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造船界の動向等について 

～～日欧の比較～～ 

 

主任研究員 秦 尉二郎 

 

はじめに 

造船界においては、「２０００年代に中国が造船所を各地で建設し、２００１年には３１００万総トン

だった世界の生産力が、２０１１年には３倍以上に増加。海上輸送の能力は世界で約２倍に増え

たが、荷物の量は１．５倍しか増えず、リーマン・ショック後に船の受注が激減。２０１４年には世界

で船の新造がなくなるという２０１４年問題」（注１）が囂しく席巻した。しかし、２０１３年の世界各国

の新造船受注量は、過去最高の２００７年１６９，６００千総トンに次ぐ、１０１，４３４千総トンとなり、

仕事がなくなるという危機を脱した。特に日本は、１３，４００千総トンを受注し、２００８年のリーマン

ショック後、５年ぶりに１千万総トンを回復、２０１３年末において、２年弱の工事量を確保した。この

予想外の需要は、世界の海上荷動量に比べて船腹余剰が拡大しているにもかかわらず、新造船

価が２００８年に比べておおむね５０％であることから、投機的に新造船が建造されているものと考

えられ、２０１４年以降も好受注が期待できる裏付けはない。 

このような情勢下、我が国の造船所は、経営基盤の強化の一環として国内及びブラジル、イン

ド、中国など海外の造船所との協業が具体的に進展しており、経営戦略の変更のうねりが顕在化

している。 

他方、政府としては、平成２５年４月２６日、我が国造船業の競争力の強化を図ることを織り込ん

だ「新たな海洋基本計画」を閣議決定した。また、平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱にお

いては、適切な水準の防衛生産・技術基盤は潜在的に抑止力の向上にも寄与するものであり、

我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化を早急に図るため、我が国の防衛生産・技術基盤全

体の将来ビジョンを示す戦略を策定するとされている。 

以下、世界主要造船国等の船舶受注量及び竣工量の推移、我が国の手本であった欧州の造

船産業政策等を概観し、我が国の造船界動向を見据えた艦船建造基盤の維持の施策について

推察する。 

（注１） 出所：2013-05-02 朝日新聞 朝刊 ２経済 

 

１ 世界主要造船国等の船舶受注量及び竣工量の推移 

  受注量がピークであった 2007 年から 2013 年までの世界主要造船国等の受注量及び竣工量

は、次のとおりであり、細部は表１及び表２のとおりである（注 2）。 

（注 2） 出所：造船工業会ニュース。Vol.185（2014.2.21） 

 

(1) 日 本 

 ア 受注量は、２００７年の２０，４１３千総トン（世界シェア：約１２％）をピークに漸減し、７年間の

平均は、約１２，０００千総トン、シェア約１７％である。 

 イ 竣工量は、２０１０年の２０，２１８千総トン（シェア約２１％）をピークに漸減し、７年間の平均は、
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約１８，０００千総トン、シェア約２３％であり、受注量を超えている。このことから、手持ち工事量

の減少による操業度及び生産効率の低下が予測される。 

 ウ 韓国には受注量を１９９９年に、竣工量を２０００年に、中国には受注量を２００６年、竣工量を

２００９年に初めて追い抜かれている。 

(2) 韓 国 

 ア 受注量は、２００７年の６７，９６２千総トン（世界シェア：約４０％）をピークに漸減し、７年間の

平均は、約３０，３００千総トン、シェア約 3３６％である。 

 イ 竣工量は、２０１１年の３５，８５０千総トン（シェア約３５％）をピークに漸減し、７年間の平均は、

約２８，５００千総トン、シェア約３５％である。 

 ウ 中国には、受注量を２００９年、竣工量を２０１０年に初めて追い抜かれている。 

(3) 中 国 

ア 受注量は、２００７年の５８，０１２千総トン（世界シェア：約３４％）をピークに漸減し、７年間の

平均は、約３０，５００千総トン、シェア約３８％である。 

 イ 竣工量は、２０１１年及び２０１２年に３９，０００千総トン台（シェア約３９％及び４０％）の驚異的

なピークを維持し、７年間の平均は、約２６，７００千総トン、シェア約３２％であるが、２０１０年以

降は韓国を超えており、著しい拡大を遂げている。 

 ウ 中国と日本は、鉄鉱石、石炭、穀物などの付加価値の低い乾貨物を運搬する船舶の建造に

おいて競争関係にあり、価格競争力において中国が日本に勝り、受注量を増やしている。 

(4) 欧 州 

   受注量は、ほぼ安定して世界シェア３～４％であり、ニッチな客船等の高付加価値船に特化

して受注しているが、日本が客船を受注するなどにより造船業は衰退傾向にある。 

(5) 総 括 

 ア 日本は、船舶に搭載する舶用品の生産力及び船舶の建造力において韓国及び中国に劣

ることはないが、価格競争力が弱いため受注競争において韓国及び中国に負けており、造船

界の盟主に返り咲くことは困難な状況にある。 

 イ 韓国は、コンテナ船、ＬＮＧ船などの中付加価値船及び海洋開発関係の構造物・船舶など

の高付加価値船に的を絞って受注しており、また研究開発にも積極的であることから造船業

のリーデングカントリーとしての地位を維持している。 

 ウ 中国は、造船所の拡充により、年間の竣工量において韓国を超えたが、低付加価値船の建

造が主体であり、技術的に韓国及び日本を凌駕するにはいたっていない。 

 エ 欧州の造船業は、客船等を除いて商船の競争力はなく、衰退傾向にある。 

 

表 １ 受注量 

 

千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％
日　　本 20,667 12 14,733 17 8,509 25 11,921 15 7,689 14 8,851 23 13,400 13 12253 17
韓　　国 67,962 40 34,643 39 8,522 25 27,912 34 25,125 44 11,967 32 35,906 35 30291 36
中　　国 58,012 34 29,112 33 14,947 45 36,118 44 19,112 34 13,761 36 42,971 42 30576 38
欧　　州 6,199 3.7 2,695 3.1 568 1.7 2,164 2.6 1,553 2.7 1,505 4 2,781 2.7 2495 3
その他 16,760 9.9 6,817 7.7 1,054 3.1 4,285 5.2 3,321 5.8 1,916 5 6,377 6.3 5790 6
世界合計 169,600 100 88,000 100 33,600 100 82,400 100 56,800 100 38,000 100 101,434 100 81405 100

７年間平均2013
区　分

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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表 2 竣工量 

 

 

２ 欧州の造船産業政策 

  欧州委員会は、２００７年４月、２００３年に欧州の造船業界が世界市場での復権を目的に取り

まとめた政策提言「LeaderSHIP２０１５」イニシャティブの経過報告書を発表した。このイニシャテ

ィブは、欧州造船産業が２０１５年までに世界の造船業におけるリーダーとしての役割を確保し、

重要な挑戦事項への回答を提示する骨太の戦略を長期的な視点に立脚した産業アウトライン

が示されており、『①世界造船業の公正な競争条件の確立、②研究・開発・イノベーション投資

の促進、③先進的な金融（資金調達）と保証のスキームの開発、④より安全で環境に優しい船舶

の促進、⑤防衛（艦船）ニーズに対するアプローチ、⑥知的所有権（ＩＰＲ）の保護、⑦熟練労働

者の確保、⑧持続可能な産業構造の整備』が提言されている。(注３) 

  この報告書の中で注目されるのは、②研究・開発・イノベーション投資の促進において造船所

が平均的に売上の１０％以上を研究開発とイノベーションに投資すること、及び⑥知的所有権の

保護において欧州造船業の将来はその技術的リーダーシップにかかっており、また、研究開発

とその成果を保護する重要性が提言されている（注４）ことである。このことは、我が国の造船産

業にとっても当てはまることであり、示唆に富むものである。 

  さらに、欧州委員会は、２０１３年２月、造船・船舶産業の共通戦略として、①雇用・技能、②公

正な競争環境、③ファイナンス、④研究開発の４項目について提言をまとめた「LeaderSHIP 

2020」を策定した。④研究開発については、ＣＯ2 排出ゼロ、省エネ、無事故の船舶実現に向け

た欧州全体の産学官による研究ロードマップの策定を新たにまた提言した（注５）ことから、一旦

収縮した産業を復活させることの困難性が推察される。  

  （注３）出所：海事プレス 2007.5.30 ｐ8 

  （注４）出所：海事プレス 2007.5.31 ｐ9 

  （注 5）出所：企業・産業動向レポート 2013 年 8 月 1 日～31 日の報道内容 ｐ15 

 

３ 我が国の造船産業政策等 

日本の造船産業は、永らく新造船竣工量世界一の座に君臨していたが、２００２年に韓国、２０

０９年に中国に追い抜かれ第３位となった。以下に欧州造船業の衰退の歴史と同じ道を歩む可

能性のある日本の造船産業政策について、概観する。 

(1) 国家安全保障戦略等 

  平成２５年１２月１７日閣議決定された該戦略のⅣ ６ （１）防衛生産・技術基盤の維持・強化に

おいては、『防衛生産・技術基盤は、防衛装備品の研究開発、生産、運用、維持整備等を通じ

て防衛力を支える重要な要素である。限られた資源で防衛力を安定的かつ中長期的に整備、

千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％ 千総トン ％
日　　本 17,525 31 18,656 28 18,972 25 20,218 21 19,367 19 17,426 18 14,588 21 18107 23
韓　　国 20,593 36 26,379 39 28,849 37 31,698 33 35,850 35 31,583 33 24,504 35 28494 35
中　　国 10,553 18 13,956 21 21,969 29 36,437 38 39,609 39 39,003 41 25,703 37 26747 32
欧　　州 5,715 10 5,479 8.1 4,162 5.4 4,110 4.3 2,468 2.4 1,979 2.1 1,702 2.4 3659 5
その他 2,934 5.1 3,220 4.8 3,120 4 3,971 4.1 4,551 4.5 5,584 5.8 3,772 5.4 3879 5
世界合計 57,320 100 67,690 100 77,073 100 96,433 100 101,845 100 95,575 100 70,268 100 80886 100

７年間平均
区　分

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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維持及び運用していくため、防衛装備品の効果的・効率的な取得に努めるとともに、国際競争

力の強化を含めた我が国の防衛生産・技術基盤を維持・強化していく。』と示されており、艦船を

建造する造船産業もこの範疇に含まれる。 

  さらに、防衛生産・技術基盤については、平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱について

（平成２５年１２月１７日 閣議決定） Ⅴ ５防衛生産・技術基盤において、我が国の防衛生産・

技術基盤の維持・強化を早急に図るため、我が国の防衛生産・技術基盤全体のビジョンを示す

戦略を策定するとされており、艦船の建造基盤の維持に関する施策が策定されるものと考える。 

 

(2) 新たな海洋基本計画 

平成１９年４月２７日、海洋基本法（平成１９年法律第３３号）が公布され、同法第１６条により

政府は海洋基本計画を策定すること、及び附則第２項により法律の施行後５年を目途として総

合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることが定めら

れ、平成２５年４月２６日、平成２０年３月に閣議決定された「海洋基本計画」が見直され、「新た

な海洋基本計画」が閣議決定された。 

この新たな海洋基本計画第１部 ３ （４）海洋産業の健全な発展においては、『低炭素・循環

型社会に貢献する海上輸送体系を確保することにより、我が国海運業の競争力・経営基盤の

強化を図るとともに、環境性能の高い船舶の技術開発の促進等による受注力の強化、新市場・

新事業への展開及び業界再編の促進に取り組むことにより、我が国造船業の競争力の強化を

図る。』とされ、政府として業界再編を後押ししている。 

 

(3) 総合的な新造船政策 

   国土交通省は、平成２３年７月６日、新造船政策検討会の報告書「総合的な新造船政策～

～一流の造船国であり続けるために～～」を公表した。この報告書は、『我が国造船業は、１９５

６年以来４０年以上世界トップシェアを維持していたが、韓国、中国の台頭により、現在は世界

第３位。中国及び韓国が造船供給力を大幅に増強したため、２０１3～２０１４年には深刻な需給

ギャップが顕在化すると予測。国土交通省では、日本の造船産業が、発展か衰退かの岐路に

立つ中で、一流であり続けるための新政策をバックキャスティング（注６）。業界再編に乗り出す

とともに、新市場・新分野への進出と受注力強化を推進。』との認識の下、具体的取組として表

３に掲げる施策が示されている。 

   これらの取り組みについては、平成２４年５月２８日のフォロアップ会合の資料「新造船政策の

実施状況について（国土交通省海事局。平成２４年５月）」の報告書によれば、各項目とも表３

のとおり着実に具体的成果が得られている。また、新造船政策のロードマップが別紙第１のとお

り改訂された。特に注目されるのは、我が国が近い将来、国土面積の約１２倍（約４０５ｋｍ2）で

あり、世界で７番目となる排他的経済水域内の資源開発に伴い、造船、海運関係に関する技

術開発投資が促進され、海洋開発力をリードする可能性が極めて高いことである。    

   （注６） バックキャスチング（backcasting）とは、将来を予測する際に、持続可能な目標となる社会の姿

を想定し、その姿から現在を振り返って今何をすればいいかを考えるやり方。目標を設定して将来

を予測すること。（出所：デジタル大辞泉） 
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表 3 具体的取組及び成果 

区分 具 体 的 取 組 成      果 

業
界
再
編 

１ 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する

法律（平成 19年。法律第 36号）に基づく事業分野

別指針を定め、業界再編を促進。 

・ジャパンマリンユナイテッドの設

立（2013.1.1） 

２ これと並行して、共同設計開発会社の設立や大

型商談の受注を可能とする共同受注・生産に関す

る業務提携を推進。 

・マリタイムイノベーションジャパン

の設立（2013.4.1） 

・三菱重工業と今治造船の協業 

新
市
場
・
新
分
野
へ 

１ ASEAN や新興国を中心に、商船隊整備案件や

メガフロート技術を用いた海上施設案件など大型

の案件を官民が連携して売り込みを図る。  

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ洋上石炭貯蔵・積出基

地など 

２ ７月から国際協力銀行が、先進国向け船舶輸

出金融を行えるようになることを利用し、大型クル

ーズ船や海洋開発関連船舶の市場分野に本格的

に進出。 

・三菱重工業の客船を受注 

（2011.11.8） 

・三井造船が海底からメﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰ

ﾄの採掘に成功（2013.3） 

受
注
力
強
化
策 

１ 造船会社自らが出資する船舶投資ファンドを設

立し、海外からの受注を拡大。  

・日本船舶投資促進株式会社設

立（2012.4.23） 

２ 「CO2 30％削減船」（低燃費船舶）を世界に先駆

けて市場に投入するとともに、これらの船舶の燃費

性能を客観的に評価する指標をデファクトスタンダ

ード化して、その優位性を世界中の船主に対して

積極的に売り込む。 

・三菱重工業は CO2 を 25％削減

するばら積運搬を開発・受注 

（2011.10.14） 

  注： 成果は、新造船政策の実施状況について、及びその他新聞情報等による 

 

(4) 研究開発費の推移 

   日本の船舶関係の研究開発費は、１９９３    

年の約１９０億円をピークに、２００９年には約

６０億円（ピーク時の約３０％）に減少してい

る。 これに対して、韓国は、２００９年約１７５

億円であり、日本の約３倍である。 

韓国は、この研究開発の投資を継続するこ

とにより、引き続き中・高付加価値船の受注

競争力を維持するものと推定される。 

                  出所：(株)日本政策投資銀行 今月のトピックス NO152-5（2010.11.24） 
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(5) 造船産業の生産性 

   日本と韓国の生産性は表４のとおりであり、日本が韓国に対して約２０％勝っている。 

 

                  表 ４ 日韓造船業生産性の比較 

 

 注： 生産性＝竣工量（標準貨物船換算トン数）／従業員数 

標準貨物船換算トン数（CGT）とは、船種や大きさ、仕様が異なると、造船所での建造工事量

は異なってくる。CGT はこの建造工事量を表す指標。建造工事量を的確に把握するために、

船種、大きさによって決定される CGT 係数に容積を表す GT（総トン数）をかけることによ

り算出される。（出所：国土交通省海事局 用語集） 

 

(6) 総 括 

 ア 我が国の造船産業は、現状では韓国・中国に対して価格競争力が弱いため、発展か衰退

かの岐路に立っており、欧州造船業の衰退の歴史と同じ道を歩む可能性がある。 

 イ 造船産業政策は、適切に実施されており、海洋分野への展開に期待が持てる。 

 ウ 造船産業の研究開発費は、韓国の三分の一であり、このままでは技術力に格差が生じるお

それがある。 

 エ 造船産業の生産性は、我が国が最も得意とする摺り合わせ型の産業のため、韓国に比べて

２割ほど優れている。 

 

４ 艦船建造基盤の動向等  

(1) 艦船建造契約額の推移 

 艦船建造契約額は、表５（注７）のと

おり平成３年度から拡大傾向を示し、

平成７年がピークとなり、その後防衛

費の削減により漸減している。 

 特に、艦船建造造船所は、艦船の

大型化・高性能化により１艦当たりの

船価が髙くなり、かつ、建造隻数が減

少したため、受注機会が極端に減少

したうえに、平成１１年度から調達の契約方式が随意契約から指名競争に変更されたため、艦

生産性
竣工量
（千ＣGT）

従業員
（人）

生産性
（ＧＴ/人）

竣工量
（千ＣGT）

従業員
（人）

生産性
（ＧＴ/人）

韓国/
日本％

2007 8,964,570 50,240 178,435 11,291,338 100,057 112,849 63
2008 9,740,868 52,139 186,825 14,535,075 101,632 143,017 77
2009 9,616,340 53,896 178,424 14,461,331 105,188 137,481 77
2010 9,851,703 53,320 184,766 15,011,978 96,720 155,211 84
2011 9,170,081 52,764 173,794 16,003,230 102,037 156,838 90
2012 8,362,262 51,180 163,389 13,503,994 107,531 125,582 77
平均 9,284,304 52,257 177,606 14,134,491 102,194 138,496 78

年代
日本造船工業会会員 韓国造船工業会会員

   表 ５ 

艦船建造契約額 
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船の建造基盤の維持の不安定化が顕在化してきた。 

    （注７） データーの出所：防衛省調達情報、防衛通信などによる。 

 

(2) 艦船建造造船所の変遷及び受注状況等 

 ア 護衛艦建造造船所の変遷 

   戦後初めて建造した護衛艦は、昭和２８年度計画護衛艦５艦であり、建造造船所は、護衛艦

（ＤＤ）を三菱重工業長崎造船所、新三菱重工業神戸造船所、護衛艦（ＤＥ）を石川島重工業、

川崎重工業神戸造船所、三井造船玉野事業所である。 昭和３２年には浦賀船渠株式会社

が、昭和３３年には飯野重工舞鶴造船所が建造した。昭和３１年度からの潜水艦の建造に伴

い川崎重工業神戸造船所は昭和３１年に、新三菱重工神戸造船所は昭和３４年に潜水艦建

造に業容を転換した。このことにより、護衛艦建造５社体制（三菱重工業長崎造船所、石川島

播磨重工業、三井造船玉野造船所、浦賀重工業、舞鶴重工（後の日立造船舞鶴造船所））が

整備された。 

    ところで、防衛生産・技術基盤を維持・向上させる目的により平成１０年度までの艦船調達

の契約方式は、防衛庁長官指示による随意契約方式が適用されていた。しかし、防衛省は、

平成１１年４月、「調達改革の具体的措置」として、供給ソースの多様化の追求等競争原理の

強化を図るため、『護衛艦等複数企業が製造能力を有するものについては、実施体制を整備

することにより、原則として競争契約に移行。』とする施策の変更が行われ、平成１１年度から

艦船調達において指名競争入札が行われ、施策的に防衛生産・技術基盤を維持することが

不可能になった。 

    以上のような情勢の変化及び我が国の造船産業の衰退により、造船所の統合・再編が進

行しており、護衛艦建造造船所の５社体制は、別紙第２のとおり三菱重工業株式会社、ジャパ

ンマリンユナイテッド株式会社、三井造船株式会社の３社体制に移行した。 

 

 イ 艦船建造造船所の受注状況 

   平成１５年度から平成２５年度までの艦船建造造船所の受注状況は、表６のとおりである。 

   ところで、現在の汎用護衛艦の設計には、実績として約２００名以上の設計者が必要（注６）

であることから、護衛艦                 表 ６ 艦船受注状況 

の建造基盤を安定して 

維持するためには、経

営的には年間の売上

高が２５０～３００億円、

設計力・技術力を維持

するためには３年から５

年ごとに新型艦を建造

することが理想であると

推測される。 

このことから、現状の３

単位：百万円
掃海艇

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社
15 40,089 25,578 5,262 70,929
16 47,187 34,860 8,660 90,707
17 33,810 37,602 71,412
18 44,607 32,340 6,957 83,904
19 34,866 8,284 30,775 73,925
20 31,290 31,262 10,942 73,494
21 50,452 29,694 8,064 88,210
22 78,430 30,975 109,405
23 32,235 7,717 39,952
24 73,993 30,817 104,810
25 33,075 31,426 11,618 76,119
合計 189,772 244,217 37,978 162,123 151,955 96,822 882,867
年平均 17,252 22,202 3,453 14,738 13,814 8,802 80,261

平成
年度

護衛艦 潜水艦
合計
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社体制は、年間売上高が建造基盤を安定して維持するうえでの要件を満たすことができず、

大変厳しいものがある。 

他方、潜水艦と掃海艇（掃海艦を含む。）は、建造能力から競争になじまないことから基本的

には随意契約方式により調達が行われており、安定して受注できることにより艦船建造基盤は

維持されている。ただし、艦船建造造船所における艦船事業の売上高は、１５％以下（注７）で

あり、艦艇事業を持って造船所を支えることは不可能である。 

注 6： 防衛取得研究 第六巻 第三号 平成２４年１２月 

注 7： 艦船の生産・技術基盤の現状について（防衛省経理装備局艦船武器課。平成 23 年 3 月） 

 

(3) 艦船造修の現況と基盤維持 

 ア 日本造船工業会は、防衛生産・技術基盤研究会のヒアリングに対して、平成２２年１２月１日、

次のとおり意見を陳述しており、艦船建造基盤の本質を伺い知ることができる貴重なものである

ため、全文を掲示する。特に注目すべき点は、具体的な基盤維持施策の確立と安定的かつ計

画的な発注を望んでいることである。 

 『 １ 現状 

  (1) 商船基盤に立脚した、艦艇建造技術・生産基盤 

     商船の建造技術・生産基盤上に、艦艇専用の設備、技術、人材等を多大な投資のもとに

展開し、艦艇建造技術・生産基盤を構築している（艦艇と商船の切り離せない両輪経営）。 

     商船建造では中国、韓国との熾烈な競争下にあり、勝ち残るためのコストダウンが艦艇建

造コスト削減にも大きく寄与している。 また、両国の台頭により、将来的に商船の供給過剰

時代の到来が予見され、その影響で、我が国の商船建造基盤の弱体化が危惧され、同時に

艦艇建造技術・生産基盤も多大な影響を受けると考えられる。 

  (2) 事業性確保の重要性 

     艦艇建造は、限定的(所謂、商船のように、世界をまたにかけ、最善の受注を選択しうるこ

とがない)な受注機会（事業規模）のため、投資に対する事業単独での回収は不成立、即ち

単独では事業性が担保されない。 

     調達隻数の減少、建造予算の縮減に伴い、艦艇事業の継続が困難な環境が継続してい

る。更に、現行の調達制度（指名競争入札）の下では、過当競争の出現等、事業性確保に

多大なリスクが存在する。（競争入札になじまないと考える） 

  (3) 艦艇建造を支える広い裾野 

     護衛艦で約２,５００社が、艦艇建造を支えている。その多くの企業が中小企業である。下

請各社も造船所以上に事業性確保が課題となっている。 

  ２ 基盤維持のために 

    当該基盤維持には、安定的かつ計画的な艦艇の発注（恒常的に艦艇建造に携わること）

が必須であり、基盤を一旦喪失すれば、再構築に多額の費用と期間を要すること等から、具

体的な基盤維持施策の確立と安定的かつ計画的な発注及び適切な予算確保が望まれる。』 
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(４) 防衛生産・技術基盤に関する提言 

   防衛生産・技術基盤の維持・育成に係る取り組みの一環として平成２２年１１月２５日、防衛

省に防衛生産・技術基盤研究会が設置され、平成２４年６月、同研究会から「防衛生産・技術

基盤に関する提言」が最終報告書として提出、公開された。該報告書第２章２（２）①イ艦船（護

衛艦、潜水艦、掃海艇等）において指摘されている課題に対する所見等は、前(3)の造船所の

見解を加味し、表７のとおりである。 

なお、報告書の該当箇所は、別紙第３のとおりである。 

 

                     表 ７ 課題及所見 

番号 課  題 所  見  等 

１ 経営管理の困難さ、投

資リスクの増大等 

護衛艦建造造船所は、艦船建造隻数に応じて安定的・効率

的に基盤を維持するため、２社体制が望まれる。 

２ 企業の技術力の低下 官民の技術力を維持、向上させるため、艦船の研究開発を

継続的に実施し、研究開発と艦船造修とを吻合させ、技術者

を育成する。 

３ 防衛産業からの撤退 防衛生産・技術基盤を維持・向上させる態勢を整備した企業

は、当該事業に係る法人税を申請により減免するなどの国策

として基盤維持のインセンティブを与える。 

４ 計画的・効率的な調達 中期防衛力整備計画が策定された段階で、建造艦船の発注

先を内定し、船価は調達年度の入札により決定する。 

５ 価格競争に対する対処 防衛生産・技術基盤を維持する上から、国策として指名競争

入札方式を改め随意契約とする。（随契理由：会計法第 29

条の 3 第４項契約の性質又は目的が競争を許さない場合に

該当すると認定） 

６ 臨時修理所要への対

処 

基地造船所として艦船修理を行うことが不能な造船所が発生

することが考えられ、乗組員の心のリフレッシュと家族との絆

を満足させるために基地造船所で検査・修理するという施策

の推進が困難となることが予見される。したがって、基地造船

所以外での造修整備を行う施策が必要である。 

７ 検査・修理実施時期の

平準化、事業の効率化 

従来の暦日期間を基準とした艦船の維持整備を実稼働時間

を基準とした信頼性中心整備方式に改め、検査時期等の平

準化、業務の効率化を推進する。 

   

おわりに 

 かって、造船産業において盟主の座を占めた欧州と我が国の造船産業政策は、いずれもがＣ

Ｏ2 排出ゼロ船、省エネルギー船など地球環境にやさしく、建造、運航、破棄までのライフサイク

ルにわたって安全・安心かつ経済的な船舶を産官学の総力を結集して開発することにより、技術

的優位性を確保し、競争力を回復する方針を示している。ところで、技術的優位性を確保するた



10 

 

めには相応の研究開発に投資する必要があるが、日本・韓国の研究開発費の比較において概

観したとおり日本の造船産業は、研究開発に投資する力を維持できていない。この原因の一つに

は、韓国造船産業に比べて１社あたりの技術開発力及び経営基盤が弱いことにある。 

 我が国の造船産業は、発展か衰退の大変重要な岐路に立っており、商船の造船基盤の上に成

り立っている艦艇の防衛生産・技術基盤は、艦船の建造隻数の激減により、商船以上に厳しい状

況下にある。 

 ところで、四方を海に囲まれた我が国は、ｼｰﾚｰﾝの確保が日本の安全保障上の最優先課題で

あり、経済活動を行う上で海上輸送が占める割合は約９０％にも及び、海上防衛を担う艦艇建造

基盤が喪失すれば、自立ができなくなる。このことから、艦船の重要な役割にかんがみて、疲弊し

ている艦船建造造船所を維持するため、国益を最優先するとの観点から会計法第 29条の 3第４

項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するとして、契約方式を指名競争から随

意契約に改めることが喫緊の課題である。 

 この課題に対しては、政府の諸政策においても認識されており、平成２６年度以降に係る防衛

計画の大綱に示されている「我が国の防衛生産・技術基盤の将来ビジョンを示す戦略の策定」が

待たれるところであり、その戦略に基づく具体策が適時、適切かつ速やかに実施されることが肝で

あり、注目される。艦船は、日進月歩する最先端の科学技術を取り込んだ複雑で複数システムか

らなるシステム（system of systems）であり、一旦基盤を喪失すると再構築に多大な費用と時間を

要することを強調しておきたい。現状の艦船建造においては、造船産業に対して産業活力再生

特別措置法が適用される状況下、「調達改革の具体的な措置」に求められている『供給ソースの

多様化の追求等競争原理の強化を図る』ための競争契約を遂行する環境には全くないものと考

える。 

 我が国造船産業が、排他的経済水域内の資源開発、海上風力発電・潮流発電、国際海運に

おけるエネルギー３０％を削減した船舶などに関して、世界をリードする技術を開発し、新たな海

事クラスターを創生することにより王者に返り咲くことを期待し、それを確信する。 

 参考資料として、「総合的な新造船政策」と「LeaderSHIP 2015」とを比較したものを添付する。 
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防衛生産・技術基盤研究会最終報告～「生きた戦略」の構築に向けて～ 

第２章 防衛生産・技術基盤の現状と課題 

２防衛産業の現状及び諸外国の動向（２）防衛装備品の広がりと深さ ①分野別防衛産業の現状 

 イ 艦船（護衛艦、潜水艦、掃海艇等） 

艦船の新規建造数は、長期的に漸減傾向にあり、また、長期的な調達計画が不明であるため、

新規建造契約の受注機会の減少、計画的な経営管理の困難さ、艦の大型化・装備の高度化に

よる人材・設備等への投資リスクの増大等が課題となっている。とりわけ、新規建造数の減少は、

艦種の第一番艦や新規に搭載する防衛装備品の研究開発に従事する機会の減少につながり、

企業の技術力低下を招く恐れがある。 

また、艦船を建造する企業は、商船を建造する技術・設備に加え、耐衝撃・耐弾構造設計、浸

水・被弾時等のダメージコントロール技術、被探知防止技術・兵装技術等の艦船特有の技術・設

備を必要としているため、艦船の調達数の減少による経営資産の遊休化を民間需要によりカバ

ーすることは難しく、防衛事業から撤退する例が見られる。さらに艦船の大型化・高度化が進んで

おり、計画的・効率的な調達の必要性が増大している。 

なお、新規建造数の減少は、過去に建造を行ってきた企業間に激しい価格競争を生み出して

いる反面、業界全体が経営の効率化に取り組まざるを得なくなる要因の一つとなっている。 

維持整備の面では、艦船の可動率を維持・向上させるためには、即応修理態勢を確保すること

は防衛省にとって重要な要素である。艦船又は搭載防衛装備品によっては、特定の設備や技術

が必要となることを踏まえ、全国各地で運用される艦船の臨時の修理所要が生じた場合への対

応も必要となっている。 

また、定期的な検査・修理が一定期間に集中する等、受注する企業にとって人材・設備等の一

時的な過度の負担と、その後の経営資産の遊休化は、厳しい経営環境の中で大きな負担となる

ため、検査・修理実施時期の平準化等、事業の効率化が必要となっている。 

26.1.1現在

　　　　　船舶海洋事業統合（Ｈ１４．１０．１）

Ｈ25.1.1　統合

造船事業分社化（Ｈ１５．４．１）

　　　　　　艦艇事業統合（Ｈ７．１０．１）

　　　船舶海洋事業分社化･統合(H１４．１０．１）

H22.10.1

造船事業分社化（Ｈ１４．１０．１）

商船業務提携（Ｈ１２．９．１３）

　　　包括事業提携（Ｈ１１．９．２２）

艦
艇
建
造
業
務
提
携
（
Ｈ
7
.
6
.
1
6
）

三菱重工業(株）

日立造船(株）

日本鋼管(株）

住友重機械工業(株）

石川島播磨工業(株）

川崎重工業(株）

三井造船(株）

三菱重工業(株）

ユニバーサル造船(株）

（株）アイ・エイチ・アイ
マリンユナイテッド

（株）川崎造船

三井造船(株）

(株）マリン･ユナイテッド

護衛艦、潜水艦
敷設艦、高速艇

護衛艦、掃海艦艇、
砕氷艦、補助艦艇
高速艇

潜水艦

護衛艦、補助艦艇

住友重機械ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（(株)

ジャパン マリンユナイテッド(株)

川崎重工業(株）

別紙第２ 

艦 船 建 造 造 船 所 

別紙第３ 
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日本と欧州の造船政策の比較 

 
欧州（LeaderSHIP 2015。2002.10）は、「欧州造船業の戦略考察 LeaderSHIP ２０１５ 進展レポートを中心に」（海洋政策研究財団 今井義久主任研

究員 海事プレス 2007.5.30（ｐ８～10）、 5.31（ｐ８～10））を引用した。 

日本（総合的な新造船政策。2011.7） 欧州（LeaderSHIP 2015。2002.10） 

・ 我が国造船業は、１９５６年以来４０年以上トップシェアを維持していた

が、韓国、中国の台頭により、現在は第３位 

・ 中国及び韓国が造船供給力を大幅に増強したため、２０１３～２０１４年

には深刻な需給ギャップが顕在化すると予測 

・ 国土交通省では、日本の造船産業が、発展か衰退かの岐路に立つ中

で、一流であり続けるための新政策をバックキャスティング 

・ 業界再編に乗り出すとともに、新市場・新分野への進出と受注力強化

を推進 

 

１ 海事クラスター強化を含む競争力強化策 

① 海運会社・船主対策 

 ・ 我が国海事クラスターの維持に決定的に重要な役割を担う国内船主

が、企業体力を保持し、適切なタイミングで船舶投資を継続していくた

め、今後とも海運会社及び船主に対する政策税制（注）による支援の維

持・強化をはかるとともに、資金調達を容易にするスキームを検討する。 

（注；トン数標準税制など。） 

 

② 受注力強化（造船舶用メーカー海外進出、輸出船ファンド、その他） 

 ・ 現在の造船業の受注環境は、円高基調の下で、船舶の価格が下落

するという二重の困難に直面している。これには、まず、建造コストのド

ル・リンク化を進めて為替リスクを低減する方策が考えられるが、資機材

の海外からの調達については、船舶の品質の保持と調達先との信頼関

係構築に時間を要する。しかしながら、一定の時間を要しても、造船、舶

用メーカーが連携して、内外の市場での販売拡大に向け、海外での生

産を含む戦略的な海外進出を図るべきであり、国も、金融支援、市場に

ついての助言等の支援を積極的に行う。 

・ ２００２年後半に欧州造船業界が草案した LeaderSHIP２０１５戦略の草

案が策定された当時、欧州の造船業界の将来見通しは、非常に荒涼とし

たものであった。受注は停滞し、新造船の船価は低く、アジアの造船国の

大規模な設備能力拡大により凋落状態にあった。 

・ この状況に対して、LeaderSHIP 2015 は、欧州の海事産業の将来に向

けた潜在能力と革新性の確信をもとにビジョンとして表明されたものであ

る。 

・ そのイニシャティブは、次の８つのテーマに明確化されている。 

 

１ 世界造船業の公正な競争条件の確立 

・ 造船業は、真にグローバルな産業で、船主は、技術面、営業面、法的

規制なしに世界のいずこでも船舶を購入することができる。しかし、この

分野を管轄する貿易ルールは、しばしば不平等で、不完全あるいは適

用し難い。  

・ 残念ながらこの分野では、ＯＥＣＤとその他の協議の場での努力にもか

かわらず、明確な結果が未だに見られていない。このことは、造船業に関

する現状の貿易ルールの限界を示すもので、そこでは輸出入の概念が

なく、助成がしばしば製品よりも生産者に向けられている。 

・ 一方、世界の造船マーケットにおける政府助成と低船価の２つの問題

を対象としたＯＥＣＤの造船協定交渉は、意味があり強制力のある合意を

持った結論を得ることなく２００５年１０月に中断された。 

・ 過剰な設備能力や、保護主義あるいは政府助成がベースになってい

る限り、欧州の造船業、そして世界の造船業が将来性のある持続可能な

産業にはなり得ない。欧州委員会は、欧州の交渉相手（注；韓国と中国）

を納得させるために作業を続けている。また、欧州の造船所の競争力に

関する材料コストについての世界的差異の原因と影響にも注意がはらわ

参 考 資 料 
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 ・ 金融支援による受注の拡大に関しては、まず、民間金融機関と造船

会社の連携を深め、海外船主との受注交渉の初期段階から様々なファ

イナンス提案を行えるようにすることによって、我が国造船業の受注力を

強化する。 さらに、我が国造船業の受注を拡大するため、造船会社自

らが出資し、政策金融の支援を受けた輸出船用船舶ファンドの設立を

検討する。 

 ・ 発注者の多様なニーズに応えるために設計力を強化するとともに、

中長期的には、造船所の事業統合を進めて購買の規模を拡大して鋼

材の価格競争力を強めること、造船施設の機動的な整備等を行えるよう

にするための規制緩和を行うこと、外国人労働者の受け入れを拡充する

こと、及び税制・会計制度を見直して税コスト負担（注）を弾力化するこ

と、また、これらの対策を経済特区で実現する方策について検討を進め

る。 

（注；法人税等の実効税率の軽減） 

 

③ 省エネ性能 

 ・ 国際海事機関(IMO)において議論されている「エネルギー効率設計

指標（EEDI）、「エネルギー効率運航指標(EEOI)」等に基づく船舶の燃

費規制の国際基準化・強制化に取り組むとともに、国際基準化・条約発

効を待つもでもなく、国際海運業界との連携しつつ、当該燃費指標のデ

ファクトスタンダード化を推進する。 

 ・ すでに開発している船舶の省エネ性能を客観的に評価し得る指標

等も用いて、我が国で建造される船舶のライフサイクルコストの優位性を

船主だけでなく、世界中の荷主や運航者に対して、積極的に売り込む。 

 

④ アフターマーケットビジネス 

 ・ 我が国で建造される船舶の品質及び省エネ性能のメリットは、適切な

メインテナンスを実施することにより発揮できるので、船主が安心して委

ねられるメインテナンス委託先への需要は大きい。造船メーカーとしても

日本製船舶のメリットを活かし、顧客の囲い込みを図る観点から、エンジ

ンメーカ－等と連携して、修繕・メインテナンスサービスを提供するビジ

れるべきであろう。 

 

２ 研究、開発、イノベーション投資の促進 

・ 研究、開発、イノベーションの向上は、LeaderSHIP２０１５のイニシャテ

ィブの中心になっている。欧州の競争優位は、これまで高度化船舶を建

造する能力に立脚してきたし、今後もそうであろう。事実、欧州は、ほとん

どの船舶のイノベーションの元になっている。これは、継続的な開発とイ

ノベーションと研究の応用によって可能となっている。 

・ 現在と将来の知識経済において、LeaderSHIP ２０１５では、特定分野

のニーズに応えられるようなＥＵのルールを作ることによって、イノベーシ

ョンに対する正当な支援がなされるべきだと提唱した。 

・ 造船所に対するイノベーション助成に関する最新条項は、２００４年１月

１日に発効した。 イノベーション助成は、イノベーティブな製品とプロセ

スに関するその産業での適用に対し融資される。 これらの新しいルー

ルは、造船所の特殊なニーズに適合するように図られる。 

・ 造船業のハイテク態様は、造船所が平均的に売上の１０％以上を研究

開発とイノベーションに投資する事実よってさらに強調される。 

 

３ 先進的な金融（資金調達）と保証のスキームの開拓 

・ 造船所は、各船舶の建造に対する責任保証を仮定しなければならな

い。そのように、造船所は革新的なプロジェクトの開発だけでなく、通常、

船主から要求された必要な運転資本（ｗｏｒｋｉｎｇ capital）とリファインドギ

ャランティー（注；前受金返済保証）を組む必要がある。 

・ 国家支援による船舶金融スキームから利益を得ている競争者に比べ

て、この時間と資金の負担は多くの場合、欧州の造船所に不利となって

いる。 

・ 欧州委員会は、産業のニーズに合う現実的解決を見出すためにこの

問題に集中的に取り組んできた。船主が、海運市場において引き渡し後

の資金を確保することは一般的に問題ではないので、焦点は新造船の

引き渡し前の（造船所に対する（注））資金供給に向けられてきた。 

・ 産業界は、国内措置に対する代替以上に補足的な措置としての欧州
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ネスへの進出を検討する。 

 

２ 新市場・新事業への展開 

① 海外販路開拓 

 ・ 大型の船隊整備や我が国固有技術を活かした洋上設備の設置の可

能性がある、又は、我が国の造船所や舶用メーカーが工場進出する可

能性があるインド、インドネシア、トルコ、ブラジル、ベトナムといった新興

国・途上国に対し、官民を上げて密度の濃い持続的な接触・輸出促進

を行う。具体的には、政府間で、海事技術及び海事産業に関する包括

的な協力の覚書を結ぶなど協力関係を樹立し、テーマごとに官民合同

のチームをつくって持続的な販路開拓を行う。 このため、官側の人員

体制を強化する。また、具体的案件の形成に際しては、国際協力銀行

の融資や国際協力機構の政府開発援助（ODA）を積極的に活用する。 

こうした手法を用いて、上記以外の国に対しても相手国のニーズを的確

に捉えつつ案件の形成を図り、支援を行っていく。 

 ・ 先進国への船舶輸出に対して国際協力銀行の融資が可能となるこ

とを活用し、クルーズ旅客船、海洋施設のサポート船やアンカー敷設

船、洋上風力発電設備の設置船など付加価値の高い船舶の積極的な

販路開拓を図る。 

 

② 海 洋 

 ・ 海底石油資源開発分野においては、FPSO（浮体式の石油生産・貯

蔵・積み出し施設）のエンジニアリングを除き、エンジニアリング、機器設

備の製造、海洋施設の建造いずれも実績が乏しいことから、この分野に

進出するためには、海外から技術・ノウハウを獲得してキャッチアップす

る必要がある。 このため、海外のプロジェクトへの資本参加を通じたオ

ペレーションノウハウの取得、エンジニアリング会社と潜在的に海洋機器

を生産し得るメーカーとの共同開発及び海洋開発分野における政策金

融の一層の活用を同時に進める。 さらに、中長期的には、プロジェクト

への参画を通じてエンジニアの育成を図るとともに、企業規模を拡大し

て継続的に受注・生産活動ができるようにし、また、商社、金融等と連携

スキームに期待している。 

 

４ より安全で環境に優しい船舶の促進 

・ 欧州が建造する船舶は、その複雑さ、安全性と環境影響の観点で非

常に高品質のものであり、しばしば関連規制の要件を凌駕している。さら

に設計と建造の面で進行中のイノベーションは、より安全でクリーンな船

舶に対する社会的要求と市場を先駆けている。 

・ しかし、欧州の造船所は、品質、知識、サービスの価値が常に公正に

扱われているとは限らない国際市場で競争しており、そこでは船舶は時

には商品として取り扱われている。 したがって、欧州員会と産業界は、

一般的にはグローバルな市場での公正な競争を確保するための高度に

グローバルな基準を歓迎するものである。 

・ 欧州委員会は、競争政策のイニシアティブの中で安全と環境上の関

心に配慮する必要を認めており、国際競争者と商業上のパートナーも同

様に配慮することを確実とするよう動いている。 

・ クリーンな船舶技術へのさらなる研究と欧州の広範な高品質船舶、修

理施設においても、さらに最良の船舶のメインテナンスを推奨することを

意味している。 

・ 欧州の造船業は、エネルギーの消費、大気への排出、有害物質の利

用の削減、更なる環境に優しい塗装のための技術の応用を含むクリーン

な技術で主導を続けるべきである。 

 

５ 防衛（艦船）ニーズに対するアプローチ 

・ ＥＵの安全保障と防衛に関する政策の形成と実行に当たっては、安全

保障と防衛にとって重要なハードウエアを提供する海事産業の重大な役

割が、注意深く配慮されるべきである。 

・ 欧州の艦艇造船所の品質とコスト効率は、育成し開発されるべき財産

である。欧州委員会は、例えばこの分野の市場の分裂を減らし、安全保

障、防衛、調達、政策とその産業で適用する場合の潜在的シナジー効

果を促進することによって、欧州の艦艇造船所の競争優位をどのようによ

り協力的なものとするか取組み続けている。 
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して大規模プロジェクトに参画するリスクをとれるようにする。 

 ・ 長期的には、海洋基本計画に従って、我が国排他的経済水域(EEZ)

及び大陸棚の海底資源開発に向けた生産技術等の研究実証、商業化

の実現のための技術の整備等の取組みが進められていることから、その

進捗を踏まえつつ、EEZ 等における海底資源開発に参画すべきであ

る。 

 

３ 企業連携と事業統合への促進 

① 産業活力再生法の活用 

 ・ 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の規

定に基づき、造船業について、事業の規模が国際的な水準に比較して

著しく小さく、かつ、新需要の開拓が特に必要な事業分野として、「事業

分野別指針」を定め、これに基づく事業再構築計画等の策定を通じて、

事業の統合と再編を促す。 

  

② 大量発注への対応 

 ・ メガコンテナ船など一契約で短期間に大量の船舶を建造する案件に

対し、一社当たりの生産規模が小さいために受注競争に参加できない

おそれがあることから、設備投資による造船施設の大型化及び事業統

合による生産規模の拡大を図る。これらを実現するまでの対応策とし

て、共同受注・共同生産を前提とした業務提携を検討する。 

 

③ 開発会社等の設立 

 ・ 造船会社の経営統合に至る過程の前段階として、種々のアライアン

スを組むことは現実的である。前述の共同受注・共同生産を行う提携に

加え、共同の技術開発会社や技術・ライセンスの買収・保有会社などの

設立を検討する。 

 

４ イノベーションの推進と人材育成 

① イノベーションの推進 

 ・ 造船業が競争力を保ち、差別化した商品を市場に投入していくため

・ 欧州のプレイヤーが強力に統合することで、艦艇部門の競争力が高ま

るであろう。欧州委員会は、この統合プロセスを牽引することも制約する

こともしないが、国家レベルで艦艇造船所間での統合や協調体制が取ら

れている傾向は、歓迎している。それによって、艦艇部門の「欧州防衛技

術・産業基盤（EDTIB）」の構築に向けて歩を進めることになる。 

・ 艦船と艦隊の相互運用の目標達成の観点から、共通の運用要件と調

和のとれた調達サイクルに同意を得るには多くの作業が残っている。 

・ この相互運用の概念は、首尾一貫した汎欧州の海事監視能力現出の

ための要件の観点からも重要なものになってくる。各種システムを有機的

に統合化するという概念に基づいて、防衛関係者が共通に価値を発掘

することは、欧州の艦艇造船所の基盤のためのニーズを示し、その競争

力に寄与するであろう。 

・ 欧州委員会は、欧州の防衛と艦艇産業の競争有利は、本質的変化な

くしては危険な状態にあると警告してきた。安全保障と防衛の領域では、

依然として「統合化されていない欧州（Non－Europe）」であり、このことが

規模の経済の重複と損失を招いている。供給先が国内市場のみ、という

断片的な産業基盤しかもたない艦艇建造造船所は、さまざまな課題に直

面している。 

・  LeaderSHIP２０１５の中でもその創設を推奨された欧州防衛庁

（European Defence Agency：ＥＤＡ）が、２００４年７月に設立された。これ

は上記に描かれた目標を達成するために実際に役立っている。 欧州

委員会は、来る数か月で防衛関連の装備品調達と防衛装備品の欧州域

内移転の分野のイニシャティブを含んだ包括的防衛パッケージを前進さ

せるつもりである。 

 

６ 知的所有権（IPR）保護 

・ 欧州造船業の将来は、その技術的なリーダーシップにかかっている。

最高の製品、産業と政策策定者を有する造船業と舶用産業の優秀さと

競争力は、それらの創出を促進する知識と経験が価値を持ち、保護され

るよう確保するために有為でなければならない。欧州員会は、知的所有

権の意識向上、既存の手段の裁量の利用、すべての競争相手がルール
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には、海運からの要請に応えるのみでは不十分であり、海運とともにサ

ービスや市場を変えるイノベーションが必要である。 

・ そのためには、社会的課題をいち早く検出し、そのソリューションを

先行的に模索していく必要があることから、産業が検出した課題と大学

等研究機関のマッチングを行うとともに、海外の先進的な産学連携事例

等を考慮しつつ、技術開発に関するベンチマーキングを行って、戦略

的かつ効果的な研究開発スキームを構築する。また、これらの取り組み

を円滑に実施するための産学官からなる協議の場を設置する。 

・ 新技術の実用化・普及への展開をスピード感をもって実現するには、

企業連携の実質化による開発リソースの集約が必要であり、前述の開発

会社の設立等共同開発のためのプラットフォームの整備を検討する。 

 

② 海洋環境イニシャティブ 

 ・ 現在、革新的な船舶の省エネルギー技術等の短期集中開発と、我

が国主導による国際的な燃費基準作りにより、船舶からの二酸化炭素

排出量の削減と我が国海事産業の国際競争力強化を目指す「海洋環

境イニシアティブ」を進めている。 今後は、開発した各要素技術を統合

して開発目標（CO2 の３０％削減及び NOx の８０％削減）を達成した実

際の船舶をいち早く市場に投入するため、新技術導入リスクを低減する

仕組みを早急に検討する。 

 

③ 天然ガス燃料船 

 ・ 国際海運に従事する船舶の燃料の種類は、最も価格が安く、かつ、

取扱いが容易なものの中から、さらには最近では環境への影響を考慮

して選定されるが、天然ガスは、上記観点から次世代の主力船舶の燃

料として有力な候補であるとして注目されている。 

・ 環境技術による国際競争力の確保戦略の重要な要素として、天然ガ

ス燃料船の実用化･導入に、海事クラスター内のみならず、ガス供給者

や港湾インフラ関係者とも連携して取り組む必要がある。 

 ・ 早急に関係者間でその実用化・導入の戦略を検討し、パイロットプロ

ジェクトの実施などを通じて、技術的課題の解決、インフラシステムの確

に従うことを確実にするよう試みるべきとの観点から、産業界と行動をとも

にしている。 

・ 結果として、欧州員会は、２００６年１２月に造船業における知的所有権

の関連問題について、１年間の研究に着手した。主な目的は、欧州の造

船業の知的所有権の保護に関する諸問題について掘り下げた理解を得

ることである。 

・ ここでは、欧州造船業のノウハウが競争相手に対して合法的に、あるい

は非合法的な手段で流出するという問題とメカニズムの規模を質的・量

的に把握することも含まれている。これによって、特別な政策提言を形成

するという観点から、ノウハウ流出の経済的影響を評価し、問題点をより

明確に定義する予定だ。 

 

７ 熟練労働力の確保 

・ 技術先進的な欧州の造船業では、高度の熟練労働力は、生産性、イ

ノベーション、競争力の確保と知的産業への転換において、重要な要因

となるものである。欧州委員会では、造船労働者の知識と経験の活用に

よって成功がもたらされるという見解を共有している。 

・ 造船所では、彼らの熟練のベース、ノウハウ、長期的実現の確保を保

持するために高い質の労働者を採用・保持し、改めて訓練し直す必要が

ある。 

・ 造船業のイメージの問題として、しばしば、将来の不確実な「オールド・

インダストリー」として描かれるという点が挙げられる。 昨今の造船業の

ダイナミックな進化によって、どのような機会が得られるか、若い卒業生や

専門家には、あまり知られていない。 

 

８ 持続可能な産業構造の整備 

・ 欧州委員会は、欧州造船業の構造を決定するような強制力も職務も

持ってはいない。これは、市場原理を尊重しているからである。しかし、

欧州で造船業の分裂が続くなら、競争力は妨げられることになると考え

る。このため、昨今のＭ＆Ａやジョイント・ベンチャーへの方向に展開して

いる傾向は、歓迎している。財務面や技術面で強みを持った強固なグル
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立、合理的安全規制の整備などを含む、天然ガス燃料船の導入促進の

ための環境整備を行う。 

 

④ 人材育成 

 ・ 優秀な大学の人材が海事産業の魅力を理解しこれを志向するよう、

海事産業界から資金、研究テーマ、人材を提供して産学連携講座や寄

附講座を拡充強化する。 また、若手職員について海外を含めた海事ク

ラスター内の他セクターとの人事交流や重要プロジェクトへの積極的登

用を通じ、世界的に通用するプロジェクトマネージャーを養成するととも

に、海事技術者のキャリアパスの多様化を図る。 

 ・ 幅広い海事・海洋教育を行う学内・学間アライアンス、業界が共同で

実施している「造船技術者社会人教育センター」及び「技能開発センタ

ー」、海上技術安全研究所が行う「船舶海洋工学研修」などの海事分野

の横断的取組を強化する。 

 ・ 上記取り組みを含め、人材育成を強化する方策を検討するための産

学官からなる協議の場を設置する。 

 

５ 具体的措置の着実な実施に向けて 

・ 上記具体的対策は、そのテーマに応じて関係者が連携して着実に

実施する必要がある。 その一方で、海事産業が勝ち残っていくための

全体のモメンタムが失われることを防ぐため、上記対策について産学官

で継続的に推進していく体制をつくり、全体的進捗状況を定期的にフォ

ローしていくこととする。 

 

ープ化によって、激化する世界の競争市場でも戦える十分な備えがなさ

れるであろう。 

・ 主要な競争相手の日韓と比べると、欧州の造船業は、より雑多で中小

手規模の造船所が多い。合併と事業の再構築は、未だに終わっていな

い。 

 

９ 結論と将来見通し 

・ LeaderSHIP ２０１５は、あらゆる方面において結果を導き出している。

造船部門に対する公的な理解と、造船業に対する欧州の政策転換に寄

与した。 造船業は、助成が必要な斜陽産業として見られていたが、現

在ではこれと逆に、輸送や貿易、ツーリズム、その他の分野で新しい雇

用と成長をもたらしている近代的かつ効率的な製造業の一つとして幅広

く認められている。 

・ 欧州の世界クラスの造船所にとっての市場環境では、この数年で需要

が増えてきているが、欧州委員会は LeaderSHIP ２０１５に変わることな

く傾倒し、最上の混合政策が精巧なものになって、ＥＵレベルでその課

題に前向きに適合することが確実になるべく努力をし続けることであろう。 
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防衛取得研究用原稿  

 

我が国の情報セキュリティ対策関連組織とその活動  

 

客員主任研究員 横山恭三  

 

はじめに  

 

我が国の情報セキュリティ問題への取組みは、2005 年 4 月に内閣官房に情報セキュ

リティセンターが、同年 5 月に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ IT 戦略本

部）に情報セュリティ政策会議が設置されたことで、本格的な段階に移行した。  

現在、情報セキュリティ政策会議が我が国の情報セキュリティの関する問題の根幹に

関する事項を決定する母体となり、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が関係

省庁と連携しながらその事務局を務め、両機関により、我が国の情報セキュリティに関

する中枢機能を形成している。  

そして、これまで、情報セキュリティ政策会議は、「第１次情報セキュリティ基本計画」

（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）及び「サイバーセキュリティ戦略」（2013 年）を、4 次にわたり、

包括的な中長期計画としての戦略を策定・決定してきた。  

本稿では、現在の我が国の情報セキュリティ対策に係る組織の概要について紹介する

ことを目的とする。最初に、我が国の情報セキュリティ対策に関連する主要事象を述べ

る。次に我が国の情報セキュリティ対策の推進に深く係る組織とその活動状況について

述べる。そして、最後に情報セキュリティ体制強化のための幾つかの提言を述べる。  

なお、2001 年 6 月に「サイバーセキュリティ戦略」が策定された。我が国のサイバー

空間のセキュリティ対策も、諸外国と同じように「情報セキュリティ対策」から「サイ

バーセキュリティ対策」へと転換したが、いまだ人口に膾炙しているとはいえないこと

から、本稿では「情報セキュリティ」を使用する。  

 

１．我が国の情報セキュリティ対策に関連する主要事象   

 

1974 年に日本で初めてのパソコン（当時のマイコン）が発売されて以降、1995 年

に Windows95 の登場、1990 年代後半にはブロードバンドによる常時接続も登場し、

インターネットが急激に普及した。  

そのような中、2000 年 1 月 24 日、科学技術庁の  Web ページが改ざんされる事件

が発生した。科学技術庁の  Web ページ改ざん事件の後、他省庁においても同様の事
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件が相次ぎ発生した。これらの事件は、中央省庁における当時の情報セキュリティに

関する取組みが、必ずしも十分ではないことを明らかにした。この事件を受けて、同

年 2 月 29 日、政府は内閣官房に「情報セキュリティ対策推進室」（現 : 情報セキュリ

ティセンター）を設置した。この 2000 年が、我が国の情報セキュリティ対策の第 1 回

目の転換であった。爾後、2 回目、3 回目の転換が行われた。  

（1）情報セキュリティ対策の 1 回目の転換  

2000 年以前の情報セキュリティ対策は、各省庁の対策は各省庁で企画・実施し、重

要インフラ・企業・個人に対する施策は各省が独自に行い、総合的な戦略は策定され

ていなかった。2000 年以降は、政府機関の情報セキュリティ対策を強化するため、

2000 年 7 月に「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が策定された。

2000 年 12 月には、重要インフラについて「重要インフラのサイバーテロ対策に係る

特別行動計画」が策定された。しかし、総合的戦略は依然として策定されなかった。 

（2）情報セキュリティ対策の 2 回目の転換  

第 2 回目の転換は、情報セキュリティ政策会議と内閣官房情報セキュリティセンタ

ー（NISC）が設置された 2005 年である。2003 年 3 月には航空管制システムのダウ

ンによる総数 215 便の欠航し、2003 年 12 月には県警交通管制システムの障害による

市内 128 か所の信号の機能障害が生じた。さらに 2004 年 1 月には医療系コンピュー

ター・プログラムのミスにより、本来、移植可能な腎臓移植待機患者に対して移植が

できないことも生じた。このように、IT 障害の大規模化や国民生活や経済活動への直

接的な打撃が顕在化するとともに、DOS 攻撃などのサイバー攻撃やサイバーテロの脅

威の増大など、社会基盤としての IT に対する脅威が増大した。これらへの対応の反

省から、政府中枢組織の必要性と総合的戦略の必要性が認識され、2005 年には、情報

セキュリティ政策会議と内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が設置された。

そして、両組織が一体となって、情報セキュリティ政策を推進し、「政府機関の情報セ

キュリティ対策の強化に関する基本方針」（2005 年 9 月 15 日）、「政府機関の情報セ

キュリティ対策のための統一基準（2005 年 12 月 13 日）、「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）を策定し、2006 年には我が国最

初の情報セキュリティ国家戦略となる「第 1 次情報セキュリティ基本計画」（2006 年

2 月 2 日）を策定した。そして、これまでに、「第１次情報セキュリティ基本計画」

（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）及び「サイバーセキュリティ戦略」（2013 年）と、包括的な

中長期計画としての戦略を４次にわたり策定・決定してきた。  

（3）情報セキュリティ対策の 3 回目の転換  

第 3 回目の転換は、「サイバーセキュリティ戦略」が策定された 2013 年である。「サ

イバーセキュリティ戦略」において、サイバー空間におけるセキュリティ対策が「情
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報セキュリティ対策」から「サイバーセキュリティ対策」へ変更された。すなわち、

以前は、サイバー攻撃等は犯罪者が行う違法行為と捉えられていた。しかし、名称変

更の後は、サイバー攻撃等を国家主体や非国家主体が行う国家安全保障上の脅威とし

て捉え、サイバー空間に係る組織的な取組を推進することとなった。「サイバーセキュ

リティ戦略」には、「国家機密等を窃取・損壊する標的型攻撃や外国政府等による武力

攻撃等の一環として行われるサイバー攻撃など外国政府等の関与が疑われる国家レ

ベルのサイバー攻撃が発生した場合について、我が国全体としての対応の強化を図る

ことが重要である。」とサイバー空間における防衛の必要性が強調されている。  

（4）我が国のサイバーセキュリティ対策に関する主要事象  

以下、現在に至るまでの、我が国のサイバーセキュリティ対策に関する主要事象を

年表形式（表 1）で記載する。  

      表１ 我が国の情報セキュリティ対策に関連する主要事象  

 年             事  象  

平 成 6 年

（1994 年） 

 

 

・高度情報通信社会推進本部を設置（閣議決定）：高度情報通信社会の

構築に向けた施策を総合的に推進し、情報通信の高度化に関する国

際的な取組に我が国として積極的に協力することを目的として、高

度情報通信社会推進本部を内閣に設置。  

平 成 7 年

（1995 年） 

「高度情報通信社会に向けた基本方針」の決定。（高度情報通信社会推

進本部 2 月 21 日）  

平 成 8 年

（1996 年） 

・JPCERT コーデネーション（JPCERT／CC）の開設。  

平成 10 年

（1998 年） 

・サイバーポリス構想の発表（6 月）：サイバーポリス構想の下、日本

全国の警察本部にサイバー犯罪対策室（警視庁はハイテク犯罪対策

総合センター）を設置。  

「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」の決定。（高度情報通信社

会推進本 11 月 9 日）  

平成 11 年

（1999 年） 

 

・情報セキュリティ関係省庁局長等会議を設置（内閣官房長官決裁 9

月 17 日）：情報セキュリティ政策について、政府全体として総合的

な対策の推進を図るため、内閣に情報セキュリティ関係省庁局長等

会議を設置。  

平成 12 年

（2000 年） 

・「ハッカー対策等の基盤整備に係る行動計画」の決定。（情報セキュ

リティ関係省庁局長等会議 1 月 21 日）  
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 ・内閣官房情報セキュリティ対策推進室を設置：官民の情報セキュリ

ティ対策を推進するために内閣官房に設置された。 内閣官房情報セ

キュリティセンターの前身。  

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）の

施行。（2 月 13 日）    

・情報セキュリティ対策推進会議を設置（高度情報通信社会推進本部

長決定 2 月 29 日）：関係行政機関相互の緊密な連携の下、官民にお

ける情報セキュリティ対策の推進を図るため、高度情報通信社会推

進本部に情報セキュリティ対策推進会議を設置。これにより、情報

セキュリティ関係省庁局長等会議を廃止。  

・情報通信技術（IT）戦略本部を設置（閣議決定 7 月 7 日）：IT によ

る産業・社会構造の変革に日本として取り組み、IT 革命の恩恵を全

ての国民が享受でき、かつ国際的に競争力ある「 IT 立国」の形成を

目指した施策を総合的に推進するため、情報通信技術戦略本部を内

閣に設置。同時に、同本部の下に、首相の諮問機関として情報通信

技術（IT）戦略会議を設置。これにより、「高度情報通信社会推進本

部」を廃止。  

・「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の決定。（情報

セキュリティ対策推進会議 7 月 18 日）  

・「e-Japan 構想」の発表：森内閣総理大臣が、第 150 回国会の所信表

明演説において、「e-Japan 構想」を発表。（9 月 21 日）  

・「IT 基本戦略」を決定。（IT 戦略本部 11 月 27 日）  

・高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ IT 基本法）成立。（11 月

29 日）  

・ハッカー対策等の基盤整備に係る行動計画（平成 12 年 1 月）のフォ

ローアップ（内閣安全保障・危機管理室情報セキュリティ対策推進

室 12 月）：「ハッカー対策等の基盤整備に係る行動計画」に基づく諸

施策の実施状況を取りまとめたもの。   

・「重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画」の決定。（情

報セキュリティ対策推進会議 12 月 15 日）  

・高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の施行。（1 月 6 日）  
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平成 13 年

（2001 年） 

 

・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ IT 戦略本部）を設置

（1 月 6 日）：世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造

の変化に的確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネ

ットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するた

めに、平成 13 年 1 月、内閣に設置。これにより、情報通信技術戦略

本部は廃止。  

・IT 国家戦略の策定（1 月 22 日）：IT 戦略本部が「e-Japan 戦略」と

して、IT 国家戦略を策定。  

・情報セキュリティ専門調査会を設置（1 月 22 日）：官民における情

報セキュリティ対策の推進に係る事項の調査のため、IT 戦略本部の

下に情報セキュリティ専門調査会を設置。  

・警察庁がサイバーフォースを創設（4 月）：サイバー犯罪・サイバー

テロへの対策のひとつとして、警察庁及び管区警察局に、サイバー

ホースを設置。  

・「サイバーテロ対策に係る官民の連絡・連携体制について」及び「電

子政府の情報セキュリティ確保のためのアクションプラン」を策定。

（情報セキュリティ対策推進会議 10 月 10 日）  

・サイバーテロ対策協議会協議会の設置（10 月）：サイバーテロやハイ

テク犯罪に対し，警察と企業の協力体制を強化するため，警視庁が設

立。  

平成 14 年

（2002 年） 

・緊急対応支援チーム（National Incident Response Team：NIRT）

を設置。（4 月）  

・総務省がユビキタスネット・ジャパン（u-Japan）構想を発表。（6 月） 

・Telecom-ISAC Japan（非営利任意団体）が発足。（7 月）  

平成 16 年

（2004 年） 

 

・情報処理振興事業協会の業務等を承継し、経済産業省所管の独立行

政法人情報処理推進機構（IPA）が発足。（１月）  

・旧通信総合研究所と旧通信・放送機構が統合し、総務省所管の独立

行政法人情報通信研究機構（NICT）が発足。（4 月）  

平成 17 年

（2005 年） 

・内閣官房情報セキュリティセンター（National Information Security 

Center：NISC）の設置。  
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 ・情報セキュリティ政策会議を設置（IT 戦略本部長決定 5 月 30 日）：

IT 戦略本部の下に「情報セキュリティ政策会議」を設置。同会議の

目的は、情報セキュリティに関する基本戦略を策定／実行すること。

これに伴い、情報セキュリティ専門調査会を廃止。  

・「政府機関の情報セキュリティ対策の強化に関する基本方針」及び

「政府機関の情報セキュリティ対策における統一基準の策定と運用

等に関する指針」の決定。（情報セキュリティ政策会議 9 月 15 日）  

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（2005 年 12 月

版：全体版初版）の決定。（情報セキュリティ政策会議 12 月 13 日） 

・「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」の決定（情

報セキュリティ政策会議 12 月 13 日）：同行動計画において、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。  

①重要インフラの定義：「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｣ 

②重要インフラの対象分野：｢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  

③重要インフラの 10 分野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  

平成 18 年

（2006 年） 

 

 

・「第 1 次情報セキュリティ基本計画」の決定（情報セキュリティ政策

会議 2 月 2 日）：我が国最初のセキュリティ戦略。  

・サイバークリーンセンター開設。  

・日本シーサート協議会の発足。（3 月 28 日）  

平成 19 年

（2007 年） 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第２版）」の決

定。（情報セキュリティ政策会議 6 月 14 日）  

平成 20 年

（2008 年） 

・政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム（GSOC）運用

開始。  
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・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第 3 版）」の

決定。（情報セキュリティ政策会議 2 月 4 日）  

平成 21 年

（2009 年） 

・「第 2 次情報セキュリティ基本計画」の決定。（情報セキュリティ政

策会議 2 月 3 日）  

・「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画」の決

定。（情報セキュリティ政策会議決定 2 月 3 日）  

・「政府統一基準（第 4 版）」の決定。（情報セキュリティ政策会議 2 月

3 日）  

・セプターカウンシルの創設。  

平成 22 年

（2010 年） 

 

・「国民を守る情報セキュリティ戦略」の決定（情報セキュリティ政策

会議 5 月 11 日）：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ことや、諸外国でも同様の戦略的取組が行われ

ていることを受け、新たな環境変化に的確に対応し、安心・安全な

国民生活を実現するため、今後 4 年間を対象として既存の「第 2 次

情報セキュリティ基本計画」を含む包括的な新たな情報セキュリテ

ィ戦略として策定。  

・情報セキュリティ対策推進会議（CISO 等連絡会議）の設置：関係行

政機関の最高情報セキュリティ責任者（CISO）等の相互の緊密な連

携の下、政府機関における情報セキュリティ対策の推進を図ること

を目的に設置。  

平成 23 年

（2011 年） 

 

 

 

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」の決定。（情

報セキュリティ政策会議 4 月 21 日）  

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」の決定。

（情報セキュリティ政策会議 4 月 21 日）  

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」の決定。

（情報セキュリティ政策会議 4 月 21 日）  

・「政府機関の情報セキュリティ対策における政府機関統一管理基準

及び政府機関統一技術基準の策定と運用等に関する指針」の決定。

（情報セキュリティ政策会議 4 月 21 日）  

以上の 4 つを合わせて、政府統一基準群といわれる。  

・「情報セキュリティ研究開発戦略」、「情報セキュリティ人材育成プロ

グラム」及び「情報セキュリティ普及・啓蒙プログラム」の策定（情

報セキュリティ政策会議 7 月 8 日）：「国民を守る情報セキュリティ

戦略」及び「情報セキュリティ年度計画 2010」に基づき策定。  
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・サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）を発足。（10 月 25 日） 

平成 24 年

（2012 年） 

 

・情報セキュリティ緊急支援チーム（Cyber Incident Mobile Assistant 

Team：CYMAT）の設置。（6 月 29 日）  

・サイバー攻撃解析協議会の発足。（7 月 11 日）  

平成 25 年

（2013 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「サイバーセキュリティ戦略」の決定（情報セキュリティ政策会議 6

月 10 日）：副題は「世界を率先する強靭で活力あるサイバー空間を

目指して」である。急速に変化する環境の中で安全なサイバー空間

を構築するには、これまで同様個々の主体における情報セキュリテ

ィの確保が不可欠であると同時に、サイバー空間にかかわるあらゆ

る主体の貢献が必要となっている。このように、従来の「情報セキ

ュリティ」確保のための取組はもとより、広くサイバー空間に係る

取組を推進する必要性と取組姿勢を明確化するため、本戦略の名称

を「サイバーセキュリティ戦略」に変更。  

・サイバーディフェンス連携協議会（CDC）の発足。（7 月 12 日）  

  備考：下線のある組織については、次項で詳しく述べる。  

 

2．我が国の情報セキュリティ対策に関連する組織とその活動状況  

 

我が国の情報セキュリティ対策の推進に深く係る各組織の相互の関連は図 1 のとおり

である。  

                以下余白  
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図 1  我が国の情報セキュリティに関連する組織  

 

以下、各組織の活動状況を述べる。  

（1）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ IT 戦略本部）  

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の規定に基づき、高度情報通信ネットワ

ーク社会推進戦略本部令（2000 年 12 月 27 日政令第 555 号）により 2001 年 1 月、内

閣に設置された。2013 年 3 月「IT 戦略本部」は「IT 総合戦略本部」と改称されたが、

組織構造や構成員などの変更はない。  

IT 総合本部は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点

的に推進する。（法 25 条）。その所掌事務は（第 26 条）は以下のとおりである   

①高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画（以下「重点計画」という。）

を作成し、及びその実施を推進すること。   

②前号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で

重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。   

③本部長は、次に掲げる事項に係るものを本部員に行わせることができる。   

・府省横断的な計画の作成   

・関係行政機関の経費の見積りの方針の作成   

・施策の実施に関する指針の作成   
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・施策の評価   

（2）情報セキュリティ政策会議  

情報セキュリティ政策会議は、IT 戦略本部長決定（2005 年 5 月 30 日）により、IT

戦略本部の下に設置された。これに伴い、情報セキュリティ専門調査会は廃止された。  

情報セキュリティ政策会議は、主たる機能は次のとおりである。  

①情報セキュリティ政策に関する基本戦略（中長期及び年度計画）の策定  

②基本政策に基づいた情報セキュリティ政策の事前評価の実施  

③情報セキュリティ政策の事後評価に実施とその結果の公表  

④情報セキュリティ対策に係る政府統一的な安全基準の策定  

⑤上記安全基準に基づく評価の結果を踏まえた各府省庁の情報セキュリティ対策に

対する勧告の実施  

⑥年度途中での緊急事態対応に向けた取組みの実施  

政策会議の構成員は、次のとおりである。ただし、構成員以外の国務大臣も必要に応

じて会議に出席し、意見を述べることができる。  

①議長：内閣官房長官  

②議長代理：情報通信技術（IT）政策担当大臣  

③構成員：国家公安委員会委員長、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、防衛大臣及

び情報セキュリティ対策に関し優れた見識を有する者であって高度情報通信ネッ

トワーク社会推進戦略本部長から政策会議における審議に参画することを委嘱さ

れた者  

また、情報セキュリティ政策会議の下に、CISO 等連絡協議会、重要インフラ専門委

員会、技術戦略専門委員会及び普及・啓蒙専門員会が設置され、それぞれの分野の専門

家によりそれぞれの分野に係る事項について調査研究を行っている。  

（3）内閣官房情報セキュリティセンター（National Information Security Center：NISC） 

我が国の情報セキュリティ政策の統一的かつ効率的な遂行を可能とするべく内閣官

房の安全保障・危機管理担当副長官補をセンター長とする内閣官房情報セキュリティ

センター（NISC）、内閣総理大臣決定により、2005 年 4 月 20 日、内閣官房に設置さ

れた。  

NISC の主な機能は、「情報セキュリティ政策に関する基本戦略の立案」、「政府機関

の総合対策促進」、「政府機関の事案対処支援」及び「重要インフラの情報セキュリティ

対策」等である。NISC の設置に伴い、情報セキュリティ対策推進室は廃止され、緊急

対応支援チーム（NIRT）は NISC の下に置かれた。  

センター長の下に 5 つのチームが置かれている。各チームの機能は次のとおりである。  

①基本戦略策定チーム：情報セキュリティ政策に関する中長期計画や年度計画の立

案   
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②国際戦略チーム：情報セキュリティ政策に関する国際連携の窓口機能   

③政府機関総合対策促進チーム：政府機関の情報セキュリティ対策を推進するため

の統一的な基準の策定と運用   

④事案対処支援チーム：脆弱性情報や事案情報などの収集・分析・判断と政府機関等

への支援   

⑤重要インフラ対策チーム：重要インフラ行動計画に基づく情報セキュリティ対策

の官民連携  

（ 4）政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム（Government Security 

Operation Coordination team：GSOC）  

政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム（GSOC）は、外部からのサイ

バー攻撃に対し、政府の緊急対応能力を強化するため、政府横断的な情報収集・監視機

能の整備を 2007 年度から開始し、2008 年度に本格に活動し、2009 年 1 月より常時活

動（24 時間運用）の態勢をとっている。GSOC は、内閣官房情報セキュリティセンタ

ーが主体となり、政府機関の情報システムへの攻撃が起きていないかどうかを 24 時間

体制で監視している。異常が見つかれば、各政府機関に連絡して対処を促すなどの活動

を行っている。  

（5）情報セキュリティ緊急支援チーム（Cyber Incident Mobile Assistant Team：CYMAT） 

政府は、府省庁間の壁を越えて連携し機動的な支援を行うため、2012 年 6 月 29 日、

NISC に、情報セキュリティ緊急支援チーム（CYMAT）を設置した。  

CYMAT は、サイバー攻撃等の対策を支援するため、全府省庁の職員で構成すること

を目指した初めての取組である。政府 CISO である情報セキュリティセンター長の下、

府省庁等に対するサイバー攻撃に対し、被害拡大防止、復旧、原因調査及び再発防止の

ための技術的な支援及び助言等を行っている。  

（6）緊急対応支援チーム（National Incident Response Team：NIRT）  

緊急対応支援チーム（NIRT）は、各省庁等における情報セキュリティ対策の立案に

必要な調査・助言等を行うため、内閣官房情報セキュリティ対策推進室内に 2002 年 4

月 1 日に設置された。NIRT は、官民のコンピュータセキュリティ専門家ら十数名の非

常勤スタッフで構成され、政府や民間の重要なネットワーク関連事業者などを対象に

したサイバーテロが発生した場合、つまり政府が危機管理対応を必要と判断した事案

発生時に、NIRT のメンバーが招集される。NIRT の活動は、①事案関連情報の収集、

分析、被害拡大の予測等、②事案の正確な把握・被害拡大防止、復旧、再発防止のため

の技術的対応策の検討、③各省庁等からの相談対応、要請に応じた対策実施支援等であ

る。政府のシーサート（CSIRT）組織である。  
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（７）サイバーフォース 1 

2000 年 12 年には、中央省庁等のウェブサイト改ざん事案等が発生するなど、サイ

バーテロの脅威は現実のものとなった。このため、警察庁は、サイバーテロの予兆把握、

被害の拡大防止のための緊急対処に係る都道府県警察への技術支援等を行うため、

2001 年 4 月、警察庁情報通信局技術対策課 (現情報技術解析課 )にサイバーテロ対策技

術室（通称：サイバーフォースセンター）を設置した。あわせて、警察庁及び管区警察

局情報通信部の技術対策課 (現情報技術解析課 )に、サイバーテロ対策に当たる専門の技

術部隊であるサイバーフォースを創設した。  

サイバーフォースは、都道府県警察の実施するサイバーテロ対策を技術的に支援す

るため、都道府県警察と連携して次のような活動を行っている。  

  ・重要インフラ事業者に対する個別訪問を通じての技術情報の提供、助言  

  ・サイバー攻撃の予兆把握、早期検知  

  ・サイバー攻撃発生時の緊急対処  

  ・サイバー攻撃対策の調査研究  

また、サイバーフォースセンターでは、警察の有するインターネットとの接続点 (全

国で 57 か所 )に設置したセンサーからの情報を、24 時間体制で集約・分析するための

リアルタイム検知ネットワークシステムを整備・運用している。  

（8）サイバーテロ対策協議会 2 

サイバーテロは、一度発生すれば国民生活及び社会・経済活動に大きな被害を与える

可能性があることから、できる限り早期に把握し、被害の未然防止と拡大防止を図るこ

とが重要である。そのためには、平素から、重要インフラ事業者等と連携し、サイバー

テロの予兆把握に努めるとともに、サイバーテロが発生した際には、速やかに対策を講

ずることのできる態勢を確保する必要がある。そこで、警視庁では、2001 年 10 月 23

日に重要インフラ事業者との協力態勢を確保し、官民一体となった効果的なサイバー

テロ対策を推進するサイバーテロ対策協議会を設立した。  

2010 年 12 月末現在、34 の都道府県において警察及び重要インフラ事業者等（情報

通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、行政、医療、水道、物流の 10 分野における 53

事業者）で構成されるサイバーテロ対策協議会を設置し、サイバーテロに関する警察か

らの情報提供、民間の有識者による講演、参加事業者間の意見交換や情報共有を行って

いる。  

（9）サイバー攻撃解析協議会 3 

                                                   
1警察庁「平成 18 年版警察白書」  

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/honbun/hakusho/h18/html/i1230000.html  
2警視庁  サイバーテロ協議会 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/cyber/cyber.htm 
3 総務省  サイバー攻撃解析協議会の開催 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01ryutsu03_02000021.html 
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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、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 2012 年 7 月に発足した。  

本協議会は、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

ー攻撃の実態等の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

事業者等に提供している。  

（10）サイバーディフェンス連携協議会 4 

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

業の関係者を含めた「サイバーディフェンス連携協議会（Cyber Defense Council：

CDC）」を 2013 年 7 月 12 日に発足した。  

防衛省と防衛産業が、サイバー攻撃対処能力の向上を目指し、以下の施策に取り組ん

でいる。  

①標的型メール攻撃等不正な通信の防止に資する情報について CDC 構成員の間で情

報共有を図り、CDC 構成員からの情報窃取を企図する不正な通信の防止のため、

相互に連携を促進する。  

②企業間において直接的には共有することが難しい当該企業に対する標的型攻撃等

に係る情報について、防衛省が介在する（ハブとなる）ことにより、企業間におけ

る情報共有を可能とするとともに企業間における情報共有を促進する。  

③防衛産業に特徴のあるサイバー攻撃等についてベストプラクティスの共有を実施   

する。  

④防衛省・自衛隊と防衛産業とのサイバー攻撃対処能力向上のための共同訓練等を実

施する。  

⑤米国等の取組事例も参考としつつ、防衛省・自衛隊と防衛産業との将来的な協力関係

のあり方について検討する。  

（ 11 ）独立行政法人 情報通信研究機構 （ National Institute of Information and 

Communications Technology：NICT） 5 

                                                   
4防衛省サイバーディフェンス連携協議会（CDC）の設置・取組について

http://www.mod.go.jp/j/approach/others/security/cyber_defense_council.pdf  
5独立行政法人  情報通信研究機構 http://www.nict.go.jp/ 
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独立行政法人情報通信研究機構（NICT）は、旧通信総合研究所と旧通信・放送機構

が統合し、総務省所管の独立行政法人として 2004 年 4 月に発足した。ここの研究関連

組織としては、6 研究所、5 センター、3 研究室、4 部門を有している。  

NICT は、情報通信分野を専門とする唯一の公的研究機関として、豊かで安心・安全

な社会の実現や我が国の経済成長の原動力である情報通信技術（ICT）の研究開発を推

進するとともに、情報通信事業の振興業務を行っている。平成 27 年度までの第３期中

期目標期間における重点プロジェクトには、①新世代ネットワーク基盤技術、②いつで

もどこでも接続可能なブロードバンドワイヤレス技術及び③最先端ネットワークセキ

ュリティ技術などがある。  

（12）サイバー攻撃対策総合研究センター 6（Cybersecurity Research Center：CYREC）  

サイバー攻撃対策総合研究センター（CYREC）は、NICT の１つの研究センターで

ある。この CYREC にはサイバー防御戦術研究室とサイバー攻撃検証研究室の 2 つの

研究室がある。それぞれの研究室は以下の研究を行っている。  

ア．サイバー防御戦術研究室  

NICTER（注 1）の研究開発で培った基盤技術を基に、標的型攻撃等に関する観測

技術の研究開発や大規模ライブトラフィックのリアルタイム分析技術の研究開発を

行うとともに、ホストベース IDS とネットワーク IDS の連携技術をはじめとする次

世代の多層防御技術の確立を目指している。当研究室で研究開発された技術は、サイ

バー攻撃検証研究室で構築される実証フィールドにおいてその機能・性能の検証・評

価が行われている。  

（注 1）NICTER（Network Incident analysis Center for Tactical Emergency Response）

は、NICT ネットワークセキュリティ研究所が開発したインターネットで発生す

る様々なセキュリティ上の脅威を迅速に把握し、有効な対策を導出するための複

合的なシステムである。ネットワー  ク攻撃の観測やマルウェアの収集などによ

って得られた情報を分析し、その原因を究明する。  

イ．サイバー攻撃検証研究室  

高度化・巧妙化するサイバー攻撃への対策を研究する為には、攻撃の再現、対抗・

防御技術を検証する為の実証フィールドが必要となる。サイバー攻撃検証研究室で

は、StarBED（注 2）とその基盤技術群を活用し、攻撃対象となる組織等の ICT 環

境を高忠実度で再現・模倣・模擬することで、サイバーセキュリティ技術の機能・性

能を検証・評価する実証フィールドの提供を目指している。  

（注 2）：StarBED は、NICT 北陸リサーチセンターが 2002 年 4 月より研究開発を進め

てきたインターネットやユビキタス環境に関連する技術やシステムの実験を行うた   

                                                   
6NICT サイバー攻撃対策総合研究センターhttp://nict.go.jp/cyrec/index.html  
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めの大規模汎用テストベッドである。2006 年からは第 2 期「StarBED2」、そして

2011 年からは第 3 期「StarBED3」となっている。  

（13）独立行政法人情報処理推進機構 7（Information technology Promotion Agency：

IPA）  

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、情報処理振興事業協会の業務等を承継し、

経済産業省所管の独立行政法人として 2004 年 1 月に発足した。  

IPA は、複雑・膨大化する情報社会システムの安全性・信頼性の確保による“頼れる

IT 社会”の実現を目指して、IT システムのセキュリティを強化する  重要インフラを

支える情報システムの信頼性向上、未来を拓く IT 人材を育てる、の 3 つの事業に取り

組んでいる。それぞれの事業の概要は次のとおりである。  

①IT システムのセキュリティを強化する。： IPA は、わが国の情報セキュリティ対策

を担う政策実施機関として、内外の関係機関とも連携し、サイバー攻撃情報などの

収集・評価・分析や、対策方法の提案・実施・普及に取り組んでいる。  

②情報システムの信頼性向上する。：IPA は、重要インフラを支える情報処理システム

の信頼性向上を担う政策実施機関として、関連情報の収集・分析を行うとともに、

そこで得た知見の共有・普及を図る活動を続けている。  

③未来を拓く IT 人材を育てる。：IPA は、IT 人材の発掘・育成・輩出の促進を担う

政策実施機関として、若手人材の育成や、IT 人材に必要なスキルの明確化に向けた

情報収集・分析を行い、その専門的知見とノウハウの共有・活用に取り組んでいる。  

また、現在、IPA は J-CSIP の情報ハブ（集約点）の役割を果たしている。  

（14）セキュアシステム研究部門（Research Institute for secure system：RISEC）8 

セキュアシステム研究部門（RISEC）は、経済産業省所管の独立行政法人産業技術総

合研究所の研究部門の１つである。RISC は､前身となる情報セキュリティ研究センタ

ー（Research Center for Information Security：RCIS）とシステム検証研究センター

の成果と資源を継承するとともに情報技術研究部門やデジタルヒューマンの技術も取

り入れ､安全かつ健全な情報システムの構成法を研究するため 2012 年 4 月 1 日に改

組・設立された。  

今日、世界中がインターネットに接続されるのと並行して､情報機器や情報資産がさ

まざまな脅威にさらされている｡RISC の使命は、これらを守る技術を開発することで

ある｡RISC は､インターネットやクラウドサービスでの新しい暗号の利用法、電気ガス

水道などの重要インフラをサイバー攻撃から守るための制御システムセキュリティ、

IC カードなどのハードウェアへの対策、システムを安全に設計する方法、将来の量子   

                                                   
7独立行政法人情報処理推進機構 http://www.ipa.go.jp/ 
8セキュアシステム研究部門 http://www.risec.aist.go.jp/index-ja.html 
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コンピュータなどが持ち込むかもしれない脅威への先回り対策などの研究に取り組ん

でいる。  

RISEC の主な研究プロジェクトは次のとおりである   

ア．セキュアサービス分野  

（ア）インターネットにおける安全な認証技術に関する研究  

（イ）ヒューマンエラー対策技術  

（ウ）ネットワークサービスにおけるプライバシーに関する研究  

イ．制御システムセキュリティ分野  

（ア）制御システムの高セキュア化  

（イ）ハードウェアの安全性評価技術と偽造防止技術  

・ サ イド チ ャ ネ ル ア タ ック 解 析 ボ ー ド （ Side-channel Attack Standard 

Evaluation BOard：SASEBO）  

・物理的複製不可能回路に基づくハードウェア偽造防止技術  

ウ．安全なソフトウェア開発分野  

（ア）安全なソフトウェアを設計する技術  

・FOT：機能分析に基づく網羅的なテスト設計支援技術  

・SENS：システムテスト向けの機能設計言語  

・CONPASU：並列プログラムの解析・設計支援技術  

（イ）ソフトウェアを安全に実装する技術  

・プロトコル仕様からのソフトウェアと検査器の自動合成  

（ウ）ソフトウェアの安全性を検査・保証する技術  

・ソフトウェア安全性のための論理検証技術  

（エ）ソフトウェアを安全に動作させる技術  

・言語処理系による安全性の確保に関する研究  (Fail-Safe C ほか ) 

・仮想化環境を応用したソフトウェア安全性に関する技術  

エ．次世代セキュリティ分野  

（ア）暗号技術に関する安全性証明の高信頼化に関する研究  

（イ）高機能次世代暗号技術の設計とその安全性評価に関する研究  

（ウ）プライバシー保護データベース検索技術に関する研究  

（15）サイバー情報共有イニシアティブ 9（ Initiative for Cyber Security Information 

sharing Partnership of Japan：J-CSIP）  

三菱重工業など防衛産業に対する同時多発的なサイバー攻撃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に、経済産業省主管の下、重工、重電等、重要

                                                   
9IPA サイバー情報共有イニシアティブ http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/ 
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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、2011 年 10 月 25 日に発足した。  

J-CSIP とは、公的機関である IPA を情報ハブ（集約点）として、参加組織間で情報

共有を行い、高度なサイバー攻撃対策に繋げるという取り組みである。具体的には、IPA

と各参加組織（あるいは参加組織を束ねる業界団体）間で締結した秘密保持契約（NDA）

のもと、参加組織およびそのグループ企業において検知されたサイバー攻撃等の情報

を IPA に集約する。情報提供元に関する情報や機微情報の匿名化を行い、 IPA による

分析情報を付加した上で、情報提供元の承認を得て共有可能な情報とし、参加組織間で

の情報共有を行っている。  

（16）重要インフラ連絡協議会（CEPTOAR－COUNCIL／セプターカウンシル） 10 

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」の中で、2008 年度末まで

に｢重要インフラ連絡協議会｣を創設するが規定されていた。その理由は、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ためである。

この規定に基づき、2009 年 2 月 26 日にセプターカウンシルが創設された。  

セプターカウンシルとは、各セプターから構成される政府機関から独立した会議体

である。セプター（Capability for Engineering of Protection、Technical Operation、

Analysis and Response：CEPTOAR／セプター）とは、各重要インフラ分野の情報共

有・分析センターである。  

セプターカウンシルは以下の活動に取組んでいる。  

①分野横断的な情報共有の推進  

②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  

③分野横断的な共通課題の発見及び共通認識の醸成  

（17）JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）11 

JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）は、1996 年 10 月に任意団体

として発足し、2003 年 3 月に「有限責任中間法人 JPCERT コーディネーションセンタ

ー」となり、2009 年 6 月に「一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター

（JPCERT/CC）」と改称した。  

JPCERT/CC は、インターネットを介して発生する侵入やサービス妨害等のコンピュ

ータセキュリティインシデントについて、日本国内のサイトに関する報告の受け付け、

対応の支援、発生状況の把握、手口の分析、再発防止のための対策の検討や助言などを、

                                                   
10NISC 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  
11JPCERT／CC「はじめての JPCERT/CC」http://www.jpcert.or.jp/about/brief/  
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技術的な立場から行なっている。特定の政府機関や企業からは独立した中立の組織と

して、日本における情報セキュリティ対策活動の向上に積極的に取り組んでいる。  

主な活動としては「インシデント対応」「脆弱性情報ハンドリング」「インターネット

定点観測システムの運用」「早期警戒」の  4 つがある。具体的な活動は次のとおりであ

る。  

ア．インシデント対応：JPCERT/CC では、国内外の関連組織と連携して、コンピュ

ータセキュリティインシデントに係わる報告の受付、対応の支援などのインシデ

ントレスポンスを行っている。  

イ．脆弱性情報ハンドリング：脆弱性情報ハンドリングとは、公表前の脆弱性関連情

報を必要に応じて公開することで、脆弱性情報の悪用、または障害を引き起こす

危険性を最小限に食い止めるためのプロセスである。JPCERT/CC は、この枠組

みの調整機関として、脆弱性関連情報を全世界で同時に公表するために、一般公

表日の調整などを行っている。  

ウ．インターネット定点観測：JPCERT/CC は、インターネット上にセンサーを分散

配置し、ワームの感染活動や弱点探索のためのスキャンなど、セキュリティ上の

脅威となるトラフィックの観測を行う、インターネット定点観測システム

「TSUBAME」を運用している。  

エ．早期警戒：社会的に重要なシステムを運用する企業や組織のセキュリティリスク

の軽減を目的に重要システムの運用者等に対し早期警戒情報の発信や、サイバー

セキュリティ演習実施サービスの提供、コンピュータセキュリティインシデント

で使用される中心技術の分析を行い、今後の傾向の予測、有効な対策の開発を行

っている。  

（18）日本シサート協議会 12 

正式名称は「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」である。

国内における情報セキュリティを脅かインシデントへの対応を推進する「CSIRT(シー

サート )活動」を推進する組織として 2007 年 3 月に発足した。  

シーサートとは、セキュリティインシデントに対応するための専門組織の総称で、企

業内に設置されたものを「社内シーサート」などと称することがある。シーサートには

様々な種類があり、目的や組織内での位置づけ、活動範囲等の違いからそれぞれ独自に

活動を行ってきた。  

しかし、セキュリティインシデントの巧妙化、複雑化が進む昨今、インシデントに迅

速に対応するためには、シーサート同士が緊密に連携し、様々な情報を収集、共有する

必要があった。このため、企業や組織におけるインシデント対応活動の推進を目  的と

                                                   
12日立ソリューションズ「日本シーサート協議会とは」http://securityblog.jp/words/1070.html 



 

37 

 

して日本シーサート協議会が設立された。なお、日本国内レベルで国際連携シーサート

を推進する組織が JPCERT コーディネーションセンター (JPCERT/CC)である。  

日本シーサート協議会の主な活動内容は、①会員間のインシデント情報、対応手法、

セキュリティ関連情報等の共有、② )社会的かつシーサート間に共通する課題の解決な

どを目指すワーキンググループ活動、③年次会合などがある。日本シーサート協議会の

事務局は JPCERT/CC が担当している。  

（ 19）技術研究組合制御システムセキュリティセンター（Control System Security 

Center：CSSC）13 

技術研究組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）は、国民の生活を支える

制御システムに関わる 8 社を創設時メンバーとして「技術研究組合法」に基づく経済

産業大臣認可法人として 2012 年 3 月に発足した。2013 年 5 月現在で 18 社が組合員と

して参加している。  

2010 年にコンピュータウイルスのスタックスネット（Stuxnet）がイランの核燃料施

設を攻撃した事件を契機に、社会の基幹インフラや産業設備の制御システムに対する

サイバー攻撃の脅威とその対応が差し迫った課題となった。このため、重要な社会イン

フラや製造工場の制御システムをサイバー攻撃から保護し、日本発の制御システムセ

キュリティ技術の確立を目指す「技術研究組合制御システムセキュリティセンター」が

設立された。  

この技術研究組合は、制御システムのセキュリティを確保するため、研究開発、国際

標準化活動、認証、人材育成、普及啓発、各システムのセキュリティ検証に至るまで一

貫して業務を遂行することを設立の目的としている。  

現在、運営委員会のもと、以下の 4 つの委員会が活動している。  

ア．研究開発・ テストベッド委員会：制御システムセキュリティに関連する研究開発お

よびテストベッド構築の方向性を定め、研究開発およびテストベッド利活用を推進

する。   

イ．評価認証・標準化委員会：制御システムセキュリティに係わる評価認証および標準

化の戦略および施策について検討し、評価認証・標準化のためのテストベッドの利

活用を推進する。   

ウ．インシデントハンドリング委員会：制御システムにおけるセキュリティインシデン

ト発生に対する備えおよびセキュリティインシデント発生時の対応を含めたイン

シデントハンドリングに必要な技術開発の方向性を検討する。   

                                                   
13技術研究組合制御システムセキュリティセンターhttp://www.css-center.or.jp/ 
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エ．普及啓発・人材育成委員会：技術研究組合としての制御システムセキュリティの普

及啓発・人材育成の方向を定め、テストベッドを活用した普及啓発・人材育成を推

進する。  

（20）会津大学  

会津大学は、2013 年 9 月、実践的かつ高度なセキュリティ人材を育成するため、日

本国内で初の米国ボーイング社が提供するサイバー演習装置 CRIAB（Cyber Range In 

a Box）を用いた「サイバー攻撃対策演習・情報セキュリティ講座」を開講した。  

本講座はボーイング社から CRIAB（Cyber Range In A Box）の提供を受け、シマン

テック社からサイバー演習のシナリオ提供を受けている。CRIAB は実際のサイバー攻

撃を想定した対策・対処を訓練する機材で、CRIAB を使用したサイバーセキュリティ

の講座は、アメリカ以外では本講座が初となる 14。  

会津大学が新たに始めるこのセキュリティ講座は、サイバー攻撃にチームで対応す

るスキルを座学と実践形式で学ぶことを目的としたもので、社会人約 20 人、学生約 5

人を対象に、上期の講習を 2013 年 9 月 23 日から 5 日間、下期の講習を 2014 年 3 月

下旬から 5 日間実施するものである 15。（筆者注：大学の価値ある取組みを紹介するた

めに本稿に記載した。）  

 

3．提言  

 

上記のように、我が国は、「安心・安全なサイバー空間の構築」に向かって様々な対策

に取り組んでいる。しかし、欠落している事項もある。以下、組織面に関して幾つかの提

言を述べる。  

（1）国家 CERT （Computer Emergency Readiness Team）の設置  

CERT（CSIRT〈Computer Security Incident Response Team〉とも称される）は、

組織のインシデント及び脆弱性について、セキュリティ管理者、システム運用者、外

部の CERT と連携し、専門的に対応・支援するチームであり、インシデント対応の中

核となる組織である。今日、主要国では国家 CERT を設置している。  

米国では、国家 CERT として、US－CERT（US Computer Emergency Readiness 

Team）が国土安全保障省の国家サイバーセキュリティ部門（NCSD）に置かれている。  

一方、我が国には、CERT と類似の役割を果たす組織が設置されているが、自ら国

家 CERT と自称する組織は存在していない。2002 年に、「緊急対応支援チーム」   

                                                   
14 会津大学 HP http://www.u-aizu.ac.jp/events/cybersecurity2013.html 

15 ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130910/503842/  
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(National Incident Response Team：NIRT)が、各省庁等における情報セキュリティ

対策の立案  に必要な調査・助言等を行うため内閣官房情報セキュリティ対策推進室内

に設置された。NIET の役割は、公表されているところでは、「官民のコンピュータセ

キュリティ専門家ら十数名の非常勤スタッフで構成され、政府や民間の重要なネット

ワーク関連事業者などを対象にしたサイバーテロが発生した場合、つまり政府が危機

管理対応を必要と判断した事案発生時に、NIRT のメンバーが招集される。NIRT の活

動は、①事案関連情報の収集、分析、被害拡大の予測等、②事案の正確な把握・被害拡

大防止、復旧、再発防止のための技術的対応策の検討、③各省庁等からの相談対応、要

請に応じた対策実施支援等である。」とされている。十数名、非常勤ステッフで運営さ

れる NIRT が国家 CERT としての能力を有しているとはとても言えないであろう。  

国内外に対してアピールできる権威のある国家 CERT を設置すべきである。  

（2）国家重要インフラ防護センターの設立  

米国では国家インフラ調整センター（NICC：National Infrastructure Coordinating 

Center：）が、英国では、国家インフラ防護センター（Centre for the Protection of 

National Infrastructure：CPNI）が国家の重要インフラ防護を任務とする専門の機関

として設置されている。米国の NICC は、省庁横断の組織であり、①コンピュータシ

ステムへの不正侵入に関する捜査の支援、②国内外からの物理的脅威およびサイバー

脅威の評価・分析、及び③連邦・州・地方警察機関、民間企業、学術機関との共同学

習と情報交換の場の提供などを任務としている。英国の CPNI は、省庁横断の組織で

あり、英国の様々な政府機関、産業界、大学からの人材で構成されている。主な任務

は , テロリズムやその他の脅威に対する国のインフラの脆弱性を低減する目的で , 重

要インフラのセキュリティ（電子的 , 人的及び物理的セキュリティを含む）に関する

総合的なアドバイスを政府機関および民間部門へ提供することである。  

国民生活や社会経済活動に不可欠なサービスの安定的供給や公共の安全の確保等

に不可欠な重要インフラに対するサイバーテロが行われた場合には、国民生活や社会

経済活動の混乱、国民の生命の危険などの重大な被害が生ずるおそれがある。従って、

政府は、民間重要インフラ事業者の自主的な取組を待つのでなく、主体的に重要イン

フラの防護に取組む専門の機関、即ち、米英のような国家重要インフラ防護センター

（仮称）を設置すべきである。  

付言するが、米英の国家重要インフラ防護センターは、サイバー脅威が出現する以

前から、現実世界のテロ活動に対処するために創設されていたものである。  

（3）攻撃型ウイルスを開発する研究所の設置  

サイバー攻撃では、攻撃側が安価かつ容易に活動できる一方、防御側は常続的な監

視を強いられるとともに攻撃ウイルスが出現してからアンチウイルスソフトを開発

するなど、攻撃側が圧倒的に有利である。  
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サイバー空間のセキュリティをいくら強化しても、サイバー攻撃を止めることので

きない中、米国は、「サイバー空間の敵対的行為に対して軍事力を含むあらゆる手段を

使用する権利を留保する」と宣言した。  

我が国が、米国のように軍事的報復を宣言するのは現実的でない。そこで、我が国

のサイバーテロ対策としては、セキュリティを強化することは当然であるが、さらに、

サイバーテロを行う相手のサイバー攻撃能力を減殺するあるいは相手の IT システム

に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。  

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。ウイルスの開発には膨大な費用と時間が必要で

あることを考えれば直ぐに開発に着手すべきである。  

ウイルス開発に際しては、特定の研究所を設立すべきである。攻撃型ウイルスの開

発は完全に秘匿されなければならない。このために隔離された施設と信用できるスタ

ッフが必要となるであろう。  

 

おわりに  

 

米国の元サイバー担当大統領特別顧問リチャード・クラーク氏は、その著書『世界サイ

バー戦争』の中で、「サイバー戦争はすでに始まっている。今のところ攻撃側が真の能力を

知られないようにしているだけである。米国などの国々が全力でサイバー戦争を行えば、

近代国家を壊滅させる可能性がある」と述べている。  

我が国のように IT 化が進みサイバー空間に生活・産業インフラを依存している国ほど

サイバー攻撃に対して脆弱であることは明らかである。  

平時に大規模なサイバー攻撃を受けた場合、サイバー空間で反撃できるのか、反撃のた

めのサイバー兵器を保有・使用できるか、などの対抗策を法制面、組織面、装備面等から

検討し、早急に措置を講ずるべきであろう。（了）  

 


