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発刊にあたって  

 

公益財団法人  防衛基盤整備協会は、公益目的事業として、広く国

民の皆様に対し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解

を深めていただくために各種の事業を行っております。  

 

現在、情報の流出や不正送金、ウェブサイトの改ざんなど、あらゆ

る場面でサイバー攻撃やサイバー犯罪による被害が発生しておりま

す。最近のサイバー攻撃は、個人や小集団による手作りの攻撃だけで

なく、手段が多様化かつプロフェッショナル化しており、サイバー犯

罪集団による組織的犯罪や、国家ぐるみのサイバーテロとの疑いのあ

る事案まで発生しています。また、個人や一般の企業だけでなく、電

力設備や病院などの社会インフラまで狙われるなど、経済的被害だけ

でなく、安全に対する脅威にもなってきました。サイバーセキュリテ

ィは、もはや誰もが真剣に考え対処すべき問題となっております。   

 

本事業は、このような問題意識の下で、多くの方から情報セキュリ

ティに関する論文を応募していただくことを通して、国民の皆様の情

報セキュリティに関する理解と問題意識を深めるとともに、関連技術

の発展を促すことを目的として実施しており、今回で１０回目を迎え

ました。  

 おかげさまで、今回の募集に対しても、情報セキュリティ上の脅威

に対してどのような対策を講ずれば良いのか等について、様々な観点

から創造性にとんだアイデア・提言をいただくことができました。  

この中から、当協会が委嘱した学術、電気通信研究、保全教育及び

インターネットの各分野の有識者で構成された情報セキュリティ論

文選考等委員会が選考を実施し、厳正な審査により優れた論文である

と答申を受けた四本の作品を表彰しました。この度、受賞作品を小冊

子にまとめ発表することといたしました。  

  

本小冊子が情報セキュリティに対する知識を広め、理解を深めてい

ただくことに役立てていただければ幸いです。  

 

 

 

 

平成２９年１２月  

 

公益財団法人  防衛基盤整備協会  

理事長  鎌  田   昭  良  

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

論文選考にあたって  

  

 作品の選考に当たっては、読み手がそれぞれのテーマについて具体

的かつ解り易い内容の論文で、文章構成、新鮮度、実証度または実現

可能度、具体度、影響度などの審査基準により審査を行い、最終的に

四本の作品を選考いたしました。  

 

優秀賞の作品は、情報セキュリティインシデント対応における迅速

な情勢判断と対応策の決定を実現するために、現場と組織全体の二重

のＯＯＤＡループの考えを取り入れ、現場が主体となってインシデン

ト対応にあたる緊急時のモデルを提言したものであり、インシデント

対応への現場参加の重要性を示した論文として評価したものです。  

佳作（情報セキュリティリスク対策賞）の作品は、情報セキュリテ

ィの分野で期待されている「量子暗号」の重要性に着目し、その実装

段階における問題の解決をテーマとしたものであり、量子暗号を利用

した宇宙空間での衛星間長距離無線の実用化に向けて更なる前進が

期待できる論文として評価したものです。  

佳作（中小企業向け情報セキュリティ対策賞）の作品は、地方の中

小企業が抱える情報セキュリティの課題とその解決策の一つとして

各市町村等の地方自治体単位に中小企業向けの情報セキュリティ対

策専門機関等の設置を提案したものであり、中小企業の実情を的確に

捉え問題提起しており、その内容も具体的で解り易い論文として評価

したものです。  

佳作（サイバーセキュリティ人材育成対策賞）の作品は、諸外国の

状況を調査することにより、産官学の連携のみならず軍との連携を含

めたサイバーセキュリティに関する人材育成の枠組みがあることを

紹介したものであり、その調査結果は適切な分析評価もなされており、

今後の具体的な解決策の提示が期待できる論文として評価したもの

です。  

 

 本小冊子が、情報セキュリティ意識の向上に寄与することを願って

おります。  

 

平成２９年１２月  

情報セキュリティ論文選考等委員会  

委員長  藤  井   泰  司  
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１． はじめに 

IT が組織の事業活動に不可欠なものとなり，コンピュータやインターネットは

我々の生活に密接に関わっている。近年では、ビッグデータ、IoT、クラウド、BYOD

などにより、組織内のあらゆる情報が今までと異なる方法で扱われるようになった。

個人情報に代表される機密性の高い情報や営業機能が、日常的に膨大に扱われるよ

うになり、これらを狙ったサイバー攻撃も増大・悪質化・巧妙化している。そのた

め、サイバー攻撃に起因した情報セキュリティインシデント[1]（以下、インシデント

という）が組織の事業活動や社会に与えるインパクトは、以前にも増して大きくな

ってきている。 

クラウドや BYOD などの活用は、多様化する働き方に対応して今後ますます拡大

するとみられるが、これらは利便性を高める一方で情報セキュリティ対策とインシ

デント対応を複雑化させる要因になると考えられる。すなわち、様々な技術や機器

が利用されることにより、サイバー攻撃の対象や侵入経路が多様化し、多岐にわた

る情報セキュリティ対策が求められるようになること、また、多様な状況に応じた

臨機応変なインシデント対応が求められるということである。 

このような状況の中、従来の組織的にコントロールされた情報セキュリティ対策

とインシデント対応は、限界を迎えている可能性がある。本論文では、組織に求め

られるインシデント対応の取り組みをどのように変革していくかについて、現場力

の活用に着目して提言する。なお、本論文における IT 現場とは、パソコン、タブレ

ット等の端末やメール等を用いて業務を行う組織内のすべての部署をいう。 

 

２． 多様化するインシデントとその課題 

２．１ 2017 年のインシデント事例 

2017 年 5 月に発生したランサムウェア WannaCry による世界的なサイバー攻撃

は、メールの一時利用不能など国内の企業でも業務に大きな影響を及ぼした。

WannaCry の感染経路は当初メールによるものとみられていたが、ワーム活動によ

ってネットワーク経由で感染していった可能性が高いことを複数のセキュリティ企

業が報告している。WannaCry はグローバル IP アドレスを持つコンピュータ端末

（以下、端末という）に感染後、組織内のネットワークへ感染を拡大していったと

みられているが、このようなケースでは最初に感染した端末を早期に隔離すること

が重要である。また、感染した可能性のある端末を迅速に特定し、必要な対応を行

うことが求められる。 

リモートアクセス端末では、社外からのネットワーク接続に WannaCry がターゲ

ットとするグローバル IP アドレスを使用しているケースがある。そのため、感染の

可能性がある端末あるいは感染経路となりうる端末の特定には、社外からのネット

ワーク接続方法など端末の利用状況を把握することが重要であった。また、

WannaCry は 2017 年 3 月に公開された OS のセキュリティパッチを適用していれ

ば感染を防げるものであった。WannaCry の対応では情報セキュリティ担当者に、

                                            
1） 本論文でのインシデントとは，内部不正による情報漏洩や，サイバー攻撃がもたらす企業の情報や活動への被害を指す． 
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端末の利用状況やセキュリティパッチの適用状況を把握することが求められた。と

ころが端末の利用形態や用途の多様化によって、組織内のすべての端末の状況をツ

ール等で完全に把握することは困難になっている。また、把握すべき情報は、攻撃

形態などに応じて異なり、多岐にわたる情報を網羅的に把握するには限界がある。

さらに、すべての端末にセキュリティパッチを適用するには、利用者の協力が必要

となる。このように、WannaCry の対応では端末の利用状況の把握やセキュリティ

パッチの適用など、すべての IT 現場の端末利用者による情報の提供やセキュリティ

対策の実施などの協力が不可欠であった。 

もう一つの事例として、2017 年 5 月以降数多く確認されているばらまき型の不審

メールがある。ネットバンキングに関する情報の窃取を狙ったこれらの不審メール

は請求書等の送付を装い、メール受信者に添付ファイルを開かせることによってマ

ルウェアに感染させる。マルウェアは次々に亜種が作成されており、従来のシグネ

チャ型のウイルス対策ソフトではすぐに検知することができない。そのため対策と

して、IT 現場の従業員がこれらのメールを開封しないこと、万が一開封してしまっ

た場合には、情報セキュリティ担当者に速やかに報告し必要な対応を行うことが求

められる。 

これらの不審メールは、様々な件名や添付ファイルが確認されており、メールフ

ィルタなどの技術的対策で完全に防ぐことは困難である。技術的対策だけでなく IT

現場の利用者の対応力によって不審メールに対抗することが重要となる。 

2015 年に発生した日本年金機構の個人情報漏洩事件以降、標的型攻撃メールへの

訓練が多くの組織で行われるようになった。訓練の目的の一つは、利用者のセキュ

リティ意識を向上させることによって、不審メールの開封を防ぐことにある。一方

で、手口の多様化と巧妙化により、実際の業務でやり取りされるメール件名や本文

に極似した不審メールの開封を完全に防ぎきることは困難となっている。訓練のも

う一つの目的は、不審メールを開封してしまった場合の適切な対応を学ぶことにあ

る。つまり IT 現場の利用者の対応能力の向上である。手口が多様化・巧妙化する中、

不審メールを開封したことに利用者自身が気づいて情報セキュリティ担当者に速や

かに報告することが重要となる。このように、不審メールへの対策では、IT 現場の

メール利用者の協力が不可欠である。 

 

２．２ インシデント対応にみられる IT 現場参加不十分性の問題 

最近のインシデント事例にみられるように、インシデントの発生を完全に防ぐこ

とは困難となっている。このような状況の中、端末やメールの利用者が情報セキュ

リティ意識を持ち、必要な情報の提供など情報セキュリティ担当者と連携すること

がインシデント対応において重要である。すなわち、IT 現場の利用者（以下、IT 現

場という）が情報セキュリティに積極的に関与することがインシデント対応に不可

欠であるといえる。ところが、IT 現場による情報セキュリティへの積極的関与は、

十分に図られていないのが現状と考えられる。 

2015 年に発生した日本年金機構の個人情報漏洩事件では、情報セキュリティ担当

から不審メールに対する注意喚起が行われていたが、IT 現場では注意喚起後も不審
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メールを開封をしていた [1] [2] [3]．これは、IT 現場が情報セキュリティに対して

無関心であったことに起因していたと考えることができる。一方で、注意喚起メー

ルには添付ファイルを開封した場合の対処や連絡先が含まれておらず、情報セキュ

リティ担当側の対応も適切だったとは言いがたい点があった。インシデントの被害

拡大を防ぐとともに迅速に事態を収束させるためには、IT 現場の協力が不可欠であ

る。しかし日本年金機構の事件では、IT 現場の情報セキュリティ対策に対する姿勢

は消極的であったことが窺える。また、情報セキュリティ担当の対応についても、

IT 現場との連携を意識したものではなかったと見受けられる。 

 

２．３ インシデント対応への IT 現場参加の必要性 

利用する技術や機器の多様化のみならず、サイバー攻撃の多様化・巧妙化が進ん

でいる状況の中、多様な状況に応じた臨機応変なインシデント対応が必要である。

さらに標的型攻撃のように複数の技術・手法を組み合わせたサイバー攻撃では、刻

一刻と変化する状況に応じて適宜対応を最適化することが求められ、以前にもまし

てインシデント対応は複雑化している。 

このように、組織には高いインシデント対応能力が求められているが、複雑なイ

ンシデント対応を一部の情報セキュリティ担当者だけで担うのには限界があると考

えられる。 

災害などの危機対応の考え方に ICS（Incident Command System）があり、ISO 

22320:2011（JIS Q 22320:2013）として標準化されている。ICS では、現場に権限

を集中させ、意思決定を素早く行えるようにすることで被害を最小化するという考

え方がある。被害を最小限にするためには、現場から離れたマネジメント部門から

の指示に従って動くのではなく、もっとも正確な情報をもつ現場が動く必要がある

としている [4]．この考え方は、インシデント対応にも当てはまると考えられる。ま

た、ICS には監督限界（スパン・オブ・コントロール）という考え方がある。これ

は、一人が監督できる部下の数には限界があり、人数が限界を超えた場合は組織を

分割するという考え方である。このように ICS では現場が主体となって柔軟に動く

ことで、被害の最小化という目的を達成させる [4]． 

情報セキュリティの取り組みに置き換えてみると、従来のように一部の情報セキ

ュリティ担当者が情報セキュリティの取り組みを主導するのではなく、IT 現場に権

限を持たせて活動することが、迅速で適切なインシデント対応を可能にすると考え

られる。 

 

３． インシデント対応の組織的な取り組み 

３．１ これまでの情報セキュリティの取り組みの限界 

組織の情報セキュリティ向上の取り組みとして、ISMS[2]がある。ISMS では、組

織的・体系的に情報セキュリティ対策及びルールを決定し、継続的な改善によって

情報セキュリティの向上を図る。この情報セキュリティ対策及びルールの決定は、

                                            
2） Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）．組織の情報セキュリティの取り組みのフレームワー

ク． 
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一部の情報セキュリティ担当者によって行われることが少なくなく、トップダウン

型の情報セキュリティの取り組みとなることが多い。その結果、IT 現場は決定され

た情報セキュリティ対策及びルールに従うことが中心となり、情報セキュリティへ

の参加意識が低くなることが懸念される。 

ISMS の国際標準である ISO/IEC 27001:2005 [5]では、「Plan（計画）」、「Do（実

行）」、「Check（点検）」、「Act（処置）」のプロセスを繰り返すことで情報セキュリテ

ィの確立・維持・向上を目指す PDCA サイクルのモデルが採用されていた。情報セ

キュリティの取り組みの考え方として主流となっている PDCA サイクルであるが、

次々と登場する攻撃など組織を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、限界が

見えている。 

 

３．２ OODA ループによるインシデント対応の取り組み 

従来の ISMS に基づいた取り組みでは、リスクアセスメントを行い情報セキュリ

ティ対策やルールを決定するため、標的型攻撃など変化の激しい動的リスクに対し

て十分な対応が行えない。2013 年に高度化するサイバー攻撃に迅速かつ的確に対応

することを目的として、「総務省における情報セキュリティ政策の推進に関する提言」

が公表された。この提言では、変化の激しいサイバーリスクに対して従来の PDCA

的アプローチでは対応に遅れが出ることが指摘され、OODA ループによる動的防御

プロセス連携が推奨されている [6]． 

米空軍のパイロットであった John Boyd によって提唱された OODA ループは、

「Observe（観測）」、「Orient（情勢判断）」、「Decide（意思決定）」、「Act（行動）」

の素早い繰り返しによる意思決定によって生存率があがるという考え方である。

OODA ループの考え方は、サイバー攻撃に対抗し迅速かつ的確な判断が求められる

インシデント対応の活動に適していると考えられる。 

楠 [7]は、手法が変化するサイバー攻撃に対してセキュリティ製品の導入などの

設備投資では、対策が陳腐化することを指摘した。その上で、OODA ループの考え

方に基づく観察と情勢判断による対応が必要であるとし、自律的に動くことのでき

る情報セキュリティ人材が求められていることを述べている。 

 

３．３ 現場力を活用した OODA ループでのインシデント対応の提言 

2 章で述べたように、インシデント対応には IT 現場の協力と対応力の向上が不可

欠である。しかしながら、これまでの主流であった PDCA サイクルでの情報セキュ

リティの取り組みは計画をベースとしたトップダウン型の取り組みであったことか

ら、IT 現場の参加に十分に目を向けていなかった可能性がある。また、トップダウ

ン型でインシデント対応を行う場合、意思決定やその伝達に時間を要し対策の遅れ

を生む恐れがある。インシデントを迅速に解消し早期回復するためには、ICS のよ

うに現場力を活用した取り組みが必要と考えられる。一方で、インシデントの中に

は IT 現場だけで対応しきれないものもある。日本年金機構の個人情報漏洩事件で

は、インターネットの遮断という業務に影響を及ぼす対策が講じられたが [1] [2] [3]、

このような対策を IT 現場の判断だけで実施することは困難である。インシデント対
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応は IT 現場だけで完結するとは限らないことから、経営層を巻き込んだ組織全体で

の対応も必要であり、IT 現場と経営層の連携が不可欠であると言える。 

そこで、インシデント対応における迅速な情勢判断と対応策の決定を実現するた

めに、OODA ループの考えを取り入れ、IT 現場が主体となってインシデント対応に

あたる緊急時対応のモデルを提案する。さらにこのモデルでは図１のように、イン

シデント対応における OODA ループとして、IT 現場のものと組織全体を巻き込む

ものの 2 つがあり、この 2 つが密接に連携する。 

図 1 の左側の OODA ループ（以下、小ループという）は、IT 現場におけるイン

シデント対応の取り組みである。インシデントの発生を機にこの小ループが回転し、

初動対応をはじめとした現場レベルでのインシデント対応が行われる。一方、図１

の右側の OODA ループ（以下、大ループという）は、組織全体の OODA ループで

あり、顧客や社内業務に影響する対応は、図１の「Decide（意思決定）」において経

営層によって意思決定され、実施が確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 インシデント対応における 2 つの OODA ループの連携（出典：著者作成） 

 

図１の 2 つのループは、IT 現場と組織全体のそれぞれで個別に回転を行うと考え

られる。IT 現場におけるインシデント対応が現場で対応可能なレベルを超過した場

合、小ループから大ループへのエスカレーションが発生する。このエスカレーショ

ンを図１では小ループの「Observe（観測）」から大ループの「Observe（観測）」へ

の矢印として表している。組織全体の大ループでは、対応について経営層による意

思決定が行われる。確定した対応は「Act（行動）」として実行に移されるが、対応

を IT 現場で行う場合もあることから、図１では大ループの「Act（行動）」から小ル

ープの「Act（行動）」への遷移として矢印で示している。すなわち、2 つのループの

Decide
Act

Orient

Observe
Orient

Decide

Observe

Act

CSIRT等
CISO

IT現場

IT現場のOODA
ループ
(IT現場で対応可能
なインシデント対応)

組織全体のOODAループ
(経営判断を要するインシデント
対応)

CSIRT等が支援

IT現場 から 組織全体
へのエスカレーション

CSIRT、SOC、
情報セキュリティ担当等
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「Observe（観測）」と「Act（行動）」は、完全に独立したものではなく、一体とな

って働くか相互が影響しあっていると考えることができる。 

この提案モデルは、中堅以上の企業や企業グループと親和性が高いと考えられる。

役割毎に分かれた複数の部門を持つ中堅以上の企業では、各部門で小ループによる

インシデント対応が行われる。また、親会社とグループ子会社からなる企業グルー

プでは、各グループ子会社で小ループによるインシデント対応が行われる。各部門

やグループ子会社だけでは対応困難なインシデントが発生した場合、経営層や親会

社がインシデント対応に関与する大ループへのエスカレーションが発生すると考え

られる。 

ここで課題となるのが、小ループの担い手である各部門やグループ子会社が情報

セキュリティに関する十分な知識やノウハウを有し、インシデント対応を行えるか

である。図１に示したように、CSIRT[3]や SOC[4]、情報セキュリティ担当（以下、

CSIRT 等という）が各部門やグループ子会社などの現場におけるインシデント対応

を支援する役割を担うと考えられる。CSIRT 等が、IT 現場に不足する知識やノウハ

ウを補完することによって、IT 現場でのインシデント対応が可能になる。また、

CSIRT 等が IT 現場の情報を組織全体へ橋渡しすることによって、2 つのループの

連携が可能になると考えられる。 

 

３．４ 提案モデルにおけるインシデント対応の流れ 

インシデント対応の流れと提案モデルの関係を図２に示す。図２の左端に示す「平

常時」、「発見」、「インシデント対応」、「復旧」のインシデント対応における 4 つの

フェーズは、IT サービスの業務継続ガイドラインである ISO/IEC 27031:2011 [8]に

基づくものである。 

マルウェア感染の場合、図２の発見フェーズで、端末の動作の異常や感染を知ら

せる画面の表示によって、IT 現場の端末利用者が感染に気付く。このとき利用者が

初動対応として端末をネットワークから離線することによって、感染の拡大を防ぐ

ことができる。その後の対応は、ウイルス対策ソフトのメッセージやあらかじめ定

められた手順に沿って IT 現場で行われる。 

図２に示すように初動対応以降のインシデント対応は、OODA ループによって状

況に応じて行われる。感染したマルウェアが危険性が高いものや危険性や対処方法

が判然としない未知のものである場合、被害が長期化・深刻化する恐れがある。こ

のような現場の対応能力を超える恐れのあるケースでは、CSIRT 等にエスカレーシ

ョンして組織全体で対応を行う必要がある。IT 現場の利用者が適切な初動対応を取

れるようにするためには、マルウェアの感染に気付くための教育と初動対応のルー

ル整備などが必要である。これらは、平常時に行うべき取り組みである。また、IT

                                            
3） Computer Security Incident Response Team．情報セキュリティインシデントの対応を専門に行うチームで，その役割はしばしば「消防」にた

とえられる． 

4） Security Operation Center ネットワークやサーバのセキュリティアラートを統合的に監視し，サイバー攻撃の検出，分析，通知，対応策の

アドバイスなどを行う． 
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現場が CSIRT 等と連携してインシデント対応を行えるよう、平常時からのコミュ

ニケーションも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 インシデント対応の流れと提案モデルの関係（出典：著者作成） 

 

緊急時に発動する OODA ループによるインシデント対応の流れについて、2 章で

挙げた請求書を装った不審メールを例に、図３で詳しく見ていく。図３では、CSIRT

等からの不審メール情報を受け、IT 現場の経理担当者は不審メールを開封しないよ

う各自が注意を払う警戒状態に入る。また、次々に変化する不審メールの件名など

について情報共有が行われる。これが「Observe（観測）」である。 

さらに実際に不審メールを受信した、不審メールを開封したといった状況の変化

があった場合、「Orient（情勢判断）」として危険度の見極めと今後の対応方針の検

討が行われ、「Decide（意思決定）」で対応が決定する。 

対応には状況に応じた複数の選択肢がある。例えば、不審メールの受信が散発的

な場合や発信元や件名が一定でない場合などは、IT 現場の利用者各自の注意が有効

な対策である。ところが、多数の不審メールの受信が確認された場合、各自の注意

だけで開封や感染を完全に防ぐことは難しくなる。また、開封状況や感染有無など

の確認に多くの時間と労力を費やすことになる。このような状況では、メールサー

バの管理者にメールブロックを要請するなど他の有効な対策を検討する必要がある。

大ループ小ループ
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長期化・深刻化の可能性あり

組織全体で対応
現場で対応

①

感染防止と警戒

初動対応

①組織のルールに基づいた取り組み
②OODAでの対応

PCの離線

ランサムウェアなど危険性の
高いものや未知のもの

対応方針の決定

エスカレーション
②
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これが「Orient（情勢判断）」であり、どのような対応をどの段階で実施するのかは、

攻撃の状況によって判断することになる。OODA ループによるこれら一連の IT 現

場の対応は、情報セキュリティの専門家である CSIRT 等と連携し支援を受けて行

うことで、的確な対応とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 不審メール対応における OODA ループ（出典：著者作成） 

 

４．おわりに 

コンピュータやインターネットの利用が一般化し、利用者及び利用形態が多様化

する一方で、サイバー攻撃は巧妙化している。このような状況の中でのインシデン

ト対応は、ツールで収集できない情報の提供など IT 現場の協力が不可欠である。ま

た、多様な状況に対応できる IT 現場の応用力が重要となる。これまでの情報セキュ

リティの取り組みは、一部の専門家のものとなっていた可能性がある。しかし、こ

れからは IT 現場が主体的に情報セキュリティに関与する取り組みが必要になると

考えられる。組織のインシデント対応能力の向上に不可欠と考えられる IT 現場の参

加をどのように促していくかが、今後の課題である。 

IT 現場では実務が優先され情報セキュリティが後回しになる傾向が少なくない。

しかし、情報セキュリティ担当が用意したウイルス対策ソフト、ファイアウォール

などのツールや技術による情報セキュリティ対策だけでは、安全は保障されない。

自分たちがいつ攻撃に遭遇するかわからない状況の中で日々の業務を行っていると

いうことを IT 現場が自覚し、自身が警戒心をもって情報セキュリティに関与するこ

とが今後強く求められる。 
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1 はじめに 

近年、情報通信技術（ICT）の進展によって、通信ネットワーク環境は重要なイン

フラとなっている。自動車や家電製品及び医療機器等、様々な機器・センサーがイ

ンターネットとつながり、生活をより便利なものへと変えようとしている。500 億

個を超える機器・センサーがインターネットに接続される IoT(Internet of Things）

は第４次産業革命とも呼ぶべき大きな変革を引き起こす可能性を秘めている。各種

機器・センサーがインターネットを介して相互に情報をやり取りする IoT は、ビッ

グデータと呼ばれるペタバイト級の情報資料がネットワーク上を流れ、日常生活の

質や利便性を向上させると期待されている。 

しかし、その一方で、国家レベルの悪意を持った攻撃者は、むやみに相関の無い

情報資料を伝送する IoT 機器を狙った無作為なサイバー攻撃よりも、情報資料から

関連付けられた相関のある有益な情報資産を狙ってサイバー攻撃を仕掛けて来ると

予想される。例えば、ゲノム情報を含めた重要な医療情報がハッキングされた場合、

人命に重大な影響をもたらす恐れがある。また、個人的に悪意を持った攻撃者によ

ってインターネットに接続された自動車がハッキングされた場合、自動運転の安全

性が一瞬にして人命にかかわる脅威にさらされる。 

今後、IoT の利便性だけを享受するだけなく、セキュリティリスクも伴うインタ

ーネット社会のセキュリティ対策を進めるためには、全国規模の全体的な ICT を俯

瞰した上で対策を講じていかなければ、局所的な対処のみでは、悪意を持った者に

対して、かえって脆弱性を露呈することになってしまう。 

その対策を根本的に解決する手法として、量子フォトニックネットワークがある。

もし、情報を電子的信号に変換せず、できるだけ光のままノードを通り、宇宙空間

を無線通信として通すことが出来れば、低電力・大容量化伝送が実現できる。すな

わち、物理層通信と量子暗号を組み合わせることにより、最高の伝送効率を有する、

将来的に解読困難で、しかも高品位なセキュリティを実現できる。 

本稿では、全国的に ICT とセキュリティ対策を俯瞰し、その中でも特に重要な情

報を伝送する宇宙空間の長距離無線通信に着目し、量子暗号を用いた衛星間無線通

信を実現するため、アンテナ結合型素子の有効性及び今後の研究課題について提案

する。 
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２ 電磁スペクトルの体系 

図 1 に波長、周波数、帯域幅、通達距離の関係に基づき電磁スペクトルの体系を

示している。電磁スペクトルは 3THz を境にして、これより波長の長いものを電波、

短いものを光として定義している。すなわち 3THz 以下の電磁波は電波として電波

法によって規制され、3THz 以上の電磁波は光として電波法の適用除外となる。 

式①にフリスの公式から導かれる通達距離を示す。[1] 

 

d={λ/(4π)}×(Pt・Gt・Gr/Pr)1/2 ・・・① 

 

ここで、d:通達距離、λ:波長、Pt:送信出力、Gt:送信アンテナ利得、Gr:受信アンテ

ナ利得、Pr:最小受信電力である。 

式①からわかるように、他の条件が同じであれば、光の領域に近づくにつれて、

すなわち、波長λが短くなれば通達距離 d が短くなることがわかる。また、最小受

信電力 Pr が大きくなると通達距離 d も短くなることがわかる。 

 

 
図 1 電磁スペクトルの体系（出典：筆者作成） 
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一方、式②に最小受信電力と帯域幅の関係を示す。 

 

Pr= (S/N)・K・T・B ・・・② 

 

ここで、Pr:最小受信電力、（S/N）:BER 特性による受信機の検出可能最小信号対

雑音比、K:ボルツマン定数、T:絶対温度、B:帯域幅である。 

図 1 に示すように波長に対する周波数は対数表示で示されているが、周波数が高

くなるほど（波長が短くなるほど）リニア表示で表すと帯域幅が広く占有できるこ

とが分かる。周波数の選択は、通達距離を優先するか帯域幅を確保して伝送速度を

優先するかのトレードオフとなる。したがって、無線通信環境で使用する IoT を設

計する場合、各器材の通達距離（セル）とトラフィック（伝送容量）は、周波数帯の

選択に応じて、式①及び②から、各器材のアンテナ利得、送信出力、変調、帯域幅等

を考慮した最適値を導出する必要がある。 

 

３ IoT 社会を支える ICT とセキュリティ技術 

図２に IoT 社会を支える ICT とセキュリティ技術の相関図を示す。 

図中①の IoT センサー群には、社会インフラ、交通、産業、家電機器等の暮らし

を支える IoT センサーを搭載した機器の数量分のペタバイト級のビッグデータが送

受される。それらの通達距離は 1km 未満の狭帯域無線 LAN によって実現させる。

その膨大なデータをそのままクラウドサーバーへ送受信させると伝送路は輻輳する

ことになる。そこで、図中②に示すように、中継地点にエッジノードデバイスを経

由し、人工知能（AI）を用いて、膨大な情報資料から関連付けを行った情報に変換

し、ギガバイト級のデータに圧縮する。通達距離は、ミリ波帯を用いた MIMO 等の

アクセス制御により、10km 未満の通達距離を実現させる。図中③では、さらにメガ

バイト級に圧縮した秘密情報を信頼性のある光ファイバー有線通信を用いてクラウ

ドサーバーに集約する。その通達距離は次節で説明する BB84 を使用すれば 100km

未満となる。図中④では、Security Operation Center (SOC)に秘密情報を集約させ、

国家機密に相当する極秘情報を管理する必要がある。SOC では、クラウドサーバー

に蓄積されたメガバイト級の極秘情報を確実に送受できる伝送路を確保する必要が

ある。従来の電波やマイクロ波は使用できる周波数が逼迫しており、帯域幅の確保

には限界がある。これに対して、3THz 以上の光領域は、広大な帯域幅を持ち、衛星

通信網を支える重要な技術である。現在、情報通信研究機構（NICT）が世界で初め

て超小型衛星(Socrates)の打ち上げに成功し、375THz(0.8μm)レーザー光を用いて

小型衛星と地上局との間で通信距離 600km の伝送実験に成功している[2] 。一方、

図中⑤に示す衛星間無線通信は宇宙空間であり、大気の減衰等の損失は無視できる。

しかし、地上局のような巨大な望遠鏡ドームを衛星に搭載することは困難であり、

大出力かつ指向性の鋭いレーザー光を用いた光無線通信が最適であろう。その通達

距離は静止衛星と小型衛星との間で約 43000km であり、将来的に解読が困難とさ

れる量子暗号を実装した光無線通信が実現出来れば、国家間や国内のメガバイト級

の極秘情報を伝送することが可能になる。 
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図２ IoT 社会を支える ICT とセキュリティ技術の相関図（出典：筆者作成） 

 

さて、IoT を支える技術要素には、大容量通信を可能とする ICT と並行してセキ

ュリティ技術も考慮しなければならない。セキュリティ対策として、最も重要な技

術要素は秘匿性を担保する暗号技術である。図２にはそれぞれの群（セル）に相応

する暗号を対比して示している。図中①のペタバイト級のビッグデータに対応する

暗号としては、各種センサー器材群からの相関が希薄な情報資料が大量に送受信さ

れており、軽量暗号で対応可能と考える。図中②のエッジサーバー群では、大量の

情報資料から人工知能（AI）によって相関付けられた情報が送受信されており、中

量暗号でギガバイト級の秘匿性を確保する必要がある。そこまでの中域セルでは、

既存の暗号技術で対処できるが、図中③のクラウドサーバー以上になるとノード拠

点となり、SOC で重要な秘密情報を蓄積、処理しなければならない。そのためには、

高信頼性を有する量子暗号の適用が必要不可欠である。量子暗号は、NICT を中心

に精力的な研究が進められており、100km までの光ファイバー通信であれば BB84

に代表される最先端技術により実現の見通しが立っている[3］。量子暗号の実現によ

り、SOC において、悪意のある者からのサイバー、改竄、解読等からの攻撃に対し、

ホワイトリストを作成し、重要な極秘情報をクラウドサーバーに蓄積できる。一方、

図中④以上の 100km 以上離隔した全国に展開する SOC 拠点間の通信には、量子暗

号化された極秘情報を無線伝送する衛星通信が必要になり、現在の ICT では、先程

述べた Socrates による周回衛星と地上局間のメガバイト級の極秘情報を送受信可

能な伝送路が実用化されようとしている。しかし、図中⑤の宇宙空間における衛星

間通信は量子暗号化された極秘情報を中継するための長距離伝送路が必要となり、

宇宙局に巨大なパラボラアンテナを搭載するには、重量的にも限界がある。また、
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宇宙局の中継器の中では、光信号を一旦電気信号に相互変換して処理を行っており、

処理量の増大による伝送遅延や消費電力の増大が問題となり、現在の伝送系では物

理層を暗号化する量子暗号には不適であり、革新的な技術開発が必要である。そこ

で、本稿では図中⑤の技術課題を克服するために、アンテナ結合型素子の開発を提

案している。アンテナ結合型素子は、テラヘルツ領域まで直接応答する超高速応答

素子を有し、同分野の研究も盛んに行われて来た[4]。表 1 に ICT レベルに対応する

セキュリティ対策の一例をまとめて示す。 

 

表 1 ICT レベルに対応するセキュリティ対策の一例 

ICT 定義 通信手段 
セキュリティ 

暗号化 鍵共有 

静止衛星～周回衛星 
省庁、企業等間の 

重要回線 

光無線通信 
ワンタイムパッド 

Vernam 

量子鍵 

配送 
周回衛星～地上局 Socrates 

コアネットワーク BB84 

インターネット 

ユーザー端末・サ

ーバーが形成する

ネットワーク 

光ファイバー 

中量暗号 

電子政府推奨暗号 

AES、Camelia 

公開鍵 
エッジ 

ネットワーク 

エッジサーバー等

によるネットワー

ク 

LTE、 

LAN 
軽量暗号 

twine、prince 
センサー 

ネットワーク 

IoT 小型センサー

機器によるネット

ワーク 

Wi-Fi、 

Bluetooth 

 

4 量子暗号を実現するための光有線通信と光無線通信の現状 

量子暗号は、物理層のみを用いたプロトコルで成り立ち、証明可能安全性が担保

されている。現在のインターネットセキュリティは、ネットワーク層とトランスポ

ート層に実装された IPsec プロトコル等に代表される計算量的安全性によって担保

された暗号強度により維持されてきた。しかし、それは暗号強度を凌駕する計算速

度を有する量子コンピューターの出現や、解読計算量を減少させるアルゴリズムの

発見等により、近い将来短時間で解読される危険性が叫ばれている。 

一方、量子暗号は、量子鍵配送とワンタイムパッドの併用により将来的に解読困

難な暗号技術として注目されている。この技術理論の根底にあるものは、量子力学

による不確定性原理であり、悪意のある者が盗聴した場合、観測結果により盗聴さ

れていることが明らかになる決定的な利点を有する。既存の暗号技術の最大の欠点

は、盗聴されていること、あるいは解読されたことに気付かないことであり、暗号

技術が破られたことを知らずに、そのまま使用し続けることにある。太平洋戦争中

に我が国の機密情報が解読され、敗戦の一要因となった紫暗号等の歴史がその脆弱

性を物語っている[5]。 
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図３に量子鍵配送の仕組みを示す。左の図は、現在 NICT で開発中の光ファイバ

ーを用いた BB84 に代表される有線通信の場合、右図はレーザー光を用いた周回衛

星(Socrates)に代表される光無線通信の場合を示している。どちらも、有線と無線の

違いはあるものの、通信路減衰を克服し、微小な光子エネルギーを検出し、量子鍵

配送とワンタイムパッドの併用により実現可能な将来的に解読が困難な暗号技術で

ある。 

 
 

図３ 量子鍵配送の仕組み（出典：筆者作成） 

 

現在の BB84 に代表される鍵配送技術は光ファイバー有線通信を用いて革新的な

発展を遂げており、実用化まであと一歩のところまで迫っている。しかし、宇宙空

間のような長距離伝送を実現するためには、有線通信ではなく無線通信に依存する

しかない。文献[３]から、佐々木氏は BB84 の量子鍵配送に必要な秘匿容量として、

光ファイバーの有線通信路において無損失の場合に、約 10Mbps の秘匿容量（伝送

速度）を確保できることを示している。有線の通信路損失を無線に置き換えて考え

ると、0dB 以上のマージンを確保することは、式③が成立するパラメーターを考察

することと同義となる。 

 

Pr/(Pt・Gt・Gr)≧{λ/（4πd)｝2 ・・・③ 

 

これまでは、電波領域で用いるフリスの法則に基づき理論展開してきたが、光の

領域で指向性のあるレーザー光を用いたアンテナ結合型素子の受信アンテナ利得は、

式④で表せる[6]。 

 

Gr={(4π)/λ2}・Pd/PW ・・・④ 

 

ここで、Gr は受信アンテナ利得、λは波長、Pd は素子の検出電力、PW はアンテ
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ナの受光面でのレーザー光の電力密度である。 

43000km 離れた衛星にピンポイントでビームを絞り込むことは困難であり、実際

には、ビームに広がりを持つ。ピンポイントではなく、ある程度のビーム広がりを

持たせ、受信側で開口効率の良いアンテナ結合型素子でレーザー光を電磁波として

捉えることができれば、あとは受信アンテナの利得と検出素子の検出能力の最適化

を図ればよい。レーザー光受信用アンテナ結合型素子の提案については後述する。 

図４に 28THz レーザー光ビーム角と受信アンテナ利得の関係を示す。ここで、式

④から、レーザー光の出力を 1000W、アンテナの開口面積を 25m2の条件で算出し

ている。文献[7]から静止衛星と移動する周回小型衛星(Socrates)間で発生するドッ

プラーシフトや光行差を考慮すると最大 45μrad のレーザービーム角が必要である

ことが分かっている。図中からアンテナ結合型素子の検出電力（検出能力）によっ

て必要となる受信アンテナの利得に差が生じることが分かる。例えば、ビーム角=45

μrad、素子の検出電力=10-10W の場合、50dBi 以上の受信アンテナ利得が必要であ

る。 

 
図４ 28THz レーザー光ビーム幅と受信アンテナ利得の関係（出典：筆者作成） 

 

５ テラヘルツ領域のアンテナ結合型素子の現状とその応用 

テラヘルツ領域で期待されている検出素子の一つにアンテナ結合型素子がある。

この素子は、アンテナ部と検出素子から構成され、電磁波をアンテナで受信し、ア

ンテナに誘起された高周波信号を検出素子の電流-電圧特性の非線形によって整流・

検波して検出する素子である。     
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これらのアンテナ結合型素子には、室温で動作する MOM ダイオード、ショット

キーダイオード、ウォームキャリア素子等と極低温で動作する SIS ミキサーやジョ

セフソン素子等がある。著者は、ミリ波から赤外領域において薄膜アンテナを用い

たアンテナ結合型素子の製作に注目し、特にスロットアレーアンテナの製作に成功

している[8] 。 

スロットアンテナは、基板と垂直方向に指向性を有すること、構造が簡単である

ため微細加工に適していること、並びに広い金属面を有することにより電子ビーム

リソグラフィーの使用が容易であること等の利点を有する。また、著者は、レンズ

の集光効果を利用して延長半球レンズ結合スロットアレーアンテナの製作にも成功

している[9]。これらを応用し、テラヘルツ領域まで拡張したアンテナ結合型素子の

研究によって、長距離無線通信の実現の見通しが得られる。 

先ほど述べたショットキーダイオードやジョセフソン素子等は検出能力が高いも

のの、微細加工技術における製作工程での歩留まりが悪く、今後 10000 個単位でサ

ブアレー化を実現して行くためには、簡易に製作できる素子の開発が必要である。

その候補の一つにマイクロボロメーターがある[10]。著者は Bi（ビスマス）を用い

たマイクロボロメーターのアンテナ結合型素子の設計・製作に成功し、28THz テラ

ヘルツ領域までアンテナとして動作することを実証している[11]。 

式④に示した素子の検出能力 Pd は、次式で表される[12]。 

 

Pd=V/(Ib・R・SDC)/[1-{(Z-R)/(Z＋R)}2] ・・・⑤ 

 

ここで V は検出電圧、Ib は直流バイアス電流、R はマイクロボロメーターの抵抗、

SDC は感度、Z はアンテナのインピーダンスである。文献[12]から、式⑤を用いて

検出電力 Pd を算出すると、3.3×10-10W となり、図４から 56.3dBi の受信アンテナ

が必要である。 

 

６ アンテナ結合型素子の宇宙用光通信への応用 

５章で述べたように、テラヘルツ領域における衛星間の大容量通信として、アン

テナ結合型素子が期待できる。著者は、28THzCO2 レーザー光受信用スロットアン

テナがテラヘルツ領域においてもミリ波・サブミリ波領域と同様にアンテナとして

動作することを実証している［11］。28THzCO2レーザーを光源として選定した理由

は、現在、低価格で小型化された大出力レーザーの最適候補であり、併せて受信側

のスロットアンテナが世界最小の薄膜アンテナとして動作することを確認している

からである。著者は 2.5THz スロットアンテナの製作において、電子ビーム露光装

置を用いた微細加工技術を用いて 0.1μm 以下の極細線の描画に成功し、単一スロ

ットアンテナをアレー化し、同アンテナの利得が向上することを理論・実験の両面

から実証している[13]。本稿では、量子暗号化された宇宙通信を実現するために、レ

ンズによる集光を利用したアンテナ結合型素子を提案し、光無線通信による量子鍵

配送の研究を試みた。 
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図５に提案する延長半球レンズ結合スロットアレーアンテナの構造を示す。ハニ

カム構造型にしたのは、半球レンズの強度を保つためである。延長半球レンズ結合

スロットアンテナは、94GHz ミリ波帯において、31.5dBi の電力利得が得られるこ

とが実証され[9]、テラヘルツ領域においてもレンズのサブアレー化により 50dBi 以

上の電力利得（実効開口面）を実現できる可能性を有する。例えば、半径 2.5cm の

延長半球レンズを縦に 100 個、横に 100 個アレー化した 10000 個をサブアレー化

した場合、開口面積は 25m2 となり、単一の延長半球レンズ結合スロットアンテナ

の利得 31.5dBi から 40dB 向上し、開口損失や電力合成による損失等がない場合、

最大 71.5dBi の受信アンテナ利得が見込まれる。この値は、図４の受信アンテナ利

得の条件を十分満足する値である。さらに、本稿では、検出素子が Bi マイクロボロ

メーターの場合を想定して考察したが、今後ショットキーダイオードやジョセフソ

ン素子等の高感度素子の開発により、衛星用受信アンテナの小型・軽量化や高速応

答による伝送遅延時間の短縮等が可能となる。表２に今回導出した量子暗号通信に

必要な衛星通信用送受信システム諸元の一例をまとめる。なお、誘電体材料には、

28THz レーザー光に対して透過率の良い ZnS もしくは ZnSe を候補として挙げて

いる。 

 

 
図５ 提案する延長半球レンズ結合スロットアレーアンテナの構造（出典：筆者作成） 
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表２ 量子暗号通信に必要な衛星通信用送受信システム諸元の一例 
送信側 送信用光源 送信出力 ビーム角 衛星間距離  

28THzCO2 

レーザー光 

1000W 45μrad 43000km 

受信側 受信用アンテナ 

開口面積 

アレー数 受信用アンテナ アンテナ結合 

型素子 

受信アンテナ利得 誘電体材料 

25m2 10000 個 

100×100 

延長半球レンズ結合 

スロットアレーアンテ

ナ 

Bi マイクロ 

ボロメーター 

最大 71.5dBi ZnS、ZnSe 

 

８ 今後の研究課題 

今後の研究課題について、延長半球レンズ結合スロットアレーアンテナを物理層

での量子暗号通信に適用するためには、延長半球レンズを用いて、以下に述べる４

つの段階を踏んで慎重に研究を進めることが必要である。 

（１）単一素子型による強度変調・直接検波 

（２）単一素子型による位相振幅変調・コヒーレント検波 

（３）単一素子型による単一光子検出 

（４）アレー化による物理レイヤ暗号及び BB84 による量子鍵配送 

以上の技術が開発されれば、サブアレー化することにより高速の物理レイヤ暗号

及び BB84 による量子鍵配送が実現できる。各素子には、応答速度による物理的限

界が存在するが、アレー化することで、個々の素子の応答速度に制限されることの

無い高速の信号検出が可能になる。ただし、素子間の干渉や過剰雑音の低減等の新

たな課題の克服が必要となるであろう。 

 

９ 結言 

本稿では、IoT セキュリティ技術を支える量子暗号通信の実現に向けて、全国的

に ICT とセキュリティ対策を俯瞰し、体系を整理した。その中でも、国家レベルの

重要な情報を伝送するために、極秘情報を扱うための量子暗号通信の重要性に注目

した。特に、周回衛星と静止衛星との間を伝送する長距離光無線通信に着目し、

28THz テラヘルツ波を光源とする CO2レーザー光の活用を提案し、アンテナ結合型

素子を用いた延長半球レンズ結合スロットアレーアンテナの受信用アンテナ利得を

定量的に算出し、その有効性を明らかにした。さらに、今後の研究課題を克服する

ことにより、量子暗号を利用した宇宙空間での衛星間長距離無線通信の実用化に向

けてさらに一歩前進するであろう。 
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【 佳 作 】 
 

（中小企業向け情報セキュリティ対策賞） 
 

 

 

中小企業における情報セキュリティ 

 

3 つの『ない』の解決策に関する一考察 

 

～中小企業を守る「サイバーセキュリティ 

 

防衛団」編成へ向けた提言～ 
 

 

 

 

 

 
鹿児島県サイバーセキュリティ協議会 

 
西川 彰、菊永 太志、鶴田 裕樹 
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地方の中小企業が抱える情報セキュリティ 3 つの『ない』 
 

 IPA の「2016 年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」や

大阪府商工会議所が公表している「中小企業におけるサイバー攻撃に関するアンケ

ート調査結果」を見ると、大きく以下のような 3 つの「ない」が理由となり十分な

体制整備や対策が行われているとは言い難いのが実状と考えられる。 

 

● 知識・スキルがない 

● お金・予算がない 

● 有識者・相談者（ヒト）がいない 

 

 また、経営的に多少余力のある企業においても、前述の IPA の実態調査によると

「費用対効果が見えない（見えにくい）」「どこから手をつけて始めれば良いか分か

らない」との理由が大きく、同様に十分な対策が行われているとは言い難い状況で

ある。これらのうち「どこから手をつけて始めれば良いか分からない」という中小

企業が抱える根強い課題に対する解決案の一つを本論文にて提案したい。 

 筆者らが大前提として考えるのは、中小企業に対して企業自身での情報セキュリ

ティ対策を求めるというのは現実的に考えて非常に難しいとの視点に立ちつつ、し

かしながら情報セキュリティ対策は喫緊の課題であるため、各市町村等の自治体単

位に中小企業向けの情報セキュリティ対策専門機関等の設置し、一般的なセキュリ

ティ関連企業が提供するような相談窓口から技術提供・導入コンサルティングを行

うという事を考えている。 

 この機関等の設置を提案するのは、まず前述 3 つの「ない」のうち「知識・スキ

ルがない」の課題解決へ繋がるとの見込みからである。これは、東京都を中心とす

る首都圏・関東圏域、また主要都市近郊の企業であれば、一般的な情報セキュリテ

ィベンダーとの繋がりを持ちやすく、選定を行なった上で技術調達を行う事が比較

的容易だが、地方都市となるとその状況は全く異なり、情報セキュリティベンダー

へのコンタクトすら行われていない地方における中小企業の実状が背景の一つとし

てある。また、一方で情報セキュリティベンダー側の課題として、一般的な情報セ

キュリティベンダーには大企業が多く、十分な見識・スキルを有していながらも、

製品導入や技術提供において販売代理店を仲介することが一般的で、地方の中小企

業における情報セキュリティニーズが把握しづらいため、情報セキュリティ対策製

品へのニーズの反映や技術提供の依頼に対するフレキシブルな対応が難しくなって

いる事が挙げられる。この地方の中小企業と情報セキュリティベンダーの二者間に

存在している技術提供に関するギャップを埋める橋渡しの役割を担う存在が地方に

おいては特に必要であると考えている。 

 次に「お金・予算がない」課題についてだが、これはまず金銭的な点を論じる前

に地方の中小企業における情報セキュリティに対する認識・意識の視点から大きく 
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二つに分けて考える。一つは情報セキュリティに対する意識が全くなく、その必要

性すら感じていない中小企業である。この場合、まず必要となるのは当事者意識や

危機感の醸成、情報セキュリティに関する意識付けなどの啓発活動であり、予算獲

得や費用負担以前の段階であると考え、何らかの対策が必要であることは当然とし

ながらも本論の対象からは一旦除外する。一方で、情報セキュリティ対策への意識

も高く、適切な対応を行いたいものの、前述の通り費用対効果が見えない（見えに

くい）ために費用・予算の決裁権者の理解を得にくい企業の場合、費用負担が一定

程度軽減され、かつ専門的な情報セキュリティ対策関連業務を引き受ける専門機関

が存在することはメリットが大きく、地方の中小企業においては情報セキュリティ

対策を導入するハードルを下げる効果も期待できると考えている。 

 3 つ目の「有識者・相談者（ヒト）がいない」課題について、本論文の考える情報

セキュリティ対策専門機関を構成する要員は情報処理安全確保支援士等の有識者を

想定している。この有識者が実際に現場となる中小企業へ赴き、情報セキュリティ

関連製品の導入などの技術調達はもちろんのこと、必要に応じてセキュリティポリ

シーの策定や関連する就業規則の見直しまで、実際の運用に必要となるものまで含

めたハンズオン型の支援を行うことで、地方の中小企業においても情報セキュリテ

ィ対策が実効性をもって推進されると見込んでいる。くわえて、この有識者らが地

域の情報セキュリティは地域で維持・保全する意識のもと、各市町村等のエリア単

位で一元的に情報セキュリティ対策を行い、実状や知見を共有することで実際の被

害実態やそれによる事業への影響などを把握し、エリア内の関連中小企業への注意

喚起を促すことができ、また現場の生の状況を踏まえた中小企業のニーズとして情

報セキュリティベンダーへ情報提供を行うことができるなど相乗効果も見込んでい

る。 
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データから見える情報セキュリティ対策における課題 
 

 ここで、地方を含む中小企業の情報セキュリティ対策に関するデータを押さえて

おく。IPAの「2016年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」

によると、情報セキュリティ対策についての相談先として挙がっているのは取引の

ある IT 関連企業が 52.9％と最も高い割合を示しているが、こと情報セキュリティ

対策においては、通常の業務システム等で取引のある IT 関連企業で適切であるかに

ついては大いに疑問が残る。それを示すデータとして、母数としては少ないものの、

本論文が想定している地方都市にて IT エンジニアとして 5 年以上のキャリアを有

するエンジニア 100 人を対象にアンケートおよびヒアリングを行ったところ、以下

のような結果であった。 

 

Q．情報セキュリティ関連の自身のスキルについて 

選択肢（択一式） 回答数 割合（％） 

自信がある 2 2.0 

どちらかといえば自信がある 7 7.0 

どちらともいえない 56 56.0 

どちらかといえば自信はない 24 24.0 

自信がない 11 11.0 

 

Q．実際にインシデント対応（トレーニング含む）を行ったことがあるか？ 

選択肢（択一式） 回答数 割合（％） 

ある 2 2.0 

どちらともいえない 1 6.0 

ない 97 97.0 

 

この結果をふまえると、（あくまで一地方都市の結果ではあるが）普段から IT 業務

が主となる IT 関連企業に在籍する一定レベルのエンジニアであっても情報セキュ

リティ分野に関しては対応において不安があり、さらに実際のインシデント発生時

における知見を有する人材はごく少数であることが分かる。 

 くわえて、再度 IPA の「2016 年度中小企業における情報セキュリティ対策に関す

る実態調査」によると、企業における情報セキュリティに関する情報収集先として

も、取引のある IT 関連企業が 52.6％、次いでインターネットが 39.9％と全体の

92.5％にも及んでおり、前述の内容も含めて考えると、地方の中小企業が相談相手

としても、情報収集先としてもある意味で依存している取引のある IT 関連企業が情

報セキュリティ対策においては、実効性を伴っておらず適切であるとは言い難い状

況である。 

 



32 

 

 また、万一情報漏洩やサイバー攻撃を受けるなどの情報セキュリティインシデン

トが発生した際に、発生後になって原因調査・分析や対応を行う情報セキュリティ

ベンダーを探すのでは時間がかかるばかりではなく、一刻を争う事態においてはそ

の対応の遅れが、そもそも企業にとって大きなダメージにもなりかねない。前述の

アンケート結果も示している通り、地方の IT 関連企業においては一定のキャリアを

有する IT エンジニアであってもインシデント発生時の対応を行った経験はほとん

どなく、事前にトレーニング等をしていない限りどのような対応を行なってよいか

は分からないことがほとんどである。 

 以上のことから、特に地方の中小企業にとっては、各市町村等のエリア単位に情

報セキュリティ専門機関が存在することは大きなメリットがあり、ひいてはそれら

中小企業がサプライチェーンの一部として関連している大企業にとってもサプライ

チェーン全体の情報セキュリティレベル向上に繋がり、非常に効果的であると考え

られる。 

 

課題解決へ向けた提言 
 

 実際に本論文の提案する市町村等のエリア別セキュリティ専門機関がどのような

機能を有し、どのような事を行なってゆくのか以下の通り案を示す。 

 

◆ 市町村等エリア別セキュリティ専門部署（機関）の役割等（案） 

 

① 情報セキュリティ早期警戒体制の整備・啓発活動 

 コンピュータウイルスによる被害やソフトウェア製品の脆弱性情報に

ついて、公的機関・JPCERT/CC などの中立的な組織や情報セキュリ

ティベンダーと情報共有するとともに、対応策を検討し、対策情報を

エリア内の企業へ周知・共有することで被害の拡大や未然防止を図る。

また、エリア内の中小企業を対象とした情報セキュリティレベルの向

上を目指す普及・啓発を継続的に実施する。 

 

② 中小企業における組織的情報セキュリティ対策の推進 

 エリア内の中小企業からの機密情報の漏洩等を防止するため、情報セ

キュリティポリシーの策定支援や情報セキュリティ監査を実施し、各

企業の内部統制に係る情報セキュリティ対策についても、その体制構

築を推進する。 

 

③ 中小企業における技術的情報セキュリティの仕組み構築 

 新たな脅威等への対応や情報セキュリティ対策の環境を整備するため

に、IT 製品のセキュリティ評価・認証基盤の整備、電子署名および認

証業務に関する調査・相談業務等、新たな脅威に対応するための技術

調査・検証を実施する。 
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 大まかにはこのような役割をもった機関が存在する事で、地方の中小企業が抱え

る情報セキュリティに関する課題を解決、もしくは負担を軽減できると考えている。

ちょうど現存する概念として、同様に市町村ごとに組織されている「消防団」のよ

うな「自主防災組織」と類似したスキームで運営される「自主防衛組織」がイメー

ジしやすいと考える。組織体制としても、各市町村の行政機関（市役所・役場）等に

部署として設置されるより、一部公共性を有する形態が望ましいと考えているため、

行政機関からの出資がなされた第 3 セクター方式や、NPO 法人方式など一定の法人

格を有する方式が良いのではないかと考えている。 

 

 本論文の提案の結びとして、想定している情報セキュリティ対策機関等が実効性

を伴って機能し始めれば、特に地方の中小企業にとっては不安が解消され、大きな

安心感とともに情報セキュリティ対策について委ねる事ができると考えられ、各企

業のセキュリティレベルに応じて段階的にどのように対策を講じてゆくかについて

も実現可能性を伴った具体的な方策が提示される事になるだろうと筆者は考えてい

る。 
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はじめに 

 

防衛力は国家の体力である。人の健康を取扱う医者が社会にとって必要であるよ

うに、国家の安寧を司る軍人・自衛官もまた国家にとって不可欠である。江戸期にお

いては医者は同時に兵学者であることも多かった5。近代的軍制の創設者大村益次郎

はじめ、高野長英、杉田玄白等は、医学を学ぶと共に兵学を語った6。医学が人の生

命を支えるように、兵学は国の命運を左右する。平時に顧みられず有事に必要とされ、

高い知見と技術が求められるのもまた同じである。だが今日では防衛問題は敬遠さ

れ、学術会議から忌避され、ことサイバーセキュリティを考える際にも看過されてい

るように見受けられる。 

危機管理の鉄則は、最悪に備えることである。サイバーセキュリティを考える際、

最も高度なサイバー攻撃を行うのは国家主体であることが多い。なぜなら経済目的

であれば、攻撃者は高度な防御を行う組織は避けて通るが、国家目的であれば、強固

に防御されていても成功するまで攻撃を続けるからである78。今日ではその攻撃対象

は国家機関のみならず、企業や個人まで及んでいる。オリンピック開催を控え、日本

でも大学をはじめとしてそれに焦点を当てた人材育成が本格化しつつある。だが防

衛を直視することなしに、その内容は果たして社会や組織のニーズに十分応え得る

ものとなるのであろうか。 

諸外国ではすでに防衛関係機関と民間教育機関が協力してサイバーセキュリティ

人材を育成する枠組みがある。その中で優秀な人材を発掘し、国全体としてサイバー

セキュリティ能力の向上が図られている国もある。国毎に背景、事情も異なり、知り

得ることにも限りがあるが、一般的にそれが言えることなのかを確かめるため、可能

な限り多くの国に現地調査、アンケート調査等を試みた。本研究は、そのようなサイ

バーセキュリティ能力拡張の動向を通じて、民間と防衛の在り方を考察するもので

ある。 

論述順序は、最初に研究背景としてサイバーセキュリティ人材の状況を概観し、次

に研究方法として先行研究等から導き出された研究課題等を提示し、次いで調査結

果として防衛を視野に入れた諸外国のサイバーセキュリティ人材に対する施策を明

示し、最後に論考考察として、それらの実例を分析する形で議論を進めることとする。 

 

１ 研究背景 

 

１． １ 民間の現状 

日本ではサイバーセキュリティ人材の増員が切実に求められている。 

世界におけるサイバーセキュリティ人材の状況は、図 1 のとおりである。米州にお

                                            
5 野口武彦『江戸の兵学思想』、中公文庫、1999 年、7 頁。 

6 杉田玄白はその著「形影夜話」で「患者の形体は敵国の地理」とし「其地に異なることあるは、必ず敵の謀計を設ける所あればなり。」

と医学を兵学になぞらえ交えながら述べている。 

7 伊東寛『サイバーインテリジェンス』、祥伝社新書、2015 年、75 頁。 

8 2010 年の米国とイスラエル諜報機関が共同で実施したスタックスネット事案はその証左とも言える。 



38 

 

けるサイバーセキュリティ人材は、2014 年以降 5 年間で年率 6.0%で増加し、2019

年には 190 万人に達するとされている。欧州・中東・アフリカの国々では 5.8%増加

して 130 万人、アジア太平洋の国々でも 4.7%増加し、同じく 130 万人に達すると見

積もられている9。 

 

（単位：千人） 

 
図 1 世界のサイバーセキュリティ人材数の状況 

(出典：(ISC)2 “The 2015 (ISC)2 Global Information Security 

Workforce Study” を基に筆者作成) 

 

しかしながら日本では、図 2 のとおり 2016 年で 28 万人、以降 2020 年までに年

率 3.3%しか上昇しないと予測されている。IT 人材全体として 2019 年以降人口減少

もあり、人材数は減少に転じ、平均年齢は上昇する一方であることが予想されている
10。 

 

                                            
9 (ISC)2 “The 2015 (ISC)2 Global Information Security Workforce Study”, 

https://www.boozallen.com/content/dam/boozallen/documents/Viewpoints/2015/04/frostsullivan-ISC2-global-information-security-

workforce-2015.pdf, 2017 年 8 月 17 日参照。 

10  経 済 産 業 省 『 IT 人 材 の 最 新 動 向 と 将 来 推 計 に 関 す る 調 査 結 果 」 、 233 頁 、

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/27FY/ITjinzai_fullreport.pdf、2017 年 8 月 17 日検索。 
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図 2 日本のサイバーセキュリティ人材数の状況 

（出典：経済産業省「IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」 

(2016)を基に筆者作成） 

 

１．２ 防衛の状況 

世界はサイバー軍拡の只中にある。報道によれば図 3 のように、アジアにおいて、

2013 年時点で中国軍におけるサイバーセキュリティ要員は 10 万名を超え、11北朝鮮

における要員は 5900 名であり12、韓国でも 1000 名存在するとされている13。欧米に

おいては、2015 年公表された米軍のデータによるとサイバーコマンドの要員数は

6200 名であり14、2016 年フランスでも 6000 名、2017 年ドイツでも 13000 名のサイ

バーコマンド創設構想が発表された15。 

また世界の中で、既に 30 か国以上の国がサイバー攻撃能力の獲得に努めている16。

このように、各国ともそのサイバー能力を高めつつあり、これらの動向への対応が求

められている。 

 

                                            
11「厚いベールに包まれた人民解放軍サイバー部隊「網電一体戦」構想で一体何を仕掛けようとしているのか？」、産経新聞 2016 年 3

月 22 日、原文は２０１３年４月に台湾の情報機関「国家安全局」が立法院（国会）に提出した報告書。 

12  「 韓 国 軍  積 極 的 な サ イ バ ー 作 戦 に 転 換 」 、 KBS WORLD RADIO ス ト 2014 年 10 月 10 日 、

http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_Po_detail.htm?No=52171 、2017 年 8 月 17 日検索、l 原文は同年 100 月 8 日韓国国防部

が国会の国防委員会に報告した「国軍サイバー司令部の力量の強化に向けた方策」。 

13佐 藤 仁 「 韓 国 のサイバー攻 撃 ：複 雑 化 する安 全 保 障 としてサイバースペース 」 、情 報 通 信 研 究 所 ニューズレター

Infocom 2013 年 3 月 16 日 、原 文 は「韓 国 軍 サイバー部 隊  年 内 に 1000 人 規 模 に倍 増 」、テレビ朝 日 2013 年 3 月

23 日 。 

14  「 米 、 サ イ バ ー 防 衛 部 隊 を 大 増 強  6200 人 規 模 に 」 、 日 本 経 済 新 聞 2015 年 4 月 23 日 、

https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM23H40_T20C15A4FF2000/、2017 年 8 月 17 日参照、原文は 2015 年 4 月 22 日付米国防

総省の発表。 

15 12016 年 10 月 24 日ベルギーで行われた NATO NMCDE&T のワークショップの席上、ドイツ海軍ラルフ中佐の発言。 

16 2017 年 6 月 1 日エストニアで行われた NATO サイバーカンファレンス CyCon2017 におけるマイクロソフト社の発表。 
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図 3 各国軍のサイバーセキュリティ要員数 

(出典：産経新聞 「厚いベールに包まれた人民解放軍サイバー部隊「網電一体戦」

構想で一体何を仕掛けようとしているのか？」 2015.1.12 等を基に筆者作成) 

 

２ 研究方法 

 

２． １ 先行研究 

情報学教育に関し、情報処理学会が 2016 年度に国内の 4 年制大学 758 校に対し

て調査研究を行ったものがある。そこでは教員・学生の現況、また教育環境の現状が

明らかになった17。情報処理推進機構は 2012 年に実践的な IT 人材育成のための産

学連携教育について国内外を調査している。そこでは国内 15 大学、海外 16 大学を

調査し、10 か国を超える国々の教育制度等にも言及し、そのあるべき姿を模索して

いる18。だが産業や政府との連携まで視野に入れているものの、共に防衛に関する記

述はほとんどない。 

また海外では、Brown et.al (2012)が米海軍兵学校のサイバーセキュリティ教育の

検討過程と実践の状況を記している19。Spidalieri et al (2016)は米国における各軍士

官学校等のサイバーディフェンス教育の状況を定量的な分析をも併せて分析してい

る20。けれどもそこには民間教育との関連までの踏み込んだ分析は十分ではない。 

                                            
17 一般社団法人 情報処理学会『超スマート社会における 

情報教育の在り方に関する調査研究ー文部科学省先導的大学改革推進委託事業 平成 28 年度報告書』、2017 年 3 月、 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2017/06/26/1386892_1.pdf、2017 年 8 月 3 日検索。 

18 情報処理推進機構 『実践的な IT 人材育成のための産学連携教育に関する国内外の事例調査 

事業報告書』、2012 年 5 月、https://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/chousa/2011_jirei/index.html 、2017 年 8 月 3 日検索。 

19 Christopher Brown, Frederick Crabbe, Rita Doerr, Raymond Greenlaw, Chris Hoffmeister, Justin Monroe, Donald Needham, 

Andrew Phillips, Anthony Pollman, Stephen Schall, John Schultz, Steven Simon, David Stahl, Sarah Standard “Anatomy, Dissection, 

and Mechanics of an Introductory Cyber-Security Course’s Curriculum at the United States Naval Academy “ ITiCSE '12 

Proceedings of the 17th ACM annual conference on Innovation and technology in computer science education proceeding 2012 

20 Francesca Spidalieri Jennifer McArdle“Transforming the Next Generation of Military Leaders into Cyber-Strategic Leaders: The role 

100,000 

6,200 6,000 
1,000 

13,000 

6,000 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

中国 米国 北朝鮮 韓国 ドイツ フランス



41 

 

即ち民軍関係を視野に入れた研究は、管見の限り見当たらなかった。 

 

２．２ 研究課題 

先述のように各国ともそのサイバーセキュリティ人材の所要は高まる一方で、そ

の急速な拡充を図っている。一般的にそのサイバーディフェンス能力の拡充を図る

中に、産官学との連携のみならず、軍との連携を行い強固なサイバーセキュリティ体

制が構築されているのではないか。本研究では、これを研究課題とし、調査・分析す

ることとした。 

 

２．３ 研究方法 

本研究では、アンケート調査及び現地調査を中心に分析することとした。 

 

［アンケート調査］ 

アンケート調査の対象国は、2016 年防衛大学校で開催された国際防衛学セミナー

の参加国中回答のあった表１の国々で、特に本調査のために選んだ国々ではない。調

査期間は 2016 年 5 月～6 月であった。 

 

表 1 アンケート調査対象国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また質問の内容は以下のとおりである。 

（研究交流） 

Q1:「軍が関与するオープンなサイバーカンファレンスはありますか。」 

（人材発掘） 

Q2:「軍が関与するオープンなサイバー競技はありますか。」 

（教育交流） 

Q3：「軍が関与する部外におけるサイバー教育プログラムはありますか。」 

 

 

 

 

                                            
of cybersecurity education in US service academies” Potomac Institute Spring 2016 
 

調査対象国 

カナダ イスラエル 

中国 日本 

フィンランド 韓国 

フランス 米国 
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［現地調査］ 

現地調査の対象国は表２のとおりである。対象とした国々は、筆者が調査目的で訪

問した国々である。また調査期間は 2012 年 8 月～2017 年 8 月であった。 

表 2 現地調査対象国 

調査対象国 調査時期 

ベルギー（NATO 会合）  2016 年 7 月、11 月 

エストニア  2017 年 3 月、2017 年 5 月 

フィンランド  2017 年 3 月 

フランス  2016 年 3 月、2017 年 3 月 

イスラエル  2012 年 8 月 

韓国  2012 年 8 月、2017 年 2 月 

オランダ  2017 年 3 月 

ポルトガル（NATO 会合） 2017 年 4 月 

英国 2012 年 8 月 

米国 2016 年 11 月、2017 年 8 月 

 

３ 研究結果 

 

３． １ アンケート調査 

 アンケートの結果は以下のとおりであった。 

 

（研究交流） 

Q1：「軍が関与するオープンなサイバーカンファレンスはありますか。」（図 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.5%

37.5%

0.0%

Yes

No

Unanswered

図 4 Q1 に対する回答（出典：アンケート調査結果を基に筆者作成） 
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（人材発掘） 

Q2：「軍が関与するオープンなサイバー競技はありますか。」（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育交流） 

Q3：「軍が関与する部外におけるサイバー教育プログラムはありますか。」 

（図 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 現地調査 

現地調査の結果は以下のとおりであった。 

 

[NATO] 

〔MNCDE&T：Multi National Cyber Defense Education & Training workshop〕 

NATO では、2014 年から 20 か国を超える国々が参加する MNCDE&T の会合を

定期的に開催している。その目的は、サイバーセキュリティ能力目標を達成するため、

NATO 加盟国を支援することにある。最終的にサイバー関連の用語の定義やサイバ

ーセキュリティ教育訓練の分類、標準サイバーセキュリティ教育訓練カリキュラム

等を定め、各国軍及び各大学等での育成コースを整備するとともに、作成した e-

learning コンテンツを相互に活用できるよう、共通プラットフォームも構築される

予定である。また EU のサイバーセキュリティ人材政策とも同期させようとしてお

り、その活動は広がりを見せている21。 

                                            
21 2016 年 7 月 19 日、20 日、10 月 24 日、25 日、2017 年 4 月 27 日 NATOMNCDE&T 会合参加により得た内容。 
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図 5 Q2 に対する回答（出典：アンケート調査結果を基に筆者作成） 

図 6 Q3 に対する回答（出典：アンケート調査結果を基に筆者作成） 
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［米国］ 

〔CAE-CD：Center of Academic Excellence-Cyber Defense〕 

国家安全保障局（NSA）では、国土安全保障省（DHS）とともに CAE-CD のプロ

グラムを有している。これはサイバーセキュリティ分野の高等教育を推進し、国家の

脆弱性を軽減することを目的とし、推奨するプログラムを実施する学校を認定し、そ

の適応範囲を拡張させていくものである。1998 年に国家安全保障局（NSA）によっ

て創設され、2004 年からは国土安全保障省（DHS）も参画している。これに参加す

る学校は研究費、学生は奨学金を得ることができる。2008 年からは博士レベルの研

究も開始されている2223。 

 

〔US CYBER CHALLENGE〕 

US CYBER CHALLENGE は、サイバーセキュリティ分野の人材不足を解消す

るため、1 万名の育成を目指して米国行政予算管理局により 2009 年から始まったも

のである。多くの高校、大学、大学院、ICT 企業、国立研究所や軍等がその運営に協

力している。この活動は学生にとりサイバーセキュリティに関する教育、技術開発及

び就職機会を得るための重要な役割を果たしている。米海軍では U.S.CYBER 

CHALLENGE で優秀な成績を収めた高校生に対し、4 年間全額給付の奨学金を与え

てたりもしている24。 

 

［英国」 

〔ACE-CSR：Academic Centre of Excellence for Cyber Security Research〕 

 英国でも ACE-CSR というフレームワークがある。その目的は、サイバーセキュ

リティ分野の研究で英国の優位を確保するため、独自の研究を通じた英国のサイバ

ーに関する知識基盤の拡張、サイバーセキュリティ分野における優秀な人材の輩出、

イノベーションのレベル向上と併せて、政府通信本部（GCHQ）のサイバー防衛任務

を支援することも含まれている。2012 年から政府通信本部（GCHQ）を中心として、

ビジネスイノベーション省等とともに実施され、オックスフォード大学やケンブリ

ッジ大学等 11 の大学を拠点校として認定している2526。 

 

〔Cyber Security Challenge UK〕 

 英国にもサイバーコンペティション Cyber Security Challenge UK がある。こ

れはこの分野の人材確保と、若年者層の教育のために実施されるもので、2010 年に

始まった。その出資元は、内閣府、IT 企業に加え、政府通信本部（GCHQ）も関与

                                            
22  National Centers of Amcademic Excellence in Information Assurance / Cyber Defense  Homepage 

https://www.nsa.gov/ia/academic_outreach/nat_cae/、2016 年 2 月 21 日参照。 

23 2017 年 10 月 21 日~23 日、米陸軍サイバー研究所主催 CｙCon US 参加時に得た内容。 

24 U.S.CYBER CHALLENGE HOME PAGE http://www.uscyberchallenge.org/、2016 年 2 月 21 日参照。 

25 Academic Centre of Excellence for Cyber Security Research(ACE-CSR)Homepage, http://sec.cs.ucl.ac.uk/ace_csr/、2016 年 2 月

21 日参照。 

26 2012 年 8 月イギリス訪問時に得た内容。 
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している。競技は、暗号やリスク分析など数種目に分かれて競われ、優勝者は一年間

「UK Cyber Security Champion」の称号を得るとともに、関連職への就職の際有利

になる。賞金総額は 10 万ポンドで、奨学金や給与支給のあるインターンシップ等に

用いられている27。 

 

［フランス］ 

〔ブルターニュサイバークラスタ〕 

フランスでは国防省、地方、産業が連携してブルターニュ半島にサイバー特区を設

け、研究教育の振興を図っている。ブルターニュ半島は多くの大学が集まる文教地域

であり、また多くの軍通信関連部隊が駐屯している。この地にサイバークラスタを設

け、5 年間で約 420 億円を投資し（地方・産業・国防省各 1/3)、4 つの研究所、20 の

教育コースを設置した。それにより若年者を集め、サイバー教育を行い、産業を振興

させるとともに、将来の高度なサイバー技術開発を企図している28。 

 

［オランダ］ 

〔ハーグサイバーデルタ〕 

オランダではオランダ応用科学研究機構、商工会議所、西オランダ外国投資庁等が

中心となって構築した、ハーグサイバーデルタと呼ばれるサイバークラスタがある。

その目的は、国家安全保障、サイバーセキュリティ、フォレンジック、重要インフラ

ストラクチャの保護といった重要なテーマに関するイノベーションを図ることにあ

る。その中には“Cyber Security Academy“と呼ばれる教育機関があり、サイバーセ

キュリティの専門家を養成している。それは同時にハーグセキュリティデルタをヨ

ーロッパの主要なクラスタにさらに発展させようと企図するものでもある29。 

 

［フィンランド］ 

〔修士課程：サイバー防衛教育〕 

フィンランドのサイバーセキュリティの修士課程では、サイバー紛争の教育が行

われている。そこではサイバーセキュリティに関する国際法や戦略の分析、攻撃と防

御が教えられる30。 

 

〔ユバスキュラサイバークラスタ〕 

内陸部にある軍事上の要衝ユバスキュラには産官学軍連携したサイバークラスタ

が存在する。当地にあるユバスキュラ大学では、学内に国家のサイバーレンジが設置

されている。そこでは一般の大学生のほか、軍人、官僚も教育を受ける。また定期的

に産官学軍が連携して演習が行われている31。 

 

                                            
27 Cyber Security Challenge UK homepage、 https://www.cybersecuritychallenge.org.uk/、2017 年 8 月 3 日参照。 

28 2016 年 3 月、2017 年 3 月フランス陸軍士官学校訪問時に得た内容。 

29 2017 年 3 月オランダ デルフト大学訪問時に得た内容。 

30 2017 年 3 月フィンランド ユバスキュラ大学訪問時に得た内容。 

31 2017 年 3 月フィンランド ユバスキュラ大学訪問時に得た内容。 
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［エストニア］ 

〔国防科目：サイバーセキュリティ教育〕 

エストニアでは義務教育の中で国家レベルのサイバーセキュリティ教育が行われ

ている。上級生（10～12 年生：15～18 歳）では「国防」科目の一環としてサイバー

セキュリティに関する知識の付与が行われ、模擬ハッキングを行う授業も行うとこ

ろがある3233。 

 

［イスラエル］ 

〔Cyber Spark〕 

イスラエルでは南部の中心都市ベエルシェバに Cyber Spark と呼ばれるサイバー

クラスタがある。そこではベングリオン大学が中心となって軍、国際企業や起業家と

共に先端的な研究やサイバーセキュリティの修士課程を設置するなどして専門的な

教育が行われている。軍はサイバー司令部を学内に移転し、サイバー関連部隊を南部

地域に移動させた。国内のソフトウエア開発大手や起業家支援グループや、米ＩＢＭ

とドイツテレコムも拠点を設けている34。 

 

〔Talpiot〕 

また徴兵制度を有するイスラエルでは、徴兵対象者の中から最も優秀な人材を選

抜する制度が複数ある。そのような教育の最上位のレベルにタルピオットと呼ばれ

ているものがある。毎年そのプログラムに、当年徴兵対象になる約 100、000 人の高

校生の中から最も優秀な 10000 名を選んで試験に招聘し、様々な角度から選別し、

50 名を選び、大学で物理学とコンピュータサイエンスを勉強させる。このプログラ

ムは教育省の協力のもと、すべて国防省によって管理、運営されている。除隊後は起

業して成功するものも多く、経済界におけるリーダーの供給源ともなっている35。 

 

［韓国］ 

〔高麗大学サイバー防衛学部〕 

高麗大学には、2011 年から韓国国防部と提携し、エリートサイバー士官の育成の

ためのサイバー防衛学部がある。そこでは 4 年間奨学金が支給され、卒業後は士官

任官を保障されている。また義務服務期間（7 年）の後には様々な分野への就職が可

能となる。その教授陣も、韓国を代表する学者、ハッカー、CEO、軍トップ出身等、

サイバーセキュリティ理論及び実戦感覚に優れた教授らが教育を行う。この学科開

設を受けて、韓国の知識経済部（経産省に相当）は、サイバー国防学科の卒業生の起

                                            
32 一般財団法人 国際 IT 財団「IT 教育・IT 人材育成に関する海外調査 2014(英国・エストニア)報告」2015 年 2 月 27 日、

https://www.atpress.ne.jp/news/57792、2017 年 8 月 3 日参照。 

33 2017 年 5 月 31 日 エストニアで行われた Cycon2017 で得られた内容。 

34  「 安 保 の 国 際 秩 序 先 導  米 欧 な ど と 有 志 連 合 構 想 」 、 産 経 新 聞 2014 年 2 月 13 日 、

http://www.sankei.com/economy/news/140213/ecn1402130041-n1.html、2017 年 8 月 3 日参照。 

35 井手達夫 「イスラエルのサイバーセキュリティ-Ⅰ テルアビブ大学 ベン・イスラエル博士に聞く」『行政＆情報システム 2013 年 2 月

号』、2013 年、20 頁 2012 年 8 月イスラエル訪問時に、彼の国のサイバーセキュリティの第 1 人者 Ben Issac Israel 教授にインタビュー

した際の内容を記事にしたもの。 
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業支援等を含む産業人材育成及び管理革新方案を発表している36。 

 

４ 論考考察 

 

アンケートの結果、調査対象国の中で、半数を超える国では人材育成に関する民間

と防衛の連携があることが明らかになった。 

軍関与のオープンサイバーカンファレンス、サイバー競技、部外におけるサイバー

セキュリティプログラムの設置に関しては、それぞれ 62.5%、62.5%、75.0%と、全

て過半数の国が実施しており、該当項目のない国はなかった。 

現地調査等の結果、多くの国々において、産官学のみならず、軍を含めたサイバー

セキュリティ人材を育成する枠組みがあることが明らかになった。 

調査した内容を、民間の義務教育・高等教育の期間における「教育」と、その中か

ら優秀な能力を有するものを選抜する「発掘」、それらの人材を軍・社会で育てて活

用する「育成」に分けると表３のようになった。 

表 3 現地調査の分類結果 

  教育 発掘 育成 

[NATO] 〔MNCDE&T〕 
  

 
〔MNCDE&T〕 

［米国］ 〔CAE-CD〕     

   
〔US CYBER 

CHALLENGE〕 
  

［英国」 〔ACE-CSR〕     

   
〔Cyber Security 

Challenge UK〕 
  

［フランス］     
〔ブルターニュサイ

バークラスタ〕 

［オランダ］     
〔ハーグサイバー 

デルタ〕 

［フィンランド］ 
〔修士課程：サイバ

ー防衛教育〕 
  

〔ユバスキュラ 

サイバークラスタ〕 

［エストニア］ 

〔国防科目：サイバ

ーセキュリティ  

教育〕 

    

［イスラエル］   
  〔Cyber Spark〕 

〔Talpiot〕 

［韓国］ 
 

 
〔高麗大学サイバー防衛学部〕 

（出典：現地調査結果等を基に筆者作成） 

 

                                            
36 2012 年 8 月韓国 高麗大学訪問時に得た内容。 
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その結果、対象とした 8 か国（NATO を除く）の施策のうち、軍と連携した教育

に関しての施策の存在が明らかになった国の割合は 1/2、発掘に関しての施策の存在

が明らかになった国の割合は 1/2、育成に関しての施策の存在が明らかになった国の

割合は 3/4 であった。 

教育に関しては、NATO 諸国をはじめ、調査対象国の内、半数の国々では、防衛に

関する内容も含めて高等教育におけるサイバーセキュリティ教育の中で教えようと

する努力が行われていることが明らかになった。これは個人や企業といった民間部

門ですら、国家や軍の攻撃対象とされる昨今の情勢に対応する努力の表れであると

考える。またエストニアでは、義務教育から防衛の教科の中でサイバーセキュリティ

が教えられているが、2007 年の国家的なサイバー攻撃を受けた国として、その教訓

の反映であると考える。 

発掘に関しては、徴兵制度のあるイスラエルや韓国では、試験制度を通じて、また

それのない米国や英国ではサイバー競技を通じて、優秀な人材を国家防衛のために

発掘することが行われていることが明らかになった。これは軍レベルの最高度攻撃

に対して、軍が国家や社会を防護するための意思の表れであると考える。 

育成に関しては、フランス・オランダ・フィンランド・イスラエルでサイバークラ

スタが構築され、産官学のみならず、軍も含めて人材を育成・活用していることが明

らかになった。特にオランダの調査では欧州内でのクラスタ間の競合があることが

判明し、今回の調査対象とすることができなかった国々でも広く構築されているこ

とが推察される。またイスラエル・韓国では、制度的に軍で活躍した人材を産業でも

活用しようとしている。優秀な人材は貴重な存在であり、民軍ほぼ同じ技術が使われ

るサイバーセキュリティの分野で、国の防衛と産業の育成を同時に図ろうとしてい

ることは興味深い。 

総じて、今回調査対象とした国々では、全ての国において民間と防衛の連携した関

連施策があり、その協力の中でサイバーセキュリティ能力の構築が図られているこ

とが明らかになった。 

 

おわりに 

 

本研究においては、一般的に諸外国では軍との連携の中にサイバーセキュリティ

人材の育成体制を構築しているか否かを明らかにするため、アンケート・現地調査等

を実施した。その結果、調査対象国の内、過半数の国では、軍教育機関において民間

との連携の中でサイバーセキュリティ教育を行っていた。民間教育においても防衛

内容を含めた教育が行われ、優秀な人材を発掘して防衛部門での活用を図るととも

に、サイバークラスタを構築して防衛も交えた社会の連携の中で人材を育成してい

た。民間と防衛の協力関係が見られなかった国はなかった。今回調査対象国は筆者の

調査可能であった国々であり、一般性の担保と包含される恣意性についての課題は、

今後調査範囲を拡大していく中に解消したいと考える。 

日本の政策は、内閣サイバーセキュリティセンターでその総論をまとめているも

のの、個々の施策は各省毎となっているものがほとんどである。防衛は必ずしもアカ
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デミア等から十分な協力を得ているとは言い難く、民間との連携にも向上の余地が

あると思われる。そうした背景に共通の脅威認識の不足と、それに対する適切な目標

設定がなされていないことがある。産官学と併せて自衛隊もまた攻撃に晒されてい

るサイバー脅威に対し、協力を図っていくためには、目標を揃えていかなければなら

ない。 

その目標は、高く遠くに掲げるべきである。高度な国家レベルの脅威対処への挑戦

はその高みとなるだろう。また遠くの灯台を目あてに船人は航海をすることがあっ

ても、目の前の灯台に乗り上げる者はいない。平和を求めるあまり、それを目の前に

据えて国を沈めるようなことがあってはならない。すでに年間 1280 億回を超えるサ

イバー攻撃37の前に、その善意を信頼することが無力なように、逆説的なようだが防

衛力を備えることが、脅威を防ぐ方法である。 

逆説的であるのは危機管理の常である。目を背ければ現れ、見つめれば色褪せる。

サイバーセキュリティも同様である。幾何級数的に増える一方のサイバー攻撃、とり

わけ最も高レベルと思しき国家的主体や軍からのものに対し、防衛を忌避するあま

り、目を背け協力が図られないままであれば、他国が協同して急速に力をつけつつあ

る中、その破局はいつの日か現実のものになるだろう。 

最後に今日の有様を顧みるとき、幕末の黒船の到来に際して、吉田松陰が松下村塾

を作ったことが思い起こされる。諸外国との隔絶した力の差を目の当たりにして、彼

は迂直ではあるが、そこで身分を分け隔てることなく人を育てることから始めた。２

１世紀に入って今、再び新たな国難に直面している。その中にあって我々もまた、立

ち遅れを認識し、脅威を直視し、防衛も含め、力を合わせてその人材の育成から始め

ていくべきだと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 「サイバー攻撃 1281 億回 16 年 IoT 機器狙い急増」日経新聞 2017 年 2 月 8 日、 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H3L_Y7A200C1000000/ 2017 年 8 月 3 日参照。 
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１ 目的 

  公益財団法人 防衛基盤整備協会は、公益目的事業として、広く国民の皆様に

対し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解を深めていただくため

に各種の事業を行っております。 

本事業は、情報セキュリティに関する懸賞論文を募集・表彰するもので、多く

の方から論文を応募していただくことを通して、情報セキュリティ意識を高める

とともに、情報セキュリティ技術の発展を促し、多くの皆様に情報セキュリティ

に関する理解を深めていただくことを目的にしております。 

 

２ 情報化社会のセキュリティの現状 

情報通信技術は社会経済や安全保障の基盤であるばかりでなく、個人の生活レ

ベルにおいてもあらゆるものが依存しています。しかし、コンピューターやネッ

トワークの脆弱性を突いて攻撃を仕掛けてくるサイバー攻撃は情報化社会の大き

な脅威となっています。 

サイバー攻撃の脅威は、企業や組織の規模の大小や業種・業界に関係なく、そ

の手法は日々、高度化・巧妙化し、セキュリティリスクはかつてなく高まってい

ます。 

特に大きな問題になっている標的型攻撃では、攻撃者は特定の企業や組織を狙

って、従業員宛てにウィルスを添付したメールを送付し、従業員がメールを開く

とＰＣにウィルスが感染する。攻撃者はその感染したＰＣを踏み台にして、社内

ネットワークに侵入します。攻撃者は侵入に成功するまで次々と執拗に攻撃を繰

り返し、その企業・組織が保有する顧客情報や技術情報などを盗み出します。 

さらに最近では、個人ユーザーに対してウィルスやフィッシング詐欺によるイ

ンターネットバンキングの認証情報やクレジットカード情報の窃取、ＰＣやスマ

ートフォン内のファイルの暗号化や画面をロックすることにより身代金を要求し

てくる「ランサムウェア」による被害も増大しており、サイバー攻撃による被害

は一向に減る気配を見せておりません。 

あらゆる「モノ」がインターネットと接続されるＩｏＴは日常生活の質を向上

させると同時に、インターネットを利用するＩｏＴ製品はセキュリティ上の脅威

についても軽視することはできません。 

インターネットはあらゆる場面で便利さをもたらす一方で、このような情報セ

キュリティ上の脅威に対して、今後、どのようなセキュリティ対策を講ずれば良

いのでしょうか。 

今年度の懸賞論文のテーマを次の三つとしました。それぞれのテーマにつきま

して、事例や取り組みの手法、提案、考察又は創造性に富んだアイデア・提言を

論文にまとめてください。 

なお、読み手がそれぞれのテーマについて理解を深められるよう、具体的かつ

分かり易い内容の論文を期待しております。 

平成２９年度情報セキュリティに関する懸賞論文募集要項 
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（１）テーマ１ 

   「インターネット社会に潜むセキュリティ脅威とその対策について」 

     

 自動車や家電製品及び医療機器等、様々なものがインターネットとつ 

ながり、生活をより便利なものへと変えています。 

「モノ」がインターネットに接続され、インターネットを介して相互 

に情報をやりとりするＩｏＴは、日常生活の質や利便性を向上させます。 

しかし、その一方で、悪意を持った攻撃者はＩｏＴ機器を狙ったサイ 

バー攻撃を仕掛けることが考えられます。 

例えば、看護や介護の世界において、ＧＰＳ、カメラ、医療機器等と 

コンピューターとの連接による遠隔地での状況確認や、医療機器とコン 

ピューターとの連接による病状の管理等、治療に有効活用することがで 

きますが、反面、悪用された場合は、人命に重大な影響をもたらす恐れ 

があります。また、自動車へのインターネットやコンピューターの活用 

も進んでおり、自動車ハッキングが大規模に行われるのも時間の問題と 

も言われています。自動車が人質にされたり、自動運転車のハッキング 

で手に入れた位置情報がハイジャックに利用されたりするほか、不正な 

監視や情報収集など、自動車を狙う様々な脅威が考えられます。ＩｏＴ 

デバイスがサイバー犯罪者に悪用されることが危惧されます。使用者と 

しては、各自がセキュリティに対する意識を持つことが重要であります。 

便利さだけでなくセキュリティリスクも伴うインターネット社会のセ 

キュリティ対策をどのように進めるべきか、どのように啓発していけば 

よいのかについて事例や取り組みの手法、提案、考察又は創造性に富 

  んだアイデア・提言を論文にまとめてください。 

 

（２）テーマ２ 

   「中小企業における情報セキュリティ対策について」 

 

近年は中小企業においても企業活動を行う上で、インターネットは重 

要な手段となっています。しかしながら、中小企業の情報セキュリティ 

対策の取り組みは大規模な企業・組織に比べ、対策要員の確保や設備の 

面からも十分とは言えません。サイバー攻撃者は、企業固有の営業秘密 

や顧客から預かった重要な情報を窃取したり、大規模な企業・組織の情 

報の窃取を目的に、サプライチェーンを構成する情報セキュリティ対策 

の比較的弱い中小企業を攻撃し、大規模な企業・組織の情報システムに 

侵入するために必要な情報の入手を行うことが危惧されます。 

このような脅威に対し、情報セキュリティ対策に投入できる人と資金 

に限りのある中小企業の情報キュリティ対策をどう進めるべきか、どの 

ように考えていくべきなのか、について事例や取り組みの手法、提案、 
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考察又は創造性に富んだアイデア・提言を論文にまとめてください。 

 

（３）テーマ３ 

   「自由課題」 

 

   情報セキュリティにおいて、皆様が日ごろ重要だと考えておられる視 

点からの、取り組みの事例や提案、創造性に富んだアイデア・提言を論 

文にまとめてください。 

 

３ 応募資格 

情報セキュリティに関心のある方で、この「情報セキュリティに関する 

懸賞論文募集要項」に同意される方です。 

 

４ 応募規定 

（１）応募作品は本人のもので、日本語の論文とし、４，０００～８，００ 

０字以内とします。（ただし、表紙、目次、添付資料、データ・図表、参 

考資料、ページ番号は文字数に含みません。） 

図表や写真はカラーでも構いませんが、印刷の関係上、白黒となりま 

す。 

（２）表彰の対象は、募集要項により応募のあった懸賞論文 

   ただし、論文は未発表、未提出のものであり、既発表論文、既提出論 

文の応募はできません。平成２９年１２月１４日（木）当日まで発表予 

定の無いものとします。 

発表済みの論文に著しく似ている論文は、審査対象外となることがあ 

ります。 

（３）応募期間は、平成２９年５月１２日（金）～８月３１日（木）です。 

（当日の消印有効） 

（４）図表等を他の文献から転用した場合は、その出典元を明記してくださ 

い。 

   引用・転載の明記がなく引用・転載された論文は、審査対象外となる 

場合があります。 

 

（５）応募作品の様式等 

  ア 論文はワープロソフト（ＭＳ－Ｗｏｒｄ（バージョン：Ｗｏｒｄ 

２０１３以降））で作成してください。手書き原稿は、審査対象外とな 

ります。 

  イ Ａ４版横書き ３４行×３６字を標準とし、ＭＳ明朝１２ポイント。 

余白は、上３５ｍｍ、下 30mm、左 30mm、右 30mm。 

  ウ 論文提出方法は、メール、ＦＡＸ又は郵送とします。 
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    エ 論文の提出に当たっては、応募原稿の表紙に、「ご自分の書かれた内 

容にふさわしい具体的なタイトル」を表示して下さい。 

なお、氏名、連絡先、連絡手段を必ず記載して下さい。 

  オ 論文本文には必ずページ番号を打って下さい。 

 

５ 表彰の内容 

  受賞者（個人又はグループ）には、次の賞状等を贈呈 

（１）賞状 

（２）賞金（最優秀賞１件：５０万円、佳作３件以内：各１０万円） 

 

６ 表彰状贈呈式及び祝賀会 

（１）時期及び場所 

１２月１４日（木）予定 ホテルグランドヒル市ヶ谷 

（２）招待者 

   防衛事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、大臣官房長、防衛省各 

局長 等  

   細部は別途計画 

 

７ 選考等 

（１）論文は部外及び部内の専門家で構成する「情報セキュリティ論文選考 

等委員会」において公平、適正に審査及び選考を行い、受賞者は、平成 

２９年１１月上旬に本人へ通知します。 

（２）表彰式は１２月１４日（木）を予定しています。受賞者は表彰式に出 

席して頂きます。 

（３）委員会委員から、提出された論文の内容についてお尋ねする場合があ 

りますので、予めご了承願います。 

 

８ 作品の取扱い 

（１）応募された作品は返却いたしません。 

（２）受賞作品の著作権は当協会に帰属するものとします。受賞作品の無断 

転載・複製は禁じます。 

 

９ 受賞作品の紹介等 

（１）受賞作品のホームページへの掲載 

受賞作品は、１２月の表彰式終了後、当協会のホームページに掲載し 

ます。 

（２）受賞作品のセキュリティ産業新聞への掲載 

   受賞作品は、１２月の表彰式終了後、セキュリティ産業新聞に掲載し 

ます。 
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（３）受賞作品を掲載した小冊子の作成、配付 

   受賞作品を掲載した小冊子を作成し、各省庁、外郭団体（情報処理推 

進機構、日本ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会等）、各都道府県公立図書館、防衛調達 

関連企業等に配付するとともに、当協会主催の情報セキュリティ講演会 

等（延べ約３５０名）の参加者に配付します。 

（４）最優秀賞受賞者は、平成３０年２月に開催予定の情報セキュリティ講 

演会において、講演していただく予定です。 

 

10 その他 

（１）表彰式参加にあたり、肖像権は主催者に帰属いたします。 

（２）応募にあたり記入頂いた個人情報は、審査結果通知に付随する事項を 

行うためのみに使用いたします。 

（３）受賞者の所属組織名（企業名、学校名など）及び氏名は公表させてい 

ただきます。 

（４）応募及び問い合わせ先 

   公益財団法人 防衛基盤整備協会 防衛基盤研究センター  

業務部企画課 担当：五十嵐 

   ℡：０３－３３５８－８７５４ fax：０３－３３５８－８７３５ 

   E-mail:koueki@bsk-z.or.jp    https://ssl.bsk-z.or.jp 

     〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号 ラボ東京ビル７階 
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公益財団法人 防衛基盤整備協会は、公益目的事業として、広く国民の皆様に対

し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解を深めていただくために各

種の事業を行っております。 

 
１ 情報セキュリティ講演会 
  広く情報セキュリティの現状や情報漏えいへの対応策に関する正しい知識 

を広め、理解を深めていただくため、この分野に知見を有する学者、研究者等 

を招へいし、講演会を行います。聴講は無料です。 
 

２ 情報セキュリティに関する調査研究 

  情報セキュリティ対策の不備が大きな社会問題となっている現状に鑑み、防 
衛装備品等の情報セキュリティ対策についての情報収集、分析、対応策等の研 

究を行い、その成果を印刷して防衛関連企業等、防衛省・自衛隊などの官公庁、 

研究機関、公立図書館へ無料配布します。 
 

３ 保全小冊子の発行 

米国などの政府機関の公刊資料の中から、情報セキュリティの現状や情報漏 
えいの最新の対応策に関する資料を選定、翻訳・印刷して保全小冊子にし、防 

衛調達関連企業、防衛省・自衛隊などの官公庁、研究機関、公立図書館へ無料 

配布します。 
 

４ 保全講習 

（１）装備品の調達に係る講習 
    「特別防衛秘密」、「特定秘密」及び「秘密」に指定されている防衛装備品 

の製造等を防衛省から委託又は今後委託を予定されている企業の方を対象 

に保全講習を実施しています。（※建設業の方も受講可能です。） 
（２）建設工事等に係る講習 

    「特定秘密」及び「秘密」に係る防衛施設・建設を防衛省から受注又は今 

後受注を予定されている建設業の方を対象に保全講習を実施しています。 
 

 ５ 情報保全支援事業 

   各企業様に防衛省の調達における情報セキュリティ基準に対応した情報保 
全の体制構築及びその運用管理の全プロセスにわたり、企業の業務を側面から 

全面的に支援いたします。 

 
 ６ 参考図書の販売 

 （１）特定秘密保護関係法令集 

 （２）特定秘密の保護に関する法律 
 （３）国家産業保全プログラム運用マニュアル（NISPOM） 

（４）国家産業保全プログラム運用マニュアル（要約版、略語表） 

 

 

情報セキュリティに関する各種事業の紹介 
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左 記 の 各 種 事 業 の 内 容 及 び 本 論 文 集 は 、 当 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 
（https: / /ssl.bsk-z.or .jp）でもご覧いただくことができます。このホームページに
は、皆様のお役に立つ情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 
平 成 ２ ９ 年 度 

「情報セキュリティに関する懸賞論文」受賞作品 
 
平成２９年１２月 発行 
非 売 品   禁 無 断 転 載・複 製 
発 行 ： 公益財団法人 防衛基盤整備協会 
編 集 ： 防衛基盤研究センター論文選考等委員会 

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町１５番９号 ラボ東京ビル７Ｆ 

電  話 ０３－３３５８－８７５４ 

ＦＡＸ ０３－３３５８－８７３５ 

メール koueki@bsk-z.or.jp 

U R L  https://ssl.bsk-z.or.jp  

 

 

 

https://ssl.bsk-z.or.jp/
mailto:koueki@bsk-z.or.jp

