隊の運用の検討にあたり、サイバー空間と陸・海・空・宇宙を一

体的・有機的に活用するよう配意（実践的な訓練等の推進）。武力攻

撃への対処に際し自衛隊がこれを効果的に排除するため、相手方によ

るサイバー空間の利用を妨げることが必要となる可能性にも留意  

・  計画的・長期的に人材を育成・確保、職員一人一人の意識の涵養  

イ． 民間も含めた国全体の取組への寄与  

・  国全体のセキュリティレベル向上への取組に積極的に貢献  

・  防衛産業等とも情報共有などの協力を推進  

ウ． 同盟国を含む国際社会との協力  

・  米国との政策面の協議や情報共有、実践的な訓練といった各般の協力

を推進  

・  友好国や国際機関とも協力  

 

（１）防衛省・自衛隊の能力・態勢強化  

ア優先的に進めるべき施策  

①状況把握能力の向上と被害発生時の早期の復旧（DII（防衛情報通信基

盤）ネットワーク監視態勢強化）  

②隊員の練度の向上（実践的シミュレーション環境での訓練の実施など）  

③早期警戒情報の入手（サイバー攻撃の兆候の早期把握）とそれに伴う警

戒態勢の強化（サイバー防護分析装置の機能向上、脅威情報の収集・分

析機能の強化など）  

④体制の整備（「サイバー空間防衛隊」（仮称）の新設、各自衛隊のシステ

ム防護担当部隊の能力強化など）  

イ充実・強化を図るべき施策  

①各システムにおける最新の防護システムの整備  

②各システム間の監視情報の集約（効果的な対処を行うための統合監視機

材の整備）  

③システムの脆弱性の低減（定期的な脆弱性検査、端末レベルでの侵入防

止システムの導入など）  

④人材の育成・確保（部内外での教育、民間との人事交流、セキュリティ

関連業務経験者の採用など）  

⑤研究開発の強化（マルウェアの感染端末を探索し、駆除する技術の研究

開発など）  

ウ継続的に取り組むべき施策  

（部隊練成、対処要領の整備、攻撃手法等の調査研究、職員の研修など）  

（２）民間も含めた国全体の取組への寄与  

①組織の垣根を越えた協力の推進（政府全体の取組への参画・支援、人材
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の派遣など）  

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（官民の情

報共有、意見交換など）  

（３）同盟国を含む国際社会との協力  

①米国との協力（戦略的政策協議の推進、サイバー攻撃を取り入れた共同

訓練の実施など）  

①  の他の国・国際機関との連携（情報共有など）  

図48  具体的取組  

 

(2) 提言  

ア． サイバー戦に備えた体制・態勢の整備  

前項で述べた通り現状で、防衛省・自衛隊の取り組むべき事項は、ほぼ網羅さ

れている。しかし、サイバー戦（Cyber Warfare）への備えが明確でない一方、

2013 年 6 月 10 日、政府の「情報セキュリティ政策会議」が発表した我が国の国

家戦略である「サイバーセキュリティ戦略」の中にはサイバー戦への備えが次の

ように明確に記述されている。  

「サイバー空間は、自衛隊等による情報収集、攻撃、防御といった様々な活動

がその中で行われる、陸・海・空・宇宙と並び得る新たな「領域」であり、その

効果的な活動が重要であるとともに、政策策定や部隊運用などの業務で活用され、

現実の陸等の領域における様々な活動を支える不可欠のインフラとして、安定的

な利用を確保することも重要となっている。  

とりわけ、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には、自衛隊等

がこれに対処する任務を負っているところであり、この遂行のためには、自らの

システムに対するサイバー攻撃に適切に対処するなどの態勢が必要である。具体

的には、DII ネットワークにおける監視態勢、実践的なシミュレーション環境で

の訓練、サイバー防護分析装置の機能向上等による警戒態勢、サイバー防衛隊（仮

称）の新編等による体制、高度の専門性等を有した人材の安定的な確保や高度な

研究開発などサイバー空間における自衛隊等の能力・態勢強化に向けた取組等を

強化する。」  

繰り返すが、上記の「サイバーセキュリティ戦略」において防衛省・自衛隊に

期待していることはサイバー戦（Cyber Warfare）への備えである。  

 

イ． サイバー諜報活動の容認等、法制度の見直し  

サイバー戦には攻撃、防衛、支援活動の 3 つの機能があるが、専守防衛を国是

とする我が国では、平時には防衛の機能しか使用することができない。しかし、

サイバー戦では、攻撃側が圧倒的に有利であることを考慮すれば、平時において

少なくともサイバー支援活動の機能、すなわちコンピューターネットワーク活用
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（CNE）が実行できるよう何らかの措置を講じる必要がある。コンピューター

ネットワーク活用とは、平時に隠密に敵に関する各種技術情報などを収集する活

動である。これらの情報がなければ有事にいざサイバー攻撃を実施する時に攻撃

目標や攻撃手段・方法が選定できないであろう。  

 

ウ． サイバー空間での攻撃を容認する観点たった法制度の見直し  

また、海外では大規模なサイバーテロが生起した場合、それに反撃を加えるの

はどこの国でも軍隊である。米国はサイバー攻撃に軍事力を含むあらゆる手段で

対応することを宣言している。我が国が平時に大規模なサイバー攻撃を受けた場

合、攻撃者のサイバー攻撃能力を減殺するために、総理大臣又は防衛大臣が自衛

隊に対してサイバー攻撃を命ずることが考えられるが、現行法制化下では、この

ような指揮権を発動する法的根拠が曖昧である。早急に措置すべき事項であろう。 

 

エ． サイバーテロに対する制裁的抑止力（ウイルス）の開発・保持  

サイバーテロなどの敵対的行為を行った相手の情報システムが耐えられない制

裁を加えることのできるサイバー兵器（ウイルス）を開発・保持すべきである。

我が国では、正当な理由があれば、ウイルスを作成・保有することは違法でない

ことは明白である。実際に相手国に対してサイバー攻撃を実施する法的根拠につ

いては国際社会において活発な議論がなされているところであり、サイバー攻撃

の実行に関しては、それらの結論を待たねばならないであろう。しかし、その結

論が出るまでウイルスの開発ができないという理由は存在しない。ウイルスの開

発課程にはその効果を最大限発揮するために膨大な費用と、時間を要することを

考えれば直ぐに開発に着手すべきである。  

 

以上の各項目の内容を簡潔にまとめると、防衛省・自衛隊に対する提言は以下の

とおりである。 

①  サイバー戦（サイバー演習を含む）を視野に入れたに日米対処要領の策

定 

②  コンピューターネットワーク活用の実施  

（サイバー諜報活動の容認等法制度の見直し） 

③  平時のサイバーテロに対して攻撃者のサイバー攻撃能力を減殺する行

動の実行 

（サイバー空間の先制攻撃を容認する観点たった法制度の見直しや諜

報活動） 

④  サイバーテロに対する制裁的抑止力（ウイルス）の開発・保持 

以 上
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