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はじめに
情報技術(IT)は進化を続けており、IPv6、クラウドといった新しい技術やサービスが次々に
生みだされ、実用化されている。技術の変容は、ビジネスプロセスを変革し、マネジメントの
構造を変え、新しい事業機会と市場を生み出し続けている。このような技術革新は、従来の市
場構造や産業構造の大幅な変革をもたらし、社会経済構造の変化を促す可能性がある。
一方、IT の進化の裏面には、情報セキュリティの脅威の深刻化と個々のリスクの増大も潜ん
でおり、これに対応する情報セキュリティ技術も日々変容を迫られている。経済に占める IT
の比重の高まりは、企業のリスクマネジメントにおける情報セキュリティ対策の重要性を押し
上げている。情報システムに閉じたセキュリティでなく、情報漏えい防止やコンプライアンス
を意識したビジネスプロセス管理、内部統制管理を見据えたガバナンスの確立、さらには不測
の事態に備えうる事業継続管理までの幅広い課題に関して、企業が対峙する必要がある。
その対策のための供給サイドを見ると、ネットワークに由来する脅威への対策のためのセキ
ュリティ製品･技術、情報システム自体のセキュリティを作り込み確保し運用する技術、それら
を総合するソリューションとインテグレーション、マネジメントとコンプライアンスのための
管理技術、人的セキュリティに欠かせない教育まで、多様な技術、製品、ソリューション、サ
ービスが供給されなければならない。このため、海外からのセキュリティ製品メーカ、国内の
専門事業者、流通を担う付加価値販売事業者、システムインテグレータ、コンサルティングフ
ァームなど、
多様な背景と業態を持った企業が参入し、
情報セキュリティ産業を形成している。
情報セキュリティ技術は IT の進化に対応した進化を求められるとともに、管理技術とも連
携した総合ソリューションとして確立され供給されることも必要となる。この産業から供給さ
れる総合的情報セキュリティ技術も、IT や市場・産業・社会の状況に合致した変化と進化が求
められる。また、IT が一国の国際競争力を左右する主要な要素となっていることから、IT お
よび情報セキュリティ技術の急速な変化および国内外の経済社会システムの構造の多面的変化
に対応して、情報セキュリティ対策推進のための施策も常に進化し、社会動向および産業構造
にマッチしたものであり続ける必要がある。
本調査は、このような問題意識のもとに、情報セキュリティに関わるあるべき施策を念頭に
置きつつ、国内外の情報セキュリティ産業の構造分析を行い、国内外の情報セキュリティ政策
比較調査を試み、情報セキュリティに関わる技術や標準化の動向の整理を試みたものである。
本調査の結果が、国内情報セキュリティ産業自身の課題、そのための政策対応課題、国家安全
保障と国際競争戦略を見据えた政策対応や技術戦略を見直し整理するための土台となることを
企図している。
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1.情報セキュリティ産業の構造
1.1.日本の情報セキュリティ産業の構造
1.1.1.日本の情報セキュリティ市場
(1)日本の情報セキュリティ市場
2007 年度の日本の情報セキュリティ市場規模は、6,847 億円と推計される（サービス 3,386
億円、
製品 3,461 億円）
。
2006 年度の日本の情報セキュリティ市場は 5,972 億円
（サービス 3,047
億円、製品 2,924 億円）と推計されるため、14.7%の成長率で市場規模が拡大した。2008 年
度の実績見込みは 7,268 億円とさらなる成長が見込まれていたが、2009 年度は、経済不況の影
響で市場拡大には至らないと考えられる。推定は困難であるが、2007 年度並に縮小すると予測
されている。
（図 1-1 参照）
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システムセキュリティ管理製品
統合型アプライアンス
コンテンツセキュリティ対策製品
システムセキュリティ管理製品

2009年度
（予測）

ネットワーク脅威対策製品
アイデンティティ・アクセス管理製品
暗号製品
ネットワーク脅威対策製品
アイデンティティ・アクセス管理製品
暗号製品
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セキュアシステム構築サービス
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情報セキュリティコンサルテーション
セキュリティ運用・管理サービス
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資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に作成

図 1-1 日本の情報セキュリティ市場規模（上：製品、下：サービス）
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(2)日本の情報セキュリティ市場の分類
表 1-1 に、経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」に
おける市場定義区分を示す。
表 1-1 市場定義区分
資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に作成

統合型アプライアンス
セキュリティツール

ネットワーク脅威対策製品
コンテンツセキュリティ対策製品
アイデンティティ・アクセス管理
製品
システムセキュリティ管理製品
暗号製品

セキュリティサービス

セキュリティコンサルテーション
セキュアシステム構築サービス
セキュリティ運用・管理サービス
セキュリティ教育
情報セキュリティ保険

FW、IDS、ウイルス対策等複数機能を持ったア
プライアンス
FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイ
アウォール
ウイルス対策、スパム対策、URL フィルタ、メ
ールフィルタ等
認証、ログオン管理･アクセス許可、PKI 製品
セキュリティ情報統合管理、ポリシー・アクティ
ビティ管理ツール、脆弱性検査ツール 等
暗号化製品、暗号モジュール
ポリシー構築、監査･診断等セキュリティ管理全
般コンサルティング、企画認証取得支援サービス
IT セキュリティの設計、導入、製品選定等支援 等
マネージドサービス（IT セキュリティの監視、運
用支援）、プロフェッショナルサービス、電子認
証サービス 等
教育実施、コンテンツ提供、教育 ASP、資格認定
等
情報セキュリティおよび IT セキュリティ保険

日本国内の情報セキュリティ市場は、ソフト･ハード製品である「セキュリティツール」市場
と「セキュリティサービス」市場に大別され、各々が表 1-1 に見るように機能別に分類されて
いる。｢ツール｣市場は複数の機能を一台のハードウェアに統合して搭載した「統合型アプライ
アンス」を除き、｢ネットワーク脅威対策｣「コンテンツセキュリティ対策｣｢アイデンティティ･
アクセス管理｣「システムセキュリティ管理」｢暗号｣と、機能別に区分されている。
「サービス｣
については、
「コンサルテーション｣｢システム構築｣｢運用･管理｣｢教育｣｢保険｣と、サービスの種
類別に区分されている。
各々の 2008 年度における推定市場規模、構成比、成長率は表 1-2 の通りである。
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表 1-2 2008 年度における国内情報セキュリティ市場の内訳
資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に作成

2008年度（実績見込）
金額(百万円)
構成比
成長率

国内情報セキュリティ市場推計
情報セキュリティ市場合計

726,767

100.0%

6.1%

情報セキュリティツール合計
統合型アプライアンス
ネットワーク脅威対策製品
コンテンツセキュリティ対策製品
アイデンティティ・アクセス管理製品
システムセキュリティ管理製品
暗号製品
合計
情報セキュリティサービス合計
情報セキュリティコンサルテーション
セキュアシステム構築サービス
セキュリティ運用・管理サービス
情報セキュリティ教育
情報セキュリティ保険
合計

374,771
19,663
55,925
142,704
66,618
52,153
38,157
374,771
351,996
77,708
149,425
91,777
25,461
7,625
351,996

51.6%
5.2%
14.9%
38.1%
17.7%
13.9%
10.2%
100.0%
48.4%
22.1%
42.5%
26.1%
7.2%
2.2%
100.0%

8.3%
8.1%
4.8%
7.9%
7.5%
11.5%
12.5%
8.3%
4.0%
5.7%
1.6%
5.2%
8.8%
3.7%
3.4%

以下では、本報告書において、
「メーカ」とは製品・ツールの製造者、「ベンダ」とは製品・
ツールの販売者、とする。

1.1.2.日本の情報セキュリティ産業の構造
本章では、日本の情報セキュリティ産業の構造について、製品やサービスを提供する事業者
の機能・役割・顧客の３つの側面から分析を行う。日本の情報セキュリティ産業においては、
提供される製品・サービスの内容である「機能」とそれを提供する事業者の立場である「役割」
の構造が単純化できないこと、また「顧客」によって事業者の「役割」が異なることが特徴で
ある。
機能構造分析においては、ユーザに提供する製品･サービス別に、情報セキュリティ関連企業
を「製品・ツール（製品・ツールを製造・販売）
」「インテグレーション（セキュアシステムの
構築・運用）
」
「サービス（コンサルテーションサービス等）」に分類する。また、役割構造分析
においては、製品ベンダからユーザに至るパス上に存在する業種や主な関連企業を抽出し、顧
客は「大企業」
「中小企業」
「官公庁」
「個人」に分類した。例えば、A 社が製品・ツールを開発
販売しているが、顧客に対してシステムインテグレータとして関わっている場合、機能は「製
品・ツール」であるが、役割は「製品メーカ」
、
「システムインテグレータ」となる。
(1)機能別構造
情報セキュリティ産業を機能別に見ると、上記に定義したように「製品・ツール」「インテグ
7
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レーション」
「サービス」に大別される。
「インテグレーション」
「サービス」の領域は統合して
サービスが提供される場合も多く、境界は曖昧である。
「インテグレーション」と「サービス」
は、システムの設計・開発（構築）・運用の各段階に応じて提供される。
この整理を元に、表 1-1 で区分された各分野を配置すると図 1-2 のようになる。この製品･
サービスの市場区分ごとに主たるメーカ･ベンダを配置したのが図 1-3、1-4 である。このよう
に配置し、また企業の資本の帰属国･地域による色分けを施すと、概ねの供給サイドの構造が見
えてくる。
製品・ツール

インテグレーション

サービス

設計

セキュアシステム構築
サービス

暗号製品
データ暗号化製品

暗号化ミドルウェア

情報セキュリティ・
コンサルテーション
ITセキュリティ
システム
設計・
仕様策定

統合型アプライアンス
ネットワーク脅威
対策製品

アンチウイルス

ファイアウォール

アンチスパム

VPN

URLフィルタリング
メールフィルタリング
アンチフィッシング

脆弱性検査製品
ポリシー管理・設定管理
動作監視制御製品

IDS/IPS

セキュリティ
製品選定・
選定支援

ITセキュリティ
システム
導入・
導入支援

個人認証用デバイス
認証システム

セキュリティ
総合監視・運用
支援サービス

生体認証用デバイス
認証システム

ファイアウォール
監視・運用
支援サービス

アイデンティティ
管理製品

情報セキュリティ管理
全般コンサルテーション

セキュリティ運用・管理サービス

アイデンティティ・
アクセス管理製品

運用

システムセキュリティ
管理製品
セキュリティ情報管理
システム/製品

開発

コンテンツセキュリティ
対策製品

情報セキュリティ
ポリシー構築支援

ログオン管理/
アクセス許可製品
PKIシステム

IDS/IPS
監視・運用
支援サービス
ウイルス監視・
対策運用
支援サービス

フィルタリング
サービス
脆弱性検査
サービス
セキュリティ
情報提供
サービス

情報セキュリティ
診断・監査サービス

情報セキュリティ
関連規格認証取得等
支援サービス
情報セキュリティ
インシデント対応
関連認証・審査・監査
関連サービス
機関（サービス）
電子認証
サービス

セキュリティ教育
情報セキュリティ
教育提供
情報セキュリティ
教育 e-ラーニング
情報セキュリティ
関連資格認定・教育
情報セキュリティ保険

資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に本調査にて作成

図 1-2 日本の情報セキュリティ産業の機能構造
図 1-3 は、製品･ツールについて、機能構造を展開したものである。
企業名を黒色の字で表記しているのは日本企業（資本調達源泉を主として日本国内によって
いる企業）、赤色はアメリカ企業、青色はヨーロッパ企業、緑色は韓国企業である。
韓国およびヨーロッパの企業はごくわずかが参入しているに過ぎないが、統合型アプライア
ンス、ネットワーク脅威対策製品やコンテンツセキュリティ対策製品では、アメリカ企業の参
入数が圧倒的であり、これら分野の対策は、アメリカの製品･技術に依存している状況が見て取
れる。アイデンティティ･アクセス管理製品においても同様の傾向にある。一方、システムセキ
ュリティ管理製品の分野では、日本企業からの供給が多く、この分野は国産技術が優位を占め
ているものと見られる。
製品・ツールは各機能に特化して提供される場合が多く、製品・ツールベンダは類似した機
能の場合は技術開発等により製品が保有する機能領域、
あるいはビジネス領域の拡大を行うが、
そうでない場合は、企業の買収によってビジネス領域の拡大を行う。製品・ツールの多くは海
外ベンダによって提供されているが、日本固有の脅威に対する製品は日本ベンダが多い。海外
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ベンダは、流通力のある商社、SIer、ベンダ等と提携することが日本市場開拓の鍵となってい
る。

製品・ツール
暗号製品
データ暗号化製品

メール

日本PGP、NTTソフトウェア
キヤノンITソリューションズ、エントラスト

コンテンツ

日立ソフトウェアエンジニアリング
富士通ビーエスシー、NEC

HDD

コンテンツセキュリティ対策製品

メールアプライアンス
バラクーダ、ミラポイント
アイアンポートシステムズ
シマンテック
テラステクノロジー
アイマトリックス、
プルーフポイント

ネットワーク脅威対策製品

URLフィルタリング

ファイアウォール アプライアンス

アルプスシステムインテグレーション
デジタルアーツ、ウェブセンス・ジャパン
トレンドマイクロ

マカフィー、シマンテック、
F-Secure, Sophos
トレンドマイクロ、ソースネクスト

Webセキュリティ
ブルーコートシステムズ
セキュアコンピューティング

アンチフィッシング

Webアプリ
バラクーダ
F5ネットワークス
Imperva
シトリックス・システムズ

データベース

セキュアプレイン

メールフィルタリング
アンチスパム

キヤノンITソリューションズ
クリアスウィフト、エアー
HDE

インサイトテクノロジー
ニューシステムテクノロジー
IPロックス・ジャパン、エアー

持出制御

ログ収集・管理

日立ソフトウェア
エンジニアリング、
富士通ビーエスシー
NEC、エフエフシー

ソリトンシステムズ
ウイング、ハンモック、
インテリジェントウェイブ

端末制御
エムオーテックス
ソリトンシステムズ
クオリティ、ハンモック
インテリジェントウェイブ

マイクロソフト
アルプスシステム
インテグレーション

フォレンジック

NEC、PFU、NTTデータ先端技術
ソリトンシステムズ、松下電工
ソフトクリエイト
ガイダンスS/W、アクセスデータ、UBIC、
Ji2、シーアインサイト、オーク情報システム

富士通、NEC、ヤマハ
アライドテレシス、
シスコシステムズ

RADIUS

USBトークン認証

ジュニパーネットワークス
シスコシステムズ
NEC、アクセンステクノロジー

アラジンジャパン
日本セーフネット

生体認証用デバイス/
認証システム

情報管理
東京エレクトロンデバイス
三菱電機インフォメーションテクノロジ
アークサイト、RSAセキュリティ

セキュリティ検査

ディー・ディー・エス
NEC 三菱電機 ソニー
日立製作所、富士通

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

日本IBM、KCCS

ICカード認証
大日本印刷
ソニーグループ
凸版印刷グループ

RSAセキュリティ
シー・エス・イー

セキュリティ監視

脆弱性
検査製品

ルータ

ワンタイムPW

日本IBM、シスコシステムズ
マカフィー、エンテラシス
nCipher

検疫

ソフトウェア

チェックポイント

IDS/IPS
IDS/IPS

VPN
SSL-VPN

ジュニパーネットワークス
シスコシステムズ
ジュニパーネットワークス
F5ネットワークス
ソニックウォール
アレイネットワークス

アイデンティティ・アクセス管理製品

システムセキュリティ管理製品
セキュリティ情報管理
ポリシー管理・設定管理
システム／製品
動作監視制御製品
IT資産管理

ジュニパーネットワークス
シスコシステムズ

個人認証用デバイス/認証システム

DRM

日本独自の脅威への対応製品

MOTex、インテリW
ハンモック、クオリティ

RSAセキュリティ、SBIネットシステムズ

フォーティネットジャパン、ジュニパーネットワークス、ソニックウォール、
ノキア・ジャパン、シスコシステムズ

統合型アプライアンス

アンチウイルス

暗号化ミドルウェア

チェックポイントソフトウェア
マカフィー、LCLコミュニケーション

アイデンティティ管理/
ログオン管理/アクセス許可製品
デバイス認証
ソリトンシステムズ
アイ・ビー・イー・ネット・タイム

シングルサインオン

PKIシステム

日本HP、日本IBM
RSAセキュリティ
エントラストジャパン
日本CA

アイデンティティ
管理
NEC、KCCS、
ソリトンシステムズ、
ノベル。
日本IBM、
サンマイクロシステムズ、
日本HP、
日本CA

ＲＳＡセキュリティ
エントラスト
サイバートラスト

青字：欧州企業

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 1-3 日本の情報セキュリティ産業の機能構造−製品・ツール
図 1-4 は、インテグレーション･サービスについて、機能構造を展開したものである。
「インテグレーション」および「サービス」の主要提供事業者は「大手ベンダ」「セキュリテ
ィサービスプロバイダ（コンサル系）」
「セキュリティサービスプロバイダ（運用系）
」「通信事
業者」に大別される。それ以外では、システムベンダや商社が事業拡大し、セキュリティイン
テグレーションサービスを展開するケースが多い。図 1-3 と同様の色分けに基づいて見てみる
と、サービスの事業者は、製品ベンダに比べると、国内企業が多い。これはサービスの提供は
生産と消費が同時進行することや、需要の要求特性に沿ったサービスを提供しやすいのは地場
企業であるという理由に基づくものと考えられる。また、後に見るように、サービスの提供は
製品･ツールの流通と一体化する傾向も強く、エンドユーザの捕捉力に優れる国内企業の優位が
あるとも分析もできる。
図中、赤の楕円はシステムインテグレータ、青は通信事業者、オレンジ色はセキュリティサ
ービスプロバイダ、紫色はコンサルティングファームが多く分布する領域を示している。運用･
管理サービスは専門サービス事業者による供給への依存度が高く、
設計･構築といった上流行程
はシステムインテグレータからの供給が多いことが読み取れる。また通信事業者がシステムイ
ンテグレータと類似の役割を果たし、コンサルティング領域ではシステムインテグレータから
の供給もあることも読み取れる。
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インテグレーション
設計

セキュアシステム構築
サービス

サービス

、

情報セキュリティ・
コンサルテーション

ITセキュリティシステム
設計・仕様策定
戦略系コンサル
IBMビジネスコンサルティングサービス
アクセンチュア

事務機系SIer
リコー、富士ゼロックス

セキュリティ
製品選定・選定支援

ITセキュリティ
システム

大手ベンダ
富士通、NEC、日立製作所
日本IBM、NTTデータ
日本HP、東芝ソリューション
三菱電機、日本ユニシス

情報セキュリティ管理全般
コンサルテーション

開発

通信事業者
ネットワークインテグレータ 導入・導入支援
東日本／西日本電信電話
ネットワン、ネットマークス
大手ベンダ系SIer
ソフトバンクテレコム、KDDI
富士通エフサス、富士通SSL、富士通ビジネスシステム
NTTコミュニケーションズ
日立ソフトウェアエンジニアリング、日立情報システムズ
日立システムアンドサービス、日立電子サービス
ISP
NECソフト、NECネクサソリューションズ、NECフィールディング、
IIJ,
東芝ITサービス、三菱電機情報ネットワーク
iDC事業者
商社系SIer
メーカ系SIer
さくらインターネット、アット東京、ソフトバンクIDC
CTC伊藤忠テクノソリューションズ
キヤノンITソリューションズ
大塚商会、住商情報システム パナソニックソリューションテクノロジー セキュリティ運用・管理サービス フィルタリング
サービス
マクニカネットワークス
セキュリティベンダ
エクサ、新日鉄ソリューションズ
京セラコミュニケーションシステム
シマンテック
その他SIer

運用

日本総研ソリューションズ、三井情報
NTTソフト、NTTコムウェア
電通国際情報サービス、CSKシステムズ

中堅SIer

セキュリティ
総合監視・運用支援サービス

脆弱性検査
サービス

ファイア セキュリティサービス
ウォール プロバイダ（運用系）
ラック、インフォセック、
監視・運用支援サービス

セキュリティ
情報提供
サービス
認証事業者

三井物産

日本ベリサイン
IDS/IPS セキュアディレクション、
監視・運用支援サービス
NRIセキュアテクノロジーズ、 電子認証サービス
セコムトラストシステムズ、

ウイルスブロードバンドセキュリティ
監視・対策運用支援サービス

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

情報セキュリティポリシー
構築支援サービス

インシデント対応
関連サービス

セキュリティサービスプロバイダ
（コンサル系）
グローバルセキュリティエキスパート
アズジェント、ディアイティ
SBIネットシステムズ
会計系コンサル
あずさ監査法人
トーマツコンサルティング

情報セキュリティ診断・
監査サービス
情報セキュリティ関連
規格認証取得等
支援サービス
情報セキュリティ関連
認証・審査・審査機関
（サービス）

情報セキュリティ教育
情報セキュリティ
教育提供
情報セキュリティ
教育 e-ラーニング
情報セキュリティ
関連資格認定・教育
情報セキュリティ保険
損保事業者
損保ジャパン、東京海上日動

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-4 日本の情報セキュリティ産業の機能構造−インテグレーションおよびサービス

(2)役割別構造
情報セキュリティ産業を役割構造の観点から鳥瞰すると、製品メーカ、システムインテグレ
ータ、サービスプロバイダを中心として成立していると推察される。日本では製品は海外メー
カに依存する傾向が強いと見られる。製品をエンドユーザに直接供給する役割は、システムイ
ンテグレータと（システムインテグレータとしての役割を有する）通信事業者が大きな役割を
果たしている。セキュリティサービスプロバイダは、専門性の高いコンサルティング、運用・
監視サービスを提供している。日本の情報セキュリティ産業の役割構造の全体像を示すと図
1-5 のようになる。
「製品供給事業者」は製品供給に特化する業態が一般的で、一部事業者はサービスも提供す
る。また、大手には海外企業（多くは専業事業者または大手 IT 企業のセキュリティ専業部門）
が多い。特定分野では日本企業も製品提供をしているが、総じて小規模事業者が多い。製品供
給事業者の販路は特定の流通事業者や再販売事業者経由が一般的であり、エンドユーザへの直
販は極めて限られている。流通事業者からは、個人向けには家電等の小売業態経由、企業向け
にはシステムインテグレータ（再販売事業者にも位置付けられる）経由で流通する。
「システムインテグレータ」は、エンドユーザのシステムへのセキュリティ製品の実装と、
そのためのインテグレーション・構築サービスを提供すると共に、製品流通の末端にも位置す
る。また、サービスの提供事業者となるケースもある。通信事業者も通信システムを入り口と
しつつも、ほぼシステムインテグレータと同様の機能を果たしている。
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「サービスプロバイダ」はセキュリティに関する専門サービス（マネージドサービスやプロ
フェッショナルサービス）を提供する。ほとんどの場合エンドユーザとの直接契約となる。セ
キュリティに特化した「セキュリティサービスプロバイダ」と「コンサルティングファーム」
「セキュリティ監査事業者」等の特定サービスの提供事業者がある。一部のシステムインテグ
レータはマネージドサービスやプロフェッショナルサービスも提供している。
製品メーカ

データセンター
事業者

SaaS事業者

シマンテック, トレンドマイクロ、マカフィー,
RSAセキュリティ、シスコ、ジュニパー

流通事業者

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

ソフトバンクBB、アシスト、ダイワボウ情報システム、三井物産

システム
インテグレータ

セキュリティ・
サービスプロバイダ

NEC, 富士通, 日立製作所

ベリサイン
ラック 、NTTデータセキュリティ
NRIセキュア、アズジェント,
セコムトラストシステムズ

リコー、富士ゼロックス

NTTデータ, IBM, 日本HP

コンサル
ティング
ファーム

通信事業者
KDDI, IIJ,
NTT東西, NTT-C

大塚商会、CTC

あずさ監査法人
トーマツコンサル

セキュ
リティ
監査
事業者

損害
保険
事業者
損保ジャパン
東京海上日動

リセラー
PCベンダ、量販店・
ショッピングモール

個人
個人

企業・政府
企業・政府
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-5 日本の情報セキュリティ産業の役割構造
(3)顧客別構造
機能別・役割別の分析を基に、顧客別の構造を以下に示す。
(a)大企業
大企業に対しては、システムインテグレータ（大手システムベンダを含む）が製品、インテ
グレーション、一部サービスをまとめて提供する形が主流である。セキュリティサービスプロ
バイダが提供する専門サービスを導入する場合などについては各サービス提供事業者から直接
調達するケースもある。コンサルティングファーム、監査事業者、損害保険事業者は大企業中
心のビジネスを展開しており、多くの場合直接取引となる（図 1-6および図 1-7参照）。
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製品・ツール

インテグレーション

サービス
情報セキュリティ・
コンサルテーション

セキュアシステム構築
サービス

ITセキュリティ
システム
設計・
仕様策定

暗号製品
データ暗号化製品

暗号化ミドルウェア

統合型アプライアンス
コンテンツセキュリティ
対策製品

ネットワーク脅威
対策製品

アンチウイルス

ファイアウォール

アンチスパム

VPN

URLフィルタリング

IDS/IPS

メールフィルタリング
アンチフィッシング
システムセキュリティ
管理製品
セキュリティ情報管理
システム/製品

情報セキュリティ管理
全般コンサルテーション

ITセキュリティ
システム
導入・
導入支援
セキュリティ運用・管理サービス

アイデンティティ・
アクセス管理製品
個人認証用デバイス
認証システム

セキュリティ
総合監視・運用
支援サービス

生体認証用デバイス
認証システム

ファイアウォール
監視・運用
支援サービス

アイデンティティ
管理製品

IDS/IPS
監視・運用
支援サービス

ログオン管理/
アクセス許可製品

ウイルス監視・
対策運用
支援サービス

脆弱性検査製品
ポリシー管理・設定管理
動作監視制御製品

セキュリティ
製品選定・
選定支援

情報セキュリティ
ポリシー構築支援

PKIシステム

フィルタリング
サービス
脆弱性検査
サービス
セキュリティ
情報提供
サービス

情報セキュリティ
診断・監査サービス

情報セキュリティ
関連規格認証取得等
支援サービス
情報セキュリティ
インシデント対応 関連認証・審査・監査
関連サービス
機関（サービス）
電子認証
サービス

セキュリティ教育
情報セキュリティ
教育提供
情報セキュリティ
教育 e-ラーニング
情報セキュリティ
関連資格認定・教育
情報セキュリティ保険

大企業
大企業

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-6 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−大企業（機能別）
製品メーカ

データセンター
事業者

SaaS事業者

シマンテック, トレンドマイクロ、マカフィー,
RSAセキュリティ、シスコ、ジュニパー

流通事業者

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

ソフトバンクBB、アシスト、ダイワボウ情報システム、三井物産

セキュリティ・
サービスプロバイダ
ベリサイン
ラック 、NTTデータセキュリティ
NRIセキュア、アズジェント,
セコムトラストシステムズ

システム
インテグレータ
NEC, 富士通, 日立製作所
NTTデータ, IBM, 日本HP

通信事業者
KDDI, IIJ,
NTT東西, NTT-C

リコー、富士ゼロックス

コンサル
ティング
ファーム
あずさ監査法人
トーマツコンサル

セキュ
リティ
監査
事業者

損害
保険
事業者
損保ジャパン
東京海上

リセラー
PCベンダ、量販店・
ショッピングモール

大企業
大企業
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-7 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−大企業（役割別）
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(b)中小企業
中小企業でもシステムインテグレータの役割は大きいが、主要なプレーヤは商社、メーカ系
SIer 等である。地方の中小企業相手には、損害保険事業者が無料で情報セキュリティコンサル
ティングを実施するようなケースもある。多くの中小企業が、SIer と通信事業者によるサービ
スを利用している。電子商取引等、ビジネスにおいて IT を積極的に活用しているような企業
では、セキュリティサービスプロバイダと定常的に取引があるが、その他の中小企業ではイン
シデント発生時のみ利用するなど、セキュリティサービスプロバイダのサービスの利用は限定
的である（図 1-8および図 1-9 参照）
。
製品・ツール

インテグレーション

サービス
情報セキュリティ・
コンサルテーション

セキュアシステム構築
サービス
暗号製品
データ暗号化製品

暗号化ミドルウェア

統合型アプライアンス
コンテンツセキュリティ
対策製品

ネットワーク脅威
対策製品

アンチウイルス

ファイアウォール

アンチスパム

VPN

URLフィルタリング

IDS/IPS

メールフィルタリング
アンチフィッシング
システムセキュリティ
管理製品
セキュリティ情報管理
システム/製品
脆弱性検査製品
ポリシー管理・設定管理
動作監視制御製品

アイデンティティ・
アクセス管理製品

セキュリティ運用・管理サービス

個人認証用デバイス
認証システム

セキュリティ
総合監視・運用
支援サービス

生体認証用デバイス
認証システム

ファイアウォール
監視・運用
支援サービス

アイデンティティ
管理製品

IDS/IPS
監視・運用
支援サービス

ログオン管理/
アクセス許可製品

ウイルス監視・
対策運用
支援サービス

PKIシステム

フィルタリング
サービス
脆弱性検査
サービス

電子認証
サービス
情報セキュリティ
インシデント対応 関連認証・審査・監査
関連サービス
機関（サービス）

中小企業
中小企業

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-8 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−中小企業（機能別）
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製品メーカ

データセンター
事業者

SaaS事業者

シマンテック, トレンドマイクロ、マカフィー,
RSAセキュリティ、シスコ、ジュニパー

流通事業者

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

ソフトバンクBB、アシスト、ダイワボウ情報システム、三井物産

セキュリティ・
サービスプロバイダ
ベリサイン
ラック 、アズジェント,
セコムトラストシステムズ

システム
インテグレータ

通信事業者

CTC、大塚商会、

KDDI, IIJ,
NTT東西, NTT-C

各ベンダの地方子会社

小規模ISP

損害
保険
事業者

リセラー
PCベンダ、量販店・
ショッピングモール

中小企業
中小企業
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-9 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−中小企業（役割別）

(c)官公庁
官公庁では、大手システムベンダを含むシステムインテグレータを通じた製品・サービスの
導入が主流である。セキュリティサービスプロバイダが提供する専門サービスも導入されてい
るが、セキュリティ監査は官公庁においてはまだ余り進んでいない（図 1-10および図 1-11参
照）。
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製品・ツール

インテグレーション

サービス
情報セキュリティ・
コンサルテーション

セキュアシステム構築
サービス

ITセキュリティ
システム
設計・
仕様策定

暗号製品
データ暗号化製品

暗号化ミドルウェア

情報セキュリティ
ポリシー構築支援
情報セキュリティ管理
全般コンサルテーション

統合型アプライアンス
コンテンツセキュリティ
対策製品

ネットワーク脅威
対策製品

アンチウイルス

ファイアウォール

アンチスパム

VPN

URLフィルタリング
メールフィルタリング
アンチフィッシング
システムセキュリティ
管理製品
セキュリティ情報管理
システム/製品
脆弱性検査製品
ポリシー管理・設定管理
動作監視制御製品

セキュリティ
製品選定・
選定支援

IDS/IPS

ITセキュリティ
システム
導入・
導入支援
セキュリティ運用・管理サービス

アイデンティティ・
アクセス管理製品
個人認証用デバイス
認証システム

セキュリティ
総合監視・運用
支援サービス

生体認証用デバイス
認証システム

ファイアウォール
監視・運用
支援サービス

アイデンティティ
管理製品

IDS/IPS
監視・運用
支援サービス

ログオン管理/
アクセス許可製品

ウイルス監視・
対策運用
支援サービス

PKIシステム

フィルタリング
サービス
セキュリティ教育

脆弱性検査
サービス
セキュリティ
情報提供
サービス

情報セキュリティ
診断・監査サービス

情報セキュリティ
関連規格認証取得等
電子認証
支援サービス
サービス
情報セキュリティ
インシデント対応 関連認証・審査・監査
関連サービス
機関（サービス）

情報セキュリティ
教育提供
情報セキュリティ
教育 e-ラーニング
情報セキュリティ
関連資格認定・教育

官公庁
官公庁

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-10 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−官公庁（機能別）

製品メーカ

データセンター
事業者

SaaS事業者

シマンテック, トレンドマイクロ、マカフィー,
RSAセキュリティ、シスコ、ジュニパー

流通事業者

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

ソフトバンクBB、アシスト、ダイワボウ情報システム、三井物産

セキュリティ・
サービスプロバイダ
ベリサイン
ラック 、NTTデータセキュリティ
NRIセキュア、アズジェント,
セコムトラストシステムズ

システム
インテグレータ
NEC, 富士通, 日立製作所
NTTデータ, IBM, 日本HP

通信事業者
KDDI, IIJ,
NTT東西, NTT-C

リコー、富士ゼロックス

コンサル
ティング
ファーム
あずさ監査法人
トーマツコンサル

セキュ
リティ
監査
事業者

リセラー
PCベンダ、量販店・
ショッピングモール

官公庁
官公庁
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-11 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−官公庁（役割別）
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(d)個人
個人では、製品メーカからディストリビュータ、リセラーを通じて提供されるケースが一般
的である。PC ベンダのプリインストールを通じて提供されるパス、ISP を通じてダイレクト
又はディストリビュータを通るパス、ディストリビュータからオンラインリセラーを通じてオ
ンライン販売されるパス、ディストリビュータから家電量販店を通るパスが存在する。リセラ
ーは企業系列毎の流通経路の存在や、地方で活動する小規模リセラーも多数存在するため、プ
レーヤの顔は見えづらい（図 1-12および図 1-13参照）
。

製品・ツール

コンテンツセキュリティ
対策製品

ネットワーク脅威
対策製品

アンチウイルス

ファイアウォール

インテグレーション

サービス

アンチスパム
URLフィルタリング
メールフィルタリング

セキュリティ運用・管理サービス

アンチフィッシング

フィルタリング
サービス

ウイルス監視・
対策運用
支援サービス

個人
個人

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-12 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−個人（機能別）
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製品メーカ
シマンテック, トレンドマイクロ
マカフィー, RSAセキュリティ

流通事業者

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業

ソフトバンクBB

通信事業者
KDDI, IIJ,
NTT東西, NTT-C
中小ISP

リセラー
PCベンダ、量販店・
ショッピングモール

個人
個人
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-13 日本の情報セキュリティ産業の顧客別構造−個人（役割別）

1.1.3.主要プレーヤの動向
日本市場に参入している製品メーカの多くは米国企業である。特にネットワーク脅威対策製
品やコンテンツセキュリティ対策製品に関しては海外依存度が高い。認証・暗号等の技術を利
用した情報漏えい対策や内部統制対応、端末管理等、日本独自の対策が必要とされる分野に関
しては、日本企業の参入が盛んであるが事業規模は大きくない。
2007〜2008 年度は内部統制対応を背景に、認証・アクセス管理分野、ログ管理が注目され、
この分野の製品の売上が好調であった。ウイルス対策製品メーカは、ビヘイビアアナリシスや
ホワイトリスト等の新たな技術を用いたより高速で精度の高い製品を提供している。一部の大
手製品メーカは、ビジネスドメインを広げてデータのオンラインバックアップ等に参入してい
る。
プレーヤの多くは、顧客を大企業から中小企業に広げる傾向にある。多くのベンダは、小型
のアプライアンスに加え SaaS 型のビジネスモデルを導入するなど、提案の幅を広げているが、
営業チャネルの拡大やプライシングが課題との指摘もある。また、サポートの充実によって付
加価値の向上を図るプレーヤも多く、顧客サービスやコミュニケーションの強化を目指し、顧
客の繋ぎとめを狙っている。
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1.2.

米国の情報セキュリティ産業の動向

本章では、米国の情報セキュリティの産業構造の全体俯瞰を最初に示し、次に、情報セキュ
リティ産業を構成する主要プレーヤの動向についてまとめる。

1.2.1.情報セキュリティ産業の市場規模
JNSA による経済産業省委託調査「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」による
と、2008 年の北米の情報セキュリティ産業の市場規模は、アプライアンスは 3,900 億円
（15.8%）、
ソフトウェアは、8,500 億円(34.0%)、サービスは、1.25 兆円(50.2％)である。成長率は、2008
年に減少しているが、2009 年に増加の見込みである。北米に占める米国の市場規模は約 99%
であるため、米国の市場規模は、北米の市場規模によりほぼ近似的に捉えることができる。
北米の情報セキュリティ産業の市場規模と成長率の年推移を図 1-14 に示す（2008 年は見込
推計、2009 年は予測値）
。

40.00%

3,000,000

35.00%
2,500,000

30.00%
2,000,000

25.00%
サービス
ソフトウェア
アプライアンス

1,500,000

1,000,000

20.00%

アプライアンス
ソフトウェア
サービス

15.00%
10.00%
5.00%

500,000

0.00%
2007年

0
2006年

2007年

2008年

2009年

2008年

2009年

-5.00%

市場規模（単位：百万円）

成長率

資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に作成

図 1-14 北米の情報セキュリティ産業の市場規模

1.2.2.情報セキュリティ産業の構造
米国の情報セキュリティ産業を俯瞰的に整理したものが、図 1-15 である。この図においては、
情報セキュリティ産業を、製品・ツール、インテグレーション、サービスという３つのカテゴ
リに大きく分類し（横軸）
、また、インテグレーションおよびサービスに関しては、設計、開発、
運用の製品ライフサイクルに分け（縦軸）、情報セキュリティ産業のカテゴリ分類を行い、主要
な企業の位置付けを示している。
製品・ツール関連では、Symantec、TrendMicro、McAfee など情報セキュリティ専業型
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の企業が多く、国際的に競争力の高い企業によって占められている。一方、米国においては、
システムインテグレーションは、ユーザ企業が自製する傾向にあり、セキュリティの分野にお
いてもインテグレーションに関わる事業者は IBM、HP、Accenture など数は比較的少ない。

製品・ツール

インテグレーション
設
計

暗号製品

RSA, CheckPoint
コンテンツセキュリティ
対策製品

Symantec
Trend Micro
CA
Microsoft
McAfee
WebSense
システムセキュリティ
管理製品

CA
Symantec
NetIQ
HP
IBM ISS

セキュアシステム構築サービス

情報セキュリティ
コンサルテーション

IBM,(EDS), HP
Raytheon, SAIC,
CSC, Unisys

ネットワーク脅威
対策製品

CheckPoint,
Juniper, Cisco
SonicWALL
Secure Computing
FortiNet

サービス

IBM、Accenture
(EDS), HP, CA

開
発

アイデンティティ・
アクセス管理製品

CA
IBM
VeriSign
RSA
Entrust
Novell
ActiveIdentity

セキュリティ教育
SANS Institute
CSI
セキュリティ運用・管理サービス
情報セキュリティ保険

運
用

統合型アプライアンス

Cisco, Juniper, CheckPoint

赤字：米国企業
青字：欧州企業
黒字：日本企業

IBM ISS
Synmantec
CA

AIG
CAN Pro
Safeonline(Lloyd's)

資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」を元に作成

図 1-15 米国の情報セキュリティ産業の機能構造
図 1-16 は、米国の情報セキュリティ分野の役割構造を示したものである。
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データセンター
事業者

SaaS事業者

赤字：米国企業
青字：欧州企業
黒字：日本企業

ツール開発ベンダ
Symantec, McAfee, Secure Computing
RSA , CA, Cisco, Juniper, Trend Micro

セールスレップ
メーカと顧客の間の取引を仲介する業者

セキュリティ・
サービスプロバイダ

システム
インテグレータ

Versign, Symantec, McCafee,
SANS Institute

IBM, HP, (EDS), Sun

個人
個人

コンサル
ティング
ファーム
Accenture, IBM

セキュリティ教育
SANS Institute
CSI

セキュリティ保険
AIG
CAN Pro
Safeonline(Lloyd's)

企業・政府
企業・政府
専業事業者が主、市場規模大

非専業事業者が主、市場規模大

非専業ベンダが主、市場規模小

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-16 米国の情報セキュリティ産業の役割構造
Symantec、McAfee 等の情報セキュリティ専業のメーカは、国際的な競争力が高く、製品ベ
ンダ以外の情報セキュリティ産業への製品供給を行うことに代表されるように、情報セキュリ
ティ産業全体において重要な役割を果たしている。ベンダ製品は、インターネット等によるダ
イレクト販売、またはセキュリティサービスプロバイダやシステムインテグレータによるシス
テム構築、またはユーザ企業による内製により利用される。米国において、セールスレップは、
ベンダから主に企業等のエンドユーザへの販売の仲介役として一定の流通構造を形成し役割を
担っている。なお、セールスレップは、メーカと契約し、メーカのサンプルを持って、顧客に
提案（営業）を行い、取引の斡旋・仲介を行う。地域に密着しており、報酬はメーカから成果
報酬という形式で支払われる。
IBM や HP などは、製品メーカ、セキュリティサービスプロバイダ、システムインテグレー
タ、コンサルティングファームのうちの複数の機能を有している。
さらには、HP による EDS の買収、Symantec による他のセキュリティベンダの積極的買収
等に代表されるように、M&A が活発化し、品揃えの総合化と、メーカのサービス取り込みが
進んでいる。

1.2.3.主要プレーヤの動向
(1)主要プレーヤの一覧
本章では、前章に示した俯瞰図を構成する主要なプレーヤの動向についてまとめる。情報セ
キュリティ分野の主要プレーヤの主要事業分野、業態（開発、ソリューションなどの区分）専
20
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業/総合区分、事業概要、情報セキュリティ事業の売上げなどについて整理したものが表 1-3で
ある。表中の企業のうち、上から 13 社は、世界の情報セキュリティ市場の売上げの高いもの
のうち米国企業を示している。Gartner "Market Share: Security Market, Worldwide, 2008 "
によると、情報セキュリティ世界市場において、上位３社（Symantec、McAfee、TrendMicro）
の市場占有率は、39.9%に達している。これら上位 3 社は、アンチウイルス等の製品ベンダに
より占められており、専業の製品ベンダが情報セキュリティ産業において重要な役割を果たし
ていることが伺える。
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表 1-3 主要プレーヤの概要
資料：Gartner "Market Share: Security Market, Worldwide, 2008"を元に作成

企業名

主要事業

業態

区分

Symantec

アンチウ
イルス

製品・サ
ービス

専業

McAfee

アンチウ
イルス

製品・サ
ービス

専業

TrendMicro

アンチウ
イルス

製品

専業

事業概要

設立時期等

Antivirus、Secure Content Management Solutions を提供
する。Consumer Products、Security & Information
Management、 Data Center Management、Altiris
Solutions、Symantec Global Services の 5 つの事業セグメン
トから構成される。
セキュリティ専業だが、Veritas の買収(2005)により、セキュ
リティとデータ保護対策の両軸経営に戦略的にシフト。
セキュリティ専業。データ保護、監視等の製品、サービスを
提供。ストレージ、ファイル転送の暗号化 McAfee E-Business
Server。Threat Protection, Security Compliance
Management、Unified Threat Management、Site Advisor、
Mobile Security 分野で製品・サービスを提供。
2008 年に Secure Computing を買収し、ファイアウォール、
メール/web セキュリティ事業を補強して総合セキュリティ
メーカとしての陣容を充実させた。
Tech Data や Ingram Micro 等の大手卸売りと取引。
アンチウイルス、アンチスパイウェア、アンチスパム等の機
能を提供する Trend Micro Internet Security や、企業規模に
応じた OfficeScan Client Server Suite、NetSuite
Advanced、Worry-Free Business Security 等の製品を提供
している。

世界市場売上
（百万ドル）

1982 年設立
40 カ国で営業

2,968.7

1997 設立
40 カ国で営業

1,475.7

1988 年設立
30 カ国で営業
従業員 4000 人

938.5
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企業名

主要事業

業態

区分

VeriSign

認証サー
ビス

製品・サ
ービス

IBM

AAA

製品・ソ 総合
リュー
ション、
ＳＩ

（IBM ISS）

IDP, SOC
サービス

製品・
SI、サー
ビス

専業

EMC

コンテン
ツ管理

製品・
SI・サー
ビス

総合

製品・ソ
リュー
ション

専業

開発・ソ
リュー
ション

総合

（RSA Security） 認証、ID/
アクセス
管理、暗号
化
CA
ID・アクセ
ス管理

専業

事業概要

設立時期等

マネージドセキュリティサービス、ID 管理、PKI サービス、
SSL 証明書サービス、Unified Authentication services,
iDefense Security Intelligence Services, VeriSign ID 保護
サービスを提供。
世界最大の IT 企業。Global Technology Services、Global
Business Services、Systems and Technology、Software 、
Global Financing の５つの事業セグメントから構成される。
AAA ソリューションを提供。製品は Rational AppScan、
Tivoli Access Manager、Tivoli Compliance Insight
Manager、Tivoli Directory Server など。
IBM の一部門。IPS/IDS で世界有数の企業。IPS/IDS、UTM
アプライアンス、コンテンツフィルタリング、ネットワーク
異常検知、脆弱性管理を提供。主要ソリューションとして
Proventia Enterprise Security Platform がある。X-force は
研究部門。
情報基盤システム、ソフトウェア、サービス等を提供する総
合企業である。基幹製品は、ストレージネットワークの
Symmetrix。RSA Security を買収し、セキュリティソリュー
ションサービスも提供する。
認証、ID/アクセス管理、モバイル・リモートアクセス、暗号
化などの製品を提供する。

IT 管理ソフトウェアの提供。ID・アクセス管理ソフトウェア
の世界有数の企業。ウイルス対策製品も提供。

世界市場売上
（百万ドル）

1995 年設立

936.0

1911 年設立

693.0

2006 年に IBM
が買収

1979 年設立

1996 年、EMC
に買収されセキ
ュリティ部門と
なる
1976 年設立
世界 45 カ国で営
業

(IBM に含ま
れる。）

537.6

(EMC に含ま
れる。）

460.3
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企業名

主要事業

業態

区分

設立時期等

OS、オフィスアプリケーション等のパッケージ製品を中心に
提供する総合ソフトウェア企業である。Forefront シリーズで
エンドポイントからサーバ、ネットワークまでトータルプロ
テクションのソリューションを提供。ID 管理では Active
Directory が高いシェアを持つ。
WEB フィルタリング、DLP の製品、サービスを提供。
Employee Internet Management (EIM)の先駆者。Websense
Enterprise、 Websense Express などの製品を提供する。

1975 年設立
105 カ国
従業員 90,000 人

315.0

1994 年設立
2007 年
SurfControl を
買収
1985 年設立

295.9

1977 年設立
従業員 75,000 人

186.9

1983 年設立

182.5

1993 創業

170.4

1999 年設立
2008 年
Symantec に買
収される

142.7

Microsoft

ID 管理

製品

総合

WebSense

WEB フィ
ルタリン
グ、DLP

製品サ
ービス

専業

Cisco Systems

FW, メー
ル・WEB
セキュリ
ティ製品
販売
アクセス
管理

開発・ソ
リュー
ション

ネット
ワーク

ネットワークソリューション提供の世界リーダ。
ファイアウォール、IDS/IPS 製品、ネットワークアクセス制
御製品の主要プレーヤ。

製品

総合

Novell

ID 管理、
仮想化

製品・ソ
リュー
ション

総合

Check Point
Software
Technologies

FW/UTM

製品

専業

MessageLabs

WEB セキ
ュリティ

製品・サ
ービス

専業

DB を中核としたエンタープライズソフトウェアなどを提供
する総合ソフトウェアベンダである。世界３位のソフトウェ
ア企業である。DB のアクセス制御機能などを提供する。
オープンソースと Linux をベースとした製品サービスを提
供。ID 管理、仮想化などを提供。ID 管理のソリューション
は Identity Manager、SecureLogin 、Access Manager、
Sentinel 、 Novell eDirectory による。
新しいコンセプトの FW を開発し、FW/UTM の販売を行う。
PointSec 買収(2007)により、エンドポイントのコンテンツセ
キュリティに進出。
メッセージ・WEB セキュリティサービスを提供する。2008
年に Symantec に買収される。

Oracle

世界市場売上
（百万ドル）

事業概要

272.0
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企業名

主要事業

業態

区分

事業概要

Entrust

SSL、電子 製品・ソ
証明書、不 リュー
正検知
ション

専業

個人、政府、企業向けにセキュア・トランザクション、情報
保護のための製品、サービスを 60 ヶ国で提供。SSL、不正検
知、認証、メールセキュリティ、電子証明書を提供。プラッ
トフォームとして Information Protection、Authentication
& Fraud Monitoring、Public Key 2.0 を提供する。

Secure
Computing

FW/UTM

製品・ソ
リュー
ション

専業

ゲートウェイセキュリティソリューションを提供。FW/UTM
を提供。Web Gateway Security solutions、Mail Gateway
Security solutions、Network Gateway Security solutions
を提供する。

ActivIdentity
Corporation

ID 管理・
認証

開発・販
売・ソリ
ューシ
ョン

専業

Hewlett-Packard

データセ
ンタ、ネッ
トワーク
セキュリ
ティ、ID 管
理
VPN、DP、
SSL、UAC

製品・ソ IT
リュー
ション、
ＳＩ

技術、製品、サービスを個人、政府、企業に提供している。
製品から SI 分野に参入している。Secure Advantage は、デ
スクトップ、データセンタ、ネットワークプリンターのセキ
ュリティ製品から構成される。ProtectTools は、PC 上のセ
キュリティを容易に実装するための製品群である。

製品・ソ
リュー
ション

IP ネットワークのアプリケーションとサービスを提供。
VPN、IDP、SSL セキュアゲートウェイアプライアンスを提
供する。

Juniper
Networks

ネット
ワーク

設立時期等

世界市場売上
（百万ドル）

60 ヶ国で営業

83.4

106 ヶ国で営業
1984 年設立
Honeywell から
独立
CyberGuard、
CipherTrust を
買収
2008 年 McAfee
に買収される
ID 管理、認証ソフトウェアの業界有数の開発プロバイダ。大 1988 設立
企業、医薬品業界、政府、金融機関に対するソリューション ActivCard
を提供。ID 管理に関する完全に統合化されたプラットフォー Corporation か
ムを提供する唯一の企業。Select ActiveIdentity が主力製品。 ら社名変更

76.4

不明

18.5

1996 年設立

不明
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企業名
Fortinet

主要事業
UTM

業態
製品・サ
ービス

区分
専業

事業概要

設立時期等

UTM アプライアンス、FortiGuard 会員サービスにより、脅
威管理サービスを提供。

2000 年設立

世界市場売上
（百万ドル）
不明
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(2)製品セグメント別主要プレーヤ
製品セグメント別の主要プレーヤの上位ランキングをまとめたものが表 1-4である。情
報セキュリティ製品分野では、Symantec、WebSense、TrendMicro、VeriSign、Check Point、
McAfee などの専業ベンダや専業サービスの ISS を買収した総合 IT 企業の IBM などが上
位を占めている。また、Cisco、Juniper、Nokia など通信機器ベンダも、セキュリティア
プライアンス製品で主要なポジションを占めている。
表 1-4 製品セグメント別の主要プレーヤ（上位ランク順）
資料：World Information Security Products and Services, 2008, Global Industry Analysts, Inc を元に
作成

製品セグメント
ID&アクセス管理
セキュアコンテンツ管理

主要プレーヤ(上位ランク順)
CA、IBM、VeriSign、RSA、Entrust、Novell
Symantec、McAfee、TrendMicro、CA

アンチウイルス

Symantec、TrendMicro、CA、Microsoft

WEB フィルタリング
セキュリティ&脆弱性管理
FW/VPN ソフトウェア

WebSense、SurfControl、Secure Computing、Symantec
CA、 Symantec、NetIQ、HP、IBM/ISS
Check Point、Symantec

FW/VPN ハードウェア

Cisco、SonicWALL、WatchGurard、Juniper、Nortel、
Nokia
CA、 IBM/ISS
IBM/ISS

IDS/IPS ソフトウェア
ネットワーク IDS/IPS ソフトウェ
ア
ホスト IDS/IPS ソフトウェア
認証製品
アクティブ ID

IBM/ISS、McAfee、Tripwire、Cisco
RSA、 SafeNet、Aladdin、VASCO
Secure Computing

セキュリティアプライアンス

Cisco、Juniper、Nokia、SonicWALL、IBM/ISS

IDS/IPS

Cisco、IBM/ISS、 McAfee、 Sourcefire、Juniper、
Check Point
Cisco、IBM/ISS、 McAfee、Juniper、Sourcefire、
TippingPoint、 Symantec
Fortinet、Symantec、Secure Computing、Juniper、
Crossbeam、SonicWALL、Check Point

ネットワーク IDS/IPS アプライア
ンス
統合脅威管理アプライアンス

(3)個々の主要プレーヤの動向
以下に今次調査に際して訪問調査した主要プレーヤの個別動向をまとめる。
(a) VeriSign, Inc.
VeriSign は、カリフォルニア州マウンテンビューを本拠地とするセキュリティサービス
プロバイダで、主に SSL やマネージド PKI 等の認証サービスを提供している。中核事業
の売上げは 9.36 億ドル（936 億円）、全世界の従業員は 3,300 人である。認証サービスの
75%は SSL による。S&P500 社の 93%の企業の WEB サイトに対して、電子証明書サー
27
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ビスを提供している。RSA から独立し、個人向けのサービスを中心に行い、エンタープラ
イズ系に焦点を当ててソフトウェア製品の提供を中心とする RSA とのビジネス領域の住
み分けを行っている。2008 年に事業戦略を転換し、認証サービスなどのコアビジネスに集
中し、他の関連事業会社は売却を進めている。
SSL 分野では Comodo、認証分野では、Microsoft などと競合関係にある。OpenAuth、
FEMOLTO、ActiveIdentity、IBM、Sun、Safenet などとパートナー関係にある。
新 規 有 望 ビ ジ ネ ス と し て、 レ ピ ュ テ ー シ ョン サ ー ビ ス と VIP(VeriSign Identity
Protection Network)がある。レピュテーションサービスは、証明書を拡張し、安全なサイ
トに対してブラウザがアドレスバーの色を緑に表示させるなどの付加価値サービスを提供
するものである。VIP は、ネットワーク型のワンタイムパスワード認証サービスで、WEB
サービス事業者に対して、エンドユーザの認証をインターネットを介してサービスとして
提供するものである。ユーザ端末にワンタイムパスワードトークン等を配布し、VeriSign
が認証を提供することで Web サービス事業者からフィーを回収するモデル。（図 1-17参
照）これらの新規分野を中心にサービス提供に重点を置いた事業展開を図っている。
事業者
WEBサイト

SaaS化
(Security-as-a-Service)

ルートDNSの可用性ノウハウを活用

OTP
(ワンタイムパスワード）

ユー
ザユー
ザユー
ザ

WEBサイト

VeriSign

インターネット

レピュテーション情報

OATH
アルゴリズム
（回数、時刻、C&R)

基本会費からトランザクション
課金に拡大

WEBサイト

MobileToken(BlackBerry)
ネットワークを世界で
１つに統一したい。

コンシューマービジネスの拡大
→ エンタープライズ系の拡大
認証
情報

資料：VeriSign 説明資料を元に本調査にて作成

図 1-17 VeriSign のビジネスモデルの全体像

(b)Symantec Corporation
Symantec は、2008 年度の売上げ 62 億ドル（6,200 億円）、40 カ国、17,500 人の従業
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員から構成される世界第 4 位の規模のソフトウェア企業である。FORTUNE1000 の 99%
の企業に対して製品等の提供を行っている。70%は企業顧客からの収入である。セキュリ
ティ、ストレージ、システム管理ソリューションを提供している。Consumer Endpoint
Security、Messaging Security、Policy & Compliance、Data Loss Prevention、Security
Management などのセキュリティ製品を提供している。
仮想化技術によりデータや情報やアプリケーションをプラットフォーム（OS 以下のレ
イヤ）から切り離すことでプロセス終了後は端末にプロセスの痕跡を残さないという技術
によりセキュリティを確保する Symantec Endpoint Virtualization を提供している。これ
は買収した複数の技術を組み合わせて実現し、新しいセキュリティソリューションとして
拡販に重点を置いている。
SaaS 事業では、Symantec Protection Network と称するオンラインバックアップサー
ビスを提供している。これに第二段として昨年買収した MessageLabs によるメールフィ
ルタリング、Web フィルタリングを提供している。SaaS 事業を成長事業と位置付けてこ
れらふたつの事業輪統括するビジネスユニットを設置した。これら SaaS を Symantec の
クラウド（Symantec のデータセンターを一体運営するものを指す）から提供する。
ターゲット顧客は SMB。
（MessageLabs は大企業も）競合相手は、中小が多いが、大企
業では HP がある。
(c)Check Point Software Technologies, Inc.
Check Point は、2008 年度の売上げは 8.09 億ドル（809 億円）のインターネット、デ
ータ、エンドポイントなどをカバーするトータルセキュリティ・ベンダである。Firewall-1
は市場を先導する製品である。VPN/ファイアウォールのソフトウェア市場で 99%の占有
率を持つ。統合脅威管理システム UTM-1、Power-1、不正検知システムの IPS-1、エンド
ポイントセキュリティとして Check Point Endpoint Security、Full Disk Encryption な
どの製品を提供している。ファイアウォールはソフトウェア、ハードウェア、仮想化の 3
形態を提供している。仮想化は、データセンタ等で複数のネットワークを一元管理する用
途や、ハードウェアの監視から管理者を解放（負荷軽減）する意味がある。ネットワーク
では Cisco、Juniper、エンドポイントセキュリティでは Symantec、McAfee などが競合
相手である。
SaaS は perimeter や endpoint の防御との相性が必ずしも良くないので戦略ターゲット
としていない。一方クラウド環境では仮想化が重要であるため、仮想化製品の展開は進め
ている。
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(4)M&A の状況
情報セキュリティ産業の主要プレーヤの M&A の状況をまとめたものが図 1-18 である。
米国では、企業の M&A による製品種類や事業領域の拡大の動きが激しい。M&A におい
ては、年月とともに変化する脅威やセキュリティに対するニーズに応じて、技術力や専門
性の高い企業を買収している。
たとえば Symantec は、2008 年に SaaS 型フィルタリングサービスで評価の高い
MessageLabs や 2002 年に脆弱性情報の提供サービスなどで評価の高い Security Focus
等を買収している。また 2005 年にはほぼ同規模の Veritas の買収により、ウイルス対策
単極型からデータ保護ソリューションを加えて多極化し、規模の拡大と経営の安定を図っ
ている。
McAfee も同様に M&A を活用してウイルス対策から IDS へと品揃えを広げ、さらに
2008 年に Secure Computing の買収によってファイアウォールと Web・メールフィルタ
リングを加えて総合セキュリティ対策ベンダとしての品揃えの充実を進めている。Check
Point Software Technologies は 2007 年に PointSec を買収することで、ネットワークセ
キュリティ単独事業モデルからエンドポイントセキュリティにも軸足を広げる展開をして
いる。
一方、IBM や EMC といった資金力の豊富な総合 IT 企業は、独自の技術と製品を持ち、
市場地位を確保した知名度と実力のある企業を買収し、セキュリティ分野への参入を拡大
している。IBM による Internet Security Systems の買収(2006 年)、EMC による RSA
Security の買収(2007 年)が典型的な例といえる。
2004 年に NetScreen を買収した Juniper
Networks も同様の戦略と位置づけることができる。総合 IT 企業や総合ネットワーク企業
にとって、セキュリティ分野は品揃え面の必要性と投資の魅力を持った分野であるといえ
る。
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2002

2003

2004

2005

継続性
サービス強化

Symantec
Mountain Wave, Inc

Nexland

Security focus

TurnTide

PowerQuest Corporation

2009

MessageLabs

Altiris
Vontu

WholeSecurity

AppStream

Sygate Technologies

SwapDrive

IMlogic, Inc

@Stake

Relicore

Platform Logic

McAfee

2008

SaaS対応

BIND VIEW

LIRIC Associates

Recourse Technologies

2007

VERITAS

ON Technology

SafeWeb, Inc

riptech, inc

2006

Company-i

脆弱性対策

Deersoft

Foundstone

Entercept Technology
IntruVert Network

SafeBoot

SiteAdvisor

ScanAlert

Preventsys
コンプライアンス
強化

Citadel

Secure Computing

Onigma

RSA

EMCによる買収完了
セキュリティ事業
強化

Pass Mark Security
1995年一部門がVeriSignとして独立

Tablus

IBM

セキュリティ事業
強化

ISS

Watchfire

Encentuate

Consol

1996年Tivoliを買収

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 1-18 主要プレーヤの M&A の状況

1.2.4.米国におけるベンチャ企業育成環境
一般に、米国におけるベンチャ企業育成環境は次の点で優れていると考えられる。
1)

エンジェルによる積極的な投資1
米国においては企業の成長段階に合わせ、資金供給の主体が変化することが一般的であ

り、設立以前から設立 3 年程度の企業への投資は、ビジネスエンジェルと呼ばれる人々が
行っている。米国のエンジェル投資額は約 3 兆 6 百億円（2007 年）である（日本の年間
投資総額は米国の 125 分の 1 となっている）
。さらには、エンジェル投資家を束ねるエンジ
ェルグループが各地で発展し、それらグループが組織化されて大規模なエンジェルネット
ワークが形成され、エンジェル投資活動を支えているとされる。
2)

ベンチャキャピタルの投資環境
米国におけるベンチャキャピタルの投資残高は 2007 年時点で約 25 兆 7 千億円である

（日本の投資残高は 2007 年時点で約 9,800 億円である）
。2

1

文部科学省科学技術政策研究所「イノベーションシステムに関する調査 第 5 部ベンチ
ャー企業環境 報告書」http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep131j/idx131j.html 参照
2
財団法人財団法人 ベンチャーエンタープライズセンター 「2008 年ベンチャービジネ
スの回顧と展望」 http://www.vec.or.jp/download/44/ 参照
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米国におけるベンチャキャピタルの特徴は、以下に挙げることができる。3
・設立 3 年程度以後の企業への投資は、ビジネスエンジェルではなく、ベンチャキャピ
タルが行う
・2005 年時点のベンチャキャピタル投資の業種は、約 65%を IT 関連企業が占める（日
本の場合は約 37%）
・2005 年時点の IT 関連企業への投資額は約 13 兆 6,000 億円、件数は 1,875 件（日本
はそれぞれ 479 億円、585 件）
・米国のベンチャキャピタルは、専門家による集団（パートナーシップ）が中心である
（日本は銀行、生保、証券系が中心）
・米国のベンチャキャピタルは、パートナーシップへの出資者を募り、その出資金をベ
ンチャに投資することにより利益を挙げるというビジネスモデルであり、出資者への
リターン向上と自らの成功報酬のために、
様々なベンチャへの支援を行うとされる（日
本は会社組織であり、ベンチャへの支援のインセンティブが米国に比して低いとされ
る）
上記の特徴は、情報セキュリティに関係するベンチャ企業にも合致し、特に専門家集団
であるベンチャキャピタリンストが、情報セキュリティベンチャを育成していると推測さ
れる。

1.2.5.米国の情報セキュリティ産業の強み
日本においても、欧州においても（1.3 参照）
、米国製品は大きなシェアを有する。
各国において、米国製品のシェアが高い理由は、以下に挙げることができる。
・米国では世界に先駆けて新しい脅威が出現する
・脅威に対する技術が開発され製品化がなされると、米国内では製品の機能および性能
にて評価がなされ、製品ベンダは米国内の市場が大きいため一定規模の売上を得るこ
とができ、世界的にも注目されるに至る
・米国ではベンチャを支援する枠組み（ベンチャエンジェル、ベンチャキャピタル、ベ
ンチャ向け研究開発支援プログラム等）が整備されている（2.2 参照）

3

総務省「ICT ベンチャーの実態把握と成長に関する調査研究」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/other015_200707_hokoku.pdf、および
http://www.vec.or.jp/items/vec_content/guide/body_5_2_1.html 参照
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1.3.

欧州の情報セキュリティ産業の動向

1.3.1. 情報セキュリティ産業の市場規模
JNSA による経済産業省委託調査「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」に
よると、2008 年の欧州の情報セキュリティ市場規模は、アプライアンスは 2,228 億円
（14.8％）、ソフトウェアは 5,321 億円（35.4％）、サービスは 7,471 億円（49.7％）であ
る。2008 年の市場規模全体は約 1.5 兆円であり、成長率は 2007 年の 23.7％から 3.1％に
落ちたものの、市場規模は確実に大きくなっている。また、2009 年は約 1.7 兆円程度と予
測されており、13.4％の成長が見込まれている。市場規模は、米国よりは小さいが、日本
の市場規模の 2 倍以上となっている（図 1-19 参照）
。
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資料：経済産業省委託調査

-10.00%

JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」のデータを元に作成

図 1-19 欧州の市場規模と成長率
European Commission（EC）の DG Information Society and Media4 “The European
Network and Information Security Market”（以下、EC レポート）によると、欧州の情
報セキュリティ市場における欧州メーカの 2007 年のシェアは、16.5％しかなく、欧州以
外の国、特に米国メーカが優位である。その理由について EC レポートでは以下のように
述べている。
・米国市場において研究開発に十分な時間と費用をかけた IT セキュリティベンダは、
欧州における研究開発コストをかけずに欧州市場に参入できるため
・欧州のローカルベンダは研究開発やマーケティング費用を極力抑える戦略をとって
いるため
・Symantec とソニーの VAIO、McAfee と DELL のようにパソコン本体にソフトウ
4

欧州委員会の情報社会・メディア総局(Directorate-General Information Society and Media)
は、欧州における情報・通信技術およびメディア分野についての研究、政策、規制を担っ
ている
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ェアセキュリティを予めプレインストールしたモデルをグローバルに提供する戦略
を米国メーカは行っているため
・米国企業を中心としたグローバルメーカは、全世界的なサポートを 24 時間 7 日体
制で提供することができるため
このような状況のもと、欧州企業はどのような戦略によって欧州市場における情報セキ
ュリティ関連事業を展開しているのかという観点から各企業の動向を分析する。

1.3.2.情報セキュリティ産業の構造
(1)主要なステークホルダの全体構造
European Commission（EC）のレポートによると、欧州における情報セキュリティ市
場を構成する主なステークホルダ間の相関関係は、図 1-20のようになっている。
国家／連邦政府機関（各国に該当する省庁）
The Ministry of Communications, The National
Regulatory Agency for Electronic
Communications, The National Office for Data
Protection, The Ministry of Interior, The Ministry
for Public Administration, The Ministry of Defense

欧州機関
European Commission,
ENISA

情報セキュリティ市場
情報セキュリティ
関連の
公的機関
BSI(独）, DCSSI
（仏）, SEMA（瑞）

ハードウェア
Cisco, Juniper,
Netasq, Fortinet,
Gemalto

ソフトウェア
Symantec,
McAfee,
CheckPoint,
Trend Micro, IBM

サービス
IBM,
Accenture,
CapGemini,
(EDS), HP

情報セキュリティの供給（サプライヤー）
CERTs, CIIP 関連組織
UNIRAS, BT CERT, そ
の他100以上の公的・民
間CERT

大学や研究機関

流通チャネル
論理的チャネル

法律事務所および
保険会社
Allianz,Generali, AIG,
ACE Europe, Zurich

標準化および認証
機関
ISO, ETSI, ICTSB,
IETF

物理的チャネル

SaaS

専門家やエンドユー
ザ組織

情報セキュリティの需要（ユーザ）
消費者／
ホームオフィス

中小企業

中・大規模企業

赤字： 米国企業
青字： 欧州企業
黒字： 日系企業

資料：European Communities,“The European Network and Information Security Market”を元に作成

図 1-20 欧州の情報セキュリティ産業を構成する主要ステークホルダ
ネットワークおよび情報セキュリティ関連市場を取り巻くステークホルダとしては、IT
セキュリティ法制度フレームワークを担う国家／連邦政府機関、欧州におけるセキュリテ
ィポリシやガイドラインの定義や実施を促進する欧州委員会、セキュリティポリシの実施
機関である情報セキュリティ関連の公的機関のほか、セキュリティリスクマネージメント
の責任を担う CERT5や CIIP6があげられる。また、情報セキュリティのサプライヤをハー
5

CERT(Computer Emergency Response Teams)とは IT セキュリティに関わるインシデント対
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ドウェア、ソフトウェア、サービスと３つの機能面から分類し、ユーザは全てのインター
ネットユーザを対象とし、消費者、中小企業、大企業と規模の面から分類している。サプ
ライヤとユーザを結ぶ流通チャネルとしては、直販、ウェブを通した販売、リセラーおよ
び OEM（Original Equipment Manufacturers）のようなサードパーティを通した販売の
ほか、IT サービスプロバイダ、システムインテグレータ、通信事業者、ISP、ASP を想定
し、論理的チャネル、物理的チャネル、SaaS に分類している。
(2)欧州の機能構造
情報セキュリティのサプライヤを他国と同様に分類すると以下の機能構造になる。欧州
の機能構造は、基本的には、製品・ツールは海外ベンダが主であり、インテグレーション
やサービスにおいては地域に密着した企業と連携した構造であり、日本の機能構造と同様
である（図 1-21 参照）
。
製品・ツール
暗号製品

F-Secure, ｎCipher Corporation,
Sophos(Utimaco Safeware AG）
コンテンツセキュリティ
対策製品

インテグレーション
設
計

ネットワーク脅威
対策製品

CheckPoint
F-Secure,
Utimaco Safeware AG,
Norman ASA
開
発

Symantec
McAfee
Trend Micro
Sophos
/Websense
Workshare

アイデンティティ・
アクセス管理製品

システムセキュリティ
管理製品
IBM
Sophos
Norman ASA
SECUDE

サービス

セキュアシステム構築サービス

情報セキュリティ
コンサルテーション

Verizon Business
Global Secure Systems (GSS)
Technology Nexus
ATRICON-INTEGRALIS AG
ACE TIMING
Arkoon NETWORK SECURITY
CA
Bull
Thales

Keyware Technologies
Utimaco Safeware AG
ActivIdentity
Norman ASA
Entrust
RSA
VeriSign
運
用

IBM、Accenture,
(EDS), HP,CapGemini
Verizon Business
GSS
Technology Nexus
CA
Bull
Thales

情報セキュリティ保険
セキュリティ運用・管理サービス

Arkoon NETWORK SECURITY
HP、BT, Deutche Telecom
Thales

統合型アプライアンス

Cisco, Juniper, Netasq, Gemalto,
SonicWALL, Nokia, Secunet

資料：経済産業省委託調査

Allianz,Generali,
AIG, ACE Europe,
Zurich
赤字： 米国企業
青字： 欧州企業
黒字： 日系企業

JNSA「平成 20 年度情報セキュリティ市場調査報告書」の定義を元に作成

図 1-21 欧州の情報セキュリティ産業の機能構造
製品・ツールにおいては、Utimaco を買収した Sophos がソフトウェアの製品全般を提
供している。インテグレーションに関しては、日本と同様に欧州企業が多く、サービスに
応の専門組織であり、コンピュータセキュリティインシデントを監視、予防、検知を行い
関連組織内で情報共有している
6
CIIP(Critical Information Infrastructures Protection)は、情報インフラストラクチャ防護のた
めのオペレーション要件を監視、助言、特定するための組織であり、潜在的リスクや脅威
のアセスメント、政府による適切な対応の明確化に関与している
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関しては、IBM、Accenture、EDS7、HP 等の米国企業が主であり、日本の市場よりも欧
州市場の方が外資系企業に対してオープンである。
(3)欧州の情報セキュリティ産業の役割構造
欧州における情報セキュリティの役割構造は図 1-22 のようになる。
日本市場の役割構造
と比較すると、
欧州市場の役割構造は単純な構造を呈している。
システムインテグレータ、
コンサルティング、運用・監視サービスの役割を全て「付加価値提供型リセラー」と称す
る、エンドユーザ側に立った情報セキュリティシステムの設計・開発・運用を一括して引
き受ける事業者が提供している。エンドユーザやリセラーに対して製品を供給する役割と
してディストリビュータが位置付けられるが、企業に対しては付加価値提供型リセラー
（Value Added Reseller）がディストリビュータの役割まで担う傾向になりつつある。
セキュリティ製品メーカはエンドユーザのニーズを把握している付加価値提供型リセラ
ーを重視する傾向にあり、リセラーに対する研修や認定によって市場を確保しようとして
いる。
イギリスやフランスなど中央集権型国家では特に付加価値提供型リセラーが強いが、
地方都市に権限が分散しているドイツやベネルクスではディストリビュータに依存する場
合が多い。
セキュリティベンダーおよびプロバイダー
Software:
Symantec, McAfee, TrendMicro, Sophos(Utimaco), SECUNET, SECUDE
Hardware:
CheckPoint, Cisco, Juniper, Sun, HP, SecureComputing, nCipher, Bull SA, INFINEON
Service:
VeriSign, ISS/IBM, HP, CA, Symantec, McAfee, WebSense, Fortinet, Entrust, Bull SA, THALAS

ディストリビューター(Distributer)
Computerlinks, Sphinx, Westcon, Wick Hill,
DNS Arrow, Avnet, Cohort, Vadition, Norbain,
AAsset Security, ADI-Gardiner

付加価値提供型リセラー （Value Added Reseller）
Siemens, Honeywell, IBM, Bull SA, Thales,
Integralis ,Vistorm, GSS, 2e2, MIS, Secon, Foursys

企業,
企業, 政府
政府

消費者
消費者

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 1-22 欧州における情報セキュリティの役割構造

7

1.2 に示したように、EDS は、HP に買収されている
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1.3.3.主要プレーヤの動向
欧州の情報セキュリティ産業の主要な企業の動向についてまとめる。
(1)Sophos Plc
Sophos の 2008 年度の売上は、2 億 1,390 万ドルであり、昨年度の売上に比べ 27.8％の
成長率を達成している。提供している製品およびサービスは、法人向けのエンドポイント
セキュリティ、データ保護、Web・電子メール関連サービスであり、Cisco、Microsoft を
含む 100 社以上に Sophos のエンジンを OEM 提供している。売上の構成としては、エン
ドポイントセキュリティが 50％、データ保護が 25％、Web/電子メールが 15％、OEM 提
供が 10％である。
競合他社は、アンチウイルスソフトは、Symantec、McAfee、TrendMicro、Microsoft
(Forefront)、 Kaspersky、AVG、Avira AntiVir、G DATA であり、電子メール・スキャ
ニングは、Websense および Cisco、暗号化製品は、McAfee、Winmagic、Check Point
である。
ビジネス動向と戦略として、米国の ENDFORCE を 2007 年に、ドイツの UTIMACO
を 2008 年に買収することにより、エンドポイントセキュリティおよび暗号化製品のライ
ンナップを充実させるとともに、ドイツ、ベネルクス、北欧における市場参入を進めてい
る。
提供している主な製品・サービスは、Sophos Mobile Security for Windows Mobile、
ES1000 Email Security Appliance for SMEs、WS1000 Web Control Platform を柱とし
ている。
アライアンス戦略としては、2007 年に SurfControl と業務提携を結び、2006 年に
Webroot、PGP Corporation と業務提携を結んでいる。SurfControl とはマルウエアと Web
セキュリティ対策を強化する技術連携を行い、URL 分類エンジンの統合化を図った。
Webroot とはスパイウェア対策分野における製品提携、PGP とは電子署名、メールの暗号
化機能に関する製品提携を行った。
(2)Global Secure Systems Ltd (GSS)（英国）
セキュリティに特化した付加価値提供型リセラーであり、取り扱っているセキュリティ
製品は、ファイアウォール、VPN、パッチマネージメント、暗号化、データ漏えい関連対策、
エンドポイントコントロール、アンチウイルスである。また、提供しているセキュリティ
サービスは、エンジニアリング、販売しているセキュリティ製品のインストレーションお
よびセットアップを行っている。
顧客の数は、1,000 社程度であり、あらゆる業態・業種に対応している。競合他社は、
Integralis、Vistorm、2e2、MIS、Secon、Foursys であり、年間の売上は 3 千万ユーロ程
度である。
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ビジネス動向と戦略として、機密情報管理向けソフトウェアを開発・販売している米国
企業の Cyber-Ark と個人認証管理、パスワード制御ソリューション分野において連携して
いる。製品・サービス戦略として、自社製品は全く持たず、顧客のニーズに対応したシス
テムインテグレーション、コンサルティングに関する知識・ノウハウに強みを持っている。
アライアンス戦略として、Websense、Mimecast、Finjan と業務提携している。また、
Microsoft の Emerging security partner of the Year と米国 CRN 誌によるセキュリティリ
セラー分野における調査の結果、第 1 位である Security reseller of the year を 2008 年に
受賞している。
(3)SECUDE IT Security GmbH（ドイツ）
SECUDE は、ID カードによるセキュリティ管理のための製品およびサービスに特化し
ている会社である。また、数年前にコンサルティング会社を創設し、顧客からの製品に対
する具体的な要望を吸い上げようとしている。ドイツにおける売上の 80％は製品および付
随するサービスの販売であり、コンサルティングはまだ 20％程度である。販売の形態とし
ては、ドイツ以外の国ではディストリビュータを使っているが、ドイツ国内では認定した
リセラーに販売を依頼している
主な製品・サービスは、トークンライフサイクルマネージメント、SAP セキュリティ、
SSO（シングルサインオン）
、モバイルセキュリティ、メッセージおよびドキュメントの
セキュリティと基盤となるマネージメントツールキット（SECUDE Security Bus）であ
る。
主な顧客は、Lufthansa、Bosch、BMW、DuPont、SAP、Allianz、VW、DAB Bank、
NORTEL であり、暗号化の競合他社としては、Entrust や RSA（いずれもアメリカ）が
あるが、これらの会社の製品に対しても SECUDE の認証システムは対応しているので、
パートナーの側面もある。スマートカードの競合他社としては、ドイツテレコムの
T-Systems、シーメンス、TPM があげられるが、同時に彼らは顧客や販売パートナーであ
る。
スマートカードチップにおける暗号化技術と SAP とのパートナーシップを事業の核と
している。また、顧客の既存のシステムであるロータスノーツや RSA、Entrust などに対
して対応させることにより、導入しやすくしている。
(4)Secunet Security Network AG（ドイツ）
Secunet は、公的分野、民間分野、ドイツおよび国外における国際組織に対するプロジ
ェクトを合わせて 5,000 以上実施しており、政府（BSI）によって認定された暗号アルゴ
リズム技術を搭載した SINA(Secure Inter-Network Architecture) 製品の提供を事業の核
としている。公的セクター向けのハイセキュリティサービスの提供、政府内のセキュアシ
ステムの構築（個人認証システム：Biomiddle）
、民間セクター向けのビジネスセキュリテ
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ィの確保、自動車産業における組込セキュリティ技術の開発を行っている。SINA および
biomiddle は BSI と共同で開発され Secunet が販売権利を得ているため、政府内のセキュ
アシステム構築市場には非常に優位である。
2008 年度の売上は 5,210 万ユーロであり 2007 年度の売上から 26％の成長率を達成し
ている。売上の 28.7％がハイセキュリティ、12.9％が政府、9.5％がビジネスセキュリテ
ィで、自動車向け製品は 1.6％程度である。ドイツでは直販が主であるが、他の国ではタ
ーゲットとする市場を熟知しているパートナーやリセラーと連携している。
(5)Bull SA（フランス）
Bull は、スーパーコンピュータの設計、インテグレーション、実装の全てが提供でき
る唯一の欧州 IT 企業であるが、情報セキュリティに関するサービスとしてオープンエン
タープライズのための IT セキュリティソリューション、オープンエンタープライズのた
めのネットワークセキュリティソリューション、グローバル企業に対するセキュリティビ
ジネスを提供している。特に、PC に USB 接続できる暗号化プロセッサを備えたパーソナ
ルハードディスクデバイス“globull”の開発・販売に昨年から力を入れている。
Bull の主な顧客は銀行、証券、防衛、健康、通信、製造業セクターであり、銀行と通信
で 7 割程度を占める。競合他社は、Thales、Cisco である。昨年度の売上は 11 億 33 百万
ユーロであり、顧客の 40％程度は公共分野である。世界中 100 カ国における流通ネット
ワークを構築しているが、コンサルテーションやカスタマイゼーションが必要となってく
るため基本的には直販が主である。
2006 年に Agarik(フランスの重要インターネットインフラアウトソーシング会社）、
HRBC(Human Resources Business Consulting)や AMG.net(ポーランド）を買収してい
る。また、Jboss、ESI グループ、Keeneo、IDEALX、SAP、NEC との提携関係を構築し
ている。
(6)Thales（フランス）
Thales では、航空・宇宙分野、防衛分野、セキュリティ分野においてビジネスを展開し
ており、年間の売上は 127 億ユーロである。売上構成としては、航空・宇宙分野が 50％、
防衛とセキュリティが 25％ずつである。50 カ国に拠点を置き、全従業員数は 68,000 人で
ある。現在、Alcatel が資本参加しているため、防衛分野だけでなく通信分野のインテグレ
ーション、通信システムの開発を行っている。
現在のビジネスの割合は防衛と非防衛が半々であり、防衛産業において培った技術を民
間展開する方針である。セキュリティを含めた特定の要件を必要とするインフラストラク
チャ分野に重きを置いており、消費者を対象としたマスマーケティングは行っていない。
セキュリティに関する市場としては、信号機のような輸送システムにおけるセキュリテ
ィ、インフラストラクチャにおけるセキュリティ、空港におけるセキュリティ、監視シス
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テム、アクセスコントロール、電子パスポートシステム、個人認証システム、税関システ
ムにおけるセキュリティ等が対象である。情報セキュリティに関連するサービスとしては、
防衛分野における暗号化アルゴリズムの開発のほか、電話、メール、データの暗号化サー
ビスを提供している。
競 合相 手は 、防 衛分 野で は欧 州の 大手航 空・ 宇宙 企業 であ る EADS （European
Aeronautic Defence and Space Company）
、Siemens および Lockheed Martin である。
防衛分野は、それぞれの国の状況に対応しなければならず、欧州の中でも異なる戦略や基
準が採用されているため、ローカルの事業所が主体となって対応している。そのため、販
売チャネルは直販を基本にしているが、各国の状況に応じた販売方法を採用している。

1.3.4.欧州市場の特徴
(1)ユーザ企業の動向
EC のレポート“The European Network and Information Security Market”によると、
ネットワークおよび情報セキュリティに関する支出が最も高い産業はサービス産業となっ
ている。サービス産業には、施設、通信、輸送、小売/卸売り、建設、ビジネスおよびプロ
フェッショナルサービスが含まれている。次に、製造業、金融サービスとなっている。公
的分野は、地方自治体における電子化やヘルスケア分野における情報システムの統合化が
進展しており、ネットワークおよび情報セキュリティ関連市場において 2 割近くを占めて
いる（図 1-23 参照）
。
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情報セキュリティ市場ユーザ構成（2007年、合計：107,56億€）
（％）

公的サービス
19.0
サービス産業
32.0
消費者
6.0

金融サービス
21.0
製造業
22.0

資料：European Communities,“The European Network and Information Security Market”データを元に作成

図 1-23 情報セキュリティ市場ユーザ構成
(2)情報セキュリティ関連のベンチャ企業育成政策
ドイツを始めとした欧州の政府では情報セキュリティ産業のベンチャ支援に対して積極
的に取り組んでいる。例えば、ドイツの SECUDE はドイツ政府のフラウンホーファー研
究所からスピンアウトしたベンチャ企業である。フラウンホーファー研究所が SAP と共
同開発した SAP サーバ向けの暗号化技術が起業の発端となっている。また、ドイツ防衛
省や大使館向けに暗号化製品を導入している Secunet Security Network AG というベン
チャ企業も BSI（ドイツ連邦情報セキュリティ庁）と共同開発した暗号アルゴリズムやバ
イオメトリックス認証技術を事業化している。このように欧州においては、安全保障に関
わる暗号化技術を始めとした情報セキュリティに特化した製品やサービスを政府が先行的
なユーザとなり開発を支援することにより、地元のベンチャ企業の育成と活性化を進めて
いる。
(3)情報セキュリティ分野における公的研究開発の動向
欧州の大学において情報セキュリティ分野に関する研究開発の優先順位は高まっている。
セキュリティラボラトリがコンピュータサイエンス学科、エンジニアリング学科、数学科
に設置されている。暗号化に関する基礎理論から暗号プロトコルとアルゴリズムの開発お
よび実装、システムセキュリティ、ネットワークセキュリティがセキュリティラボラトリ
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にて研究され、研究成果が中長期的に応用されるとともに、欧州における研究機関は専門
人材の育成の面からも大きな役割を果たしている。
EU（European Union）の欧州研究開発フレームワーク計画（FP）の第 7 次計画（FP7）
においては、テロと犯罪からの防衛、インフラストラクチャと公共事業のセキュリティ確
保、危機発生時におけるセキュリティ回復などを研究分野の一環として掲げている。情報
セキュリティに関連する研究開発プロジェクトとしては、以下があげられる。
1)NGN
NGN は、
「未来のネットワーク（The Network of the Future）」
、「サービスとソフトウ
ェアアーキテクチュア、インフラ、設計」、「安全で、依存でき、信頼されたインフラ」
、「ネ
ットワーク型メディア」の４つの統合的な目標により構成される課題を明確にしており、
NGN の重要な要素として、EU は安全性を掲げている。
なお、
「安全で、依存でき、信頼されたインフラ」とは、以下の条件を満たすものである。
・ネットワークインフラにおけるセキュリティと回復力
・ダイナミックで再構成可能なサービスアーキテクチュアにおけるセキュリティと信用
・信用されたコンピューティングインフラの整備
・ID 管理とプライバシ保護強化ツールの提供
2)eMoblitiy 欧州技術プラットフォーム
eMoblitiy 欧州技術プラットフォームは、2005 年 3 月に発足しており、アルカテル、
ドイツテレコム、エリクソン、フランステレコム、ハッチソン 3G、ルーセント、モトロ
ーラ、ノキア、フィリップス、ジーメンス、ST マイクロエレクトロニクス、テレコムイ
タリア、テレフォニカ、タレス、ヴォーダフォンなど携帯電話ベンダ、オペレータを中心
とした 467 団体から構成される。eMoblitiy 欧州技術プラットフォームは、欧州市民およ
び欧州経済に役立つ移動通信および無線通信の技術発展の推進、産官学の協力体制強化な
どを主な目的としているプロジェクトである。
セキュリティ面では、現行の移動通信ネットワークと同等かそれ以上の安全性を不可欠
の要件とし QoS の確保にも重点をおいている。また、サービス、デバイス、リソースを
自動的に検出し相関付けを行い、かつ、自動的に自らを組織し、修復し、構成管理の出来
るネットワークの構築を目指している。
3)ISI
ISI（The Integral Satcom Initiative）は、衛星通信ネットワークに関連するステーク
ホルダによる組織であり、25 ケ国から 167 団体が参加している。
ISI の戦略的研究アジェンダでは、基本分野として以下が挙げられている。
・インターオペラビリティと相互ネットワーキング
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・衛星ブロードバンド回線
・衛星放送
・移動体衛星サービス
・セキュリティ
・衛星通信部門の共通プライオリティ
「セキュリティ」分野の重要項目には、有線網、無線網、固定網、移動網、IP ネットワー
クの融合が進む異質ネットワークにおけるセキュリティ確保全般、エンド・トゥ・エンド
での安全かつ信頼できる通信の確立などがある。
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1.4.

韓国の情報セキュリティ産業の動向

1.4.1.情報セキュリティ産業の市場規模
韓国のセキュリティ産業規模は、KISIA（韓国情報セキュリティ産業協会）によると 2008
年 12 月時点で約 7,600 億ウォン（約 760 億円）と推計されており、日本の約 1/10 にあた
る。近年、年 8%程度の成長率を保っており、2008 年末の経済危機の影響は製造業等、日
本以上に厳しいが、IT 関連の投資はそれほど落ち込んでおらず、特に大規模な情報漏えい
が多発した影響からセキュリティ投資は比較的前向きに行われており、影響は他の産業よ
り小さかったと見られる。セキュリティ投資の中心は通信業、金融業、ISP 等であり、近
年は運用・管理サービスも伸びている。

1.4.2.情報セキュリティの産業構造
(1) 情報セキュリティ産業構造
韓国の情報セキュリティ産業の構造を図 1-24 に示す。

製品・ツール

インテグレーション

サービス

設計

情報セキュリティ・
コンサルテーション
セキュアシステム構築
サービス

暗号製品
uToken

Secui
Future Systems
Securesoft
Nowcom
Zimocom
CheckPoint
Cisco

セキュリティ運用・管理サービス
Ahnlab
SecureSoft
IGLOO
Jcom Information

アイデンティティ・
アクセス管理製品
Softforum
Penta Security
Initech
NITGEN
BCQRE
KSIGN
Suprema

セキュリティ教育

運用

システムセキュリティ
管理製品
Inzen
IGLOO security
Netsecure Technology
NileSOFT
Jcom Information
NICSTECH
Comtrue Technologies
Softcamp
インテリW

サムスンSDS
LG CNS
SK C&C

ネットワーク脅 威
対策製品

開発

コンテンツセキュリティ
対策製品
Ahnlab
hauri
DAOU
VisionPower
Symantec
Trendmicro
CA

赤字： 米国企業
黒字： 日系企業
緑字： 韓国企業

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 1-24 韓国の情報セキュリティ産業の構造
情報セキュリティ産業構造の特徴については、ユーザ企業が SIer 依存傾向であること、
産業全体として優秀な人材が不足していること等は日本と同様である。しかし、調達にお
いて政府による規制が行われていることが産業構造形成の大きな要因となっており、国内
ベンダの育成に繋がっている。
韓国の主要なセキュリティベンダは、韓国の情報セキュリティ市場が世界のわずか 1%程
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度に過ぎないため、企業成長のためにはグローバルを視野に入れた展開が必要と認識して
いる。地理的にビジネス展開が容易な日本は韓国のベンダにとって有望な市場の１つであ
り、海外展開を図るベンダには日本市場に向けたサービスの強化や、販売チャネルの確保・
拡大を図る動きもある。しかし、日本市場はベンダに求めるサービス品質が非常に高い特
徴があることから、製品の改良、サポート体制の充実など、韓国のセキュリティベンダに
とっては解決すべき課題も多い。
また、ベンチャ企業は、1995 年頃一時期増加したが、多くの企業は競争の激化、韓国市
場の限界等を背景に、2004〜2005 年頃に次々と倒産し、現在は強い競争力を持っていた
企業のみが残っている。
(2)情報セキュリティ政策と産業への影響
(a)個人情報保護の動き
韓国では、2007 年後半より大手サイトにおけるハッキングが多発しており、2008 年 2
月に韓国最大手のオークションサイトにおいてハッキングにより住民登録番号や口座情報
等の個人情報が 1,000 万件以上も漏えいする事件も発生した。そのため、国民の個人情報
保護に対する意識が高まっており、政府でも個人情報保護を目的とした法の強化を進めて
いる。新たな法律では、対象機関の拡大、罰則規定の強化等が盛り込まれる予定であり、
2009 年 7 月現在も議会で審議中である。この法が成立すると、政府機関や企業における
対策が進展し、情報セキュリティ市場規模も拡大すると予測されている。
(b)情報セキュリティ分野の拡大
韓国では 2008 年に大規模な省庁再編が行われ、情報通信・科学技術・海洋水産の各省
の機能が知識経済部として統合された。知識経済部の産業政策では政策対象産業規模を 10
兆ウォンとみなしており、情報セキュリティ分野のみでは 7,600 億ウォン程度であるのを、
分野拡大によって 3.5 兆ウォン程度にかさ上げし、
政策対応を通じて 10 兆ウォンまで育成
する戦略である。このような事情も背景に、政府では、情報セキュリティ分野を単に「情
報（information）
」だけではなく、
「知識（intelligence）
」のセキュリティ確保という点で
拡大して捉え、コンテンツセキュリティ、デジタル映像監視、位置情報応用セキュリティ、
バイオメトリクス、物理セキュリティ等も含めた産業として育成していく方針である。具
体的な産業振興策の例としては、2009 年度の補正予算として、企業と大学による連携強化
による人材育成や R&D 予算の増強が予定されている。ETRI（韓国電子通信研究院）でも、
主にコアテクノロジーに関する研究開発が行われているが、特に近年では物理セキュリテ
ィと情報セキュリティ、情報セキュリティと管理など、融合領域に重点が置かれている。
また、情報セキュリティ事業者により構成される KISIA でも、2009 年 7 月より総合警備
会社の ADT CAPS や日本のセコムとサムスングループが共同で設立したエスワンなど、
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監視カメラ系の企業が大幅に増え、会員組織数が 138 社から約 170 社に拡大、2009 年 9
月には組織名称も「韓国情報セキュリティ産業協会」から「韓国知識情報セキュリティ産
業協会」に変更される予定である。このような動きによって、情報セキュリティ産業と近
接分野の融合が徐々に進展し、セキュリティ産業としては大きく拡大すると見られる。

1.4.3.主要プレーヤの動向
(1)Ahnlab
アンチウイルス製品を中心とした韓国でも有力な総合セキュリティベンダである。売上
の 7%が海外であり、残りは国内である。早くから海外市場を見据え、日本や中国を皮切
りに、東アジアおよび東南アジア、ヨーロッパ、米国とビジネス展開を進めてきた。韓国
では、個人向け市場においてフリーのアンチウイルス製品も出ており市場成長が見込めな
いため、エンタープライズ市場に重点を置いている。2009 年より、マネジメントサービス
(SMB 向けモニタリング)を開始し、SMB への市場拡大を狙う。また、同様のサービスは、
今後日本、中国でも展開予定である。また、製品からサービスを強化する戦略にシフトし
ており、特にサービスに対するニーズの高い日本に対しては、マーケティングアクティビ
ティ(プレスリリース、セミナー・コンファレンス)を積極的に実施していく予定である。
(2)NICSTECH
1995 年に設立された情報セキュリティ専業企業であり、エンドポイントセキュリティと
して、クライアント PC のポリシーコンプライアンス管理製品（資産管理、情報流出防止、
中央集中管理等）や暗号化・認証・コピー防止機能等を持った USB の開発・販売を行っ
ている。主要な顧客層は、金融、製造、教育、官公庁であり、2008 年は個人情報漏えい事
件が多発し、
個人情報保護法案が再度審議中であることから、市場拡大が期待されている。
(3)DAOU
様々なグループ企業を抱える企業グループである「DAOU TECH」が、アンチスパムお
よびメールアーカイブソリューションのメッセージングセキュリティを提供している。日
本では、買収したブランドである Terrace Technology の導入実績は 500 社を超え、シェ
アの上位に位置している。顧客ターゲットは 100 人〜1,000 人規模の中小〜中堅クラス。
日本での販売はディストリビュータ、リセラーの 2 階層構造であり、直接卸すのはディス
トリビュータだけで、エンドユーザにはリセラーが売るが、韓国では、エンドユーザへの
直販が多い。

1.4.4.日本市場との違い
韓国のセキュリティ産業においては、韓国の政策により独自技術開発とそれを事業化し
た国産ベンダが国内で活躍していることが特徴である。日本と異なり、国防を意識した独
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自技術開発が基盤となり、その技術を市場に有効に展開するための組織も存在する。ユー
ザ企業における SIer への依存傾向や人材不足等の問題は日本と類似した傾向にある。一方、
情報セキュリティ市場規模は日本の 10 分の 1 に留まり、政府として情報セキュリティの
近隣領域との融合により産業振興の動きがみられる。
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1.5.

情報セキュリティ産業の国際比較

1.1 から 1.4 を総括し、日本の情報セキュリティ産業の特徴を明確にする。
1) 世界全体における日本の市場規模は約 13%である
図 1-25 に 2007 年の世界と日本の市場規模を示す。経済産業省の「平成 20 年度 情報セ
キュリティ市場調査報告書」によれば、日本の市場規模は、世界全体の 12.8%、米国は世
界全体の 45.8%、西ヨーロッパは世界全体の 27.3%となっている。これを日本を 1 とする
相対比に置きなおすと、北アメリカ：西ヨーロッパ：日本：アジア太平洋は 3.6 : 2.2 : 1.0 :
0.6 となる。

北アメリカ,
24,422億円 ,
45.8%

その他, 3,300
億円 , 6.2%

北アメリカ

西ヨーロッパ,
14,564億円 ,
27.3%

アジア太平洋, 日本<JNSA統
計>, 6,847億
4,172億円 ,
円 , 12.8%
7.8%

西ヨーロッパ

日本<JNSA統計>

アジア太平洋

その他

資料：経済産業省委託調査 JNSA「平成２０年度 情報セキュリティ市場調査報告書」

図 1-25

2007 年の世界と日本の情報セキュリティ産業の市場規模

同報告書は、これを GDP の分布とも比較している。2006 年の OECD 統計ベースで地
域別の GDP 分布は北アメリカ：西ヨーロッパ：日本：アジア太平洋が 37.3% : 40.7% :
10.8% : 5.0%であるとしている。これを上記と同様の相対比で見ると、3.5 : 3.8 : 1.0 : 0.5
となり、経済規模に比べて、北アメリカとアジア太平洋は情報セキュリティ市場が若干大
きく、西ヨーロッパは極端に小さいという比較結果となる。
2) 日本と他国を比較した場合、機能構造には大きな差はないが、製品のシェアに関して
米国製品のシェアが高い
日本を含めて各国で販売されている製品・ツール、サービス、インテグレーション全体
の機能構造に大きな違いはない。暗号化製品、セキュアコンテンツ管理製品、アクセス制
御製品、アクセス管理製品、システムセキュリティ管理製品、セキュアシステム構築、セ
キュリティ運用管理、セキュリティコンサルテーション、セキュリティ教育のカテゴリに
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区分できる。なお、このうち、製品に関して、セキュアコンテンツ管理製品、システムセ
キュリティ管理製品は各国の国産製品のシェアが高く、その他の製品に関しては米国製品
のシェアが高い。
米国製品のシェアが高い理由は、以下に挙げることができる。
a) 米国では世界に先駆けて新しい脅威が出現する
b) 脅威に対する技術が開発され製品化がなされると、米国内では製品の機能および性能
にて評価がなされ、製品ベンダは米国内の市場が大きいため一定規模の売上を得るこ
とができ、世界的にも注目されるに至る
c) 日本においては、流通事業者・SI 事業者・PC ベンダ等が採用製品を決定する場合、
国内ベンダの製品よりも米国製品を重視する傾向がある
d) 上記 a)、b)、c)の理由により、日本においては情報セキュリティに関しては米国製品
のシェアが高い
3) 日本においては、製品メーカからユーザに至るパスが複雑であり流通事業者とシステ
ムインテグレータの役割が大きい
日本においては、役割構造が複雑である。企業ユーザに対するサービスは、セキュリテ
ィサービスプロバイダ、システムインテグレータ、通信事業者、コンサルティングファー
ム、セキュリティ監査事業者、損害保険事業者などがサービスを提供しており、そのうち、
セキュリティサービスプロバイダとシステムインテグレータがツール販売を伴ったサービ
スを提供している。特に企業ユーザに対しては、システムインテグレータの役割が大きい。
企業ユーザに対してシステムインテグレータの役割が大きい理由は、日本の企業ユーザ
が情報システム一般と同様に情報セキュリティにおいてもシステムインテグレータに大き
く依存する傾向があること、システムインテグレータが製品を選択する権利を有している
ことなどが挙げられる。
4) 日本においては、大企業、中小企業、官公庁、個人により役割構造が異なる
大企業に対しては、セキュリティサービスプロバイダ、通信事業者、コンサルティング
ファーム、セキュリティ監査事業者、損害保険事業者がサービスを提供している。中小企
業においては、セキュリティサービスプロバイダ、通信事業者、損害保険事業者がサービ
スを提供している。官公庁に対しては、セキュリティサービスプロバイダ、通信事業者、
コンサルティングファーム、セキュリティ監査事業者がサービスを提供している。個人に
対しては、大手量販店、通信事業者がサービスを提供している。
役割構造の複雑さは、日本の利用者がきめ細かいサービスを要求するため、顧客層別お
よび地域別にサービスを展開する事業者が細分化する傾向があると考えられる。
5) 日本にはセールスレップは存在しないが、米国においてはセールスレップと SI 事業者
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の役割に特徴がある
米国においては、セールスレップが企業向けの情報セキュリティ製品販売に対して一定
の役割を果たしている。地域に密着したセールスレップがメーカと企業の間に介在するこ
とにより、企業のニーズとメーカの製品を結び付けている。また、SI 事業者は、IBM、
EDS 等の一部の事業者に集約されており、企業におけるセキュリティシステム構築におい
ても同様となっている。
6) 日本における機能構造は欧州に近い
欧州の機能構造は、基本的には、製品・ツールは海外ベンダが主であり、インテグレ
ーションやサービスにおいては地域に密着した企業と連携した構造となっており、日本に
類似している。
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2.情報セキュリティ政策の動向
2.1.日本の情報セキュリティ政策
2.1.1.日本の情報セキュリティ政策関連機関の概要
日本の情報セキュリティ政策に関わる政府機関ならびに独立行政法人等政府関連機関、
および情報セキュリティに関して活動している各種段階等の全体像を、図 2-1に示す。

内閣
IT戦略本部
（高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部）

内閣府

内閣官房
情報セキュリティ政策会議

中央防災
会議

内閣官房IT室
総合科学
技術会議

内閣官房情報セキュ
リティセンター(NISC)

事務局
セプターカウンシル
金融CEPTOAR連絡協議会

政府機関
統一基準

T-CEPTOAR

連携･調 整

電力CEPTOAR
各分野CEPTOAR

国家公安
委員会

警察庁
(NPA)
生活安全局
情報技術犯罪対策課

金融庁
(FSA)

防衛省
(MOD)

総務省
(MIC)

FISC

長官官房情報通信課
情報保証室

文部科学省
(MEXT)

経済産業省
(METI)

情報通信政策局
情報セキュリティ対策室

産業構造
審議会

商務情報政策局
情報セキュリティ政策室

JIPDEC
情報処理開発協会

@Police
NICT
情報通信研究機構

Telecom-ISAC

AIST
産業技術総合研究所

JAIPA

IAJapan

IPA
情報処理推進機構

JPCERT/CC

JASA 日本セキュ
リティ監査協会

JNSA 日本ネットワー
クセキュリティ協会

資料：各種資料を元に本調査にて作成

図 2-1 日本の情報セキュリティ政策関係機関の全体像（2009 年 7 月現在）
政府においては、内閣官房をはじめ、経済産業省、総務省、防衛省、警察庁が、情報セ
キュリティ政策に主として関わる機関である。
日本の情報セキュリティ政策は、内閣官房長官が議長を務める情報セキュリティ政策会
議をトップとして、その事務局を務める内閣官房情報セキュリティセンターが政策全体の
調整役となっている。
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）は、政府、重要インフラ、企業、個人そ
れぞれの情報セキュリティ対策を推進しており、
情報セキュリティ政策関連 4 省庁である、
警察庁、防衛省、総務省、経済産業省と連携してこれらの政策を進めている。これらの情
報セキュリティ関連 4 省庁は、関連団体と協力して政策の遂行を実施している。
警察庁は、サイバー犯罪の取り締まりと予防を推進している。防衛省は、大規模なサイ
バー攻撃への対応を推進している。総務省は、電気通信事業者における情報セキュリティ
51
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対策、政府・自治体における情報セキュリティ対策、個人における情報セキュリティ対策
を推進している。経済産業省は、IPA や JPCERT/CC 等の関係団体との協力の下、企業に
おける情報セキュリティ対策、情報セキュリティの普及啓発、各種の届出制度の構築・運
用、その他調査研究等を幅広く実施している。
情報セキュリティ政策ならびに情報セキュリティ対策推進の各種施策は、政府機関が直
接推進するものの他、実施段階では独立行政法人、非営利活動法人等、様々な団体がその
推進を担っている。以下にその代表的な機関を挙げる。
1)

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）
日本国内の情報セキュリティインシデントについて、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技術的な立場から
行う。さらには、脆弱性ハンドリングにおいては、日本の代表機関として、国外機関
（CERT/CC、CPNI 等）との調整、日本国内の製品供給者との調整を実施している。
2)

財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）
JIPDEC は、情報セキュリティ関係機関として電子署名・認証センターと情報マネジメ

ントシステム（ISMS）推進センターを有する。電子署名・認証センターは、電子署名法
における指定調査機関として、認定認証事業者の認定の可否に係る情報収集を実施してい
る。情報マネジメントシステム推進センターは、認証機関と要員認証事業者に関しての申
請を受け付け認定を実施している。
3)

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
JNSA は、情報セキュリティ関係の企業が加盟する団体であり、情報セキュリティの普

及啓蒙、各種の情報収集を実施している。主な事業に、情報セキュリティ市場調査、情報
セキュリティインシデント調査、インターネット安全教室、中小企業情報セキュリティ対
策促進等がある。
4)

Telecom-ISAC Japan
Telecom-ISAC Japan は、財団法人日本データ通信協会の下部組織として存在し、日本

の主な ISP（Internet Service Provider）が集まって、ISP にとって脅威となる情報セキ
ュリティ関連情報の収集を行っている。さらには、サイバー演習を実施し、ISP 各社が連
携して情報セキュリティインシデントに対抗するための課題の抽出を行っている。
5)

重要インフラ連絡協議会（セプターカウンシル）
セプターカウンシルは、内閣官房情報セキュリティセンターが事務局を務め、日本の重
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要インフラの情報セキュリティ関連情報の集約組織である分野別セプターの連絡協議の場
として創設され、重要インフラにとって脅威となる情報セキュリティ関連情報の収集を実
施している。
6)

サイバークリーンセンター（CCC）
CCC は、総務省と経済産業省の共同プロジェクトであり、ボットの攻撃・感染活動を効

率的かつ安全に把握し、感染ユーザに対策手法を提示することでボットの駆除を促すこと
を目的としている。具体的には、ボットの検体収集および解析、各種の情報収集、および
ボット駆除ツールの配布等の活動を行っている。
7)

独立行政法人産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センター（RCIS）
RCIS は、情報セキュリティに係わる研究を幅広く実施している。研究分野は、暗号・

セキュリティ基盤技術分野、ハードウェア・量子情報セキュリティ分野およびソフトウェ
アセキュリティ分野となっている。
8)

独立行政法人情報通信研究機構情報通信セキュリティ研究センター（NICT）
NICT は、主としてネットワークセキュリティに係わる研究開発を実施している。具体

的には、インターネット上のインシデント対策、発信元を解明するトレースバック技術、
暗号と認証技術、防災・減災情報通信技術の研究開発を実施している。
9)

独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティセンター（IPA ISEC）
IPA ISEC は、ウイルス届出制度、不正アクセス届出制度、情報セキュリティ早期警戒

パートナーシップ（脆弱性取扱制度）に加え、セキュリティの第三者認証、普及啓発、各
種の調査研究、国際協力貢献を実施している。

2.1.2.日本の情報セキュリティ政策に係わる予算
NISC によると、2009 年度の情報セキュリティ政策予算規模は約 298 億円となっている
8。これらには、政府機関の情報セキュリティ対策費、地方自治体の情報セキュリティ対策

費、重要インフラ・企業・個人それぞれ向けの情報セキュリティ対策費、横断的な基盤の
形成のための費用（主として研究開発が該当すると想定される）が含まれる。また、各省
庁別内訳は、表 2-1 の通り。

8

内閣官房情報セキュリティセンター情報セキュリティ対策に関する平成 21 年度予算概
算要求について http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai19/pdf/19siryou0701.pdf 参照
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表 2-1 2009 年度の情報セキュリティ対策の各府省別予算額
資料：NISC 情報セキュリティ対策に関する平成 21 年度予算概算要求についてより引用

主な省庁別には、内閣官房約 16 億円、防衛省約 113 億円、警察庁約 14 億円、総務省
37 億円、経済産業省 43 億円となっている。これら以外には、外務省約 24 億円、文部科
学省約 17 億円、財務省約 12 億円となっている。

2.1.3.日本の情報セキュリティ政策の全体動向
日本の情報セキュリティ政策の動向に関して、内閣官房、経済産業省、総務省を中心に
述べる。日本の情報セキュリティ政策の推移をまとめると、図 2-2のようになる。
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2000

2001

内閣官房
情報セキュリティ対策室

2002

2003

2004

緊急対応チーム
NIRT

2005

2006

2007

2009

2008

内閣 官房

内閣官房
情報セキュリティセンター
第1次情報セキュリティ基本計画 第2次
セキュアジャパンセキュアジャパンセキュアジャパンセキュアジャパン

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
（IT戦略本部）

2006

2007

2008

2009

政府統一基準（第1版〜第4版）
重要インフラの情報セキュリティ
対策に係る行動計画

第2次行動計画
各分野セプター
セプター
カウンシル

情報セキュリティ総合戦略
グローバル情報セキュリティ戦略
JPCERT/CC 1996
コンピュータウイルス対策基準1990
プライバシーマーク制度1998
情報システム安全対策基準1995

ISMS認証制度

不正アクセス対策基準1996
情報セキュリティ評価認証（CC）
情報セキュリティ監査基準
経
済
産
業
省

システム監査基準
ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準
（情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ）
フィッシング対策協議会
情報セキュリティガバナンス
情報基盤強化税制（2006-2010)
Check PC
インターネット安全教室
新世代情報セキュリティ研究開発
電力サイバーテロ対策等促進事業
不正アクセス禁止法1998
電子署名法
暗号技術評価 CRYPTREC
ボット対策事業（CCC）

電気通信事業法1984
総
務
省 情報通信ネットワーク信頼性基準1989

青少年ネット規制法

迷惑メール防止法
国民のための情報セキュリティサイト
セキュアOS
Telecom-ISAC Japan
サイバー演習

改正

ASP/SaaS情報セキュリティ
対策ガイドライン
個人情報保護法

他
省
庁

金融商品取引法
会社法（J-SOX法）

資料：三菱総合研究所

図 2-2 日本の情報セキュリティ政策の推移
内閣官房においては、2000 年の省庁ホームページ改ざん事件が契機となり、情報セキュ
リティ対策推進室が設置された。特に、電子政府における情報セキュリティ確保が大きな
問題として認識され、2002 年には情報セキュリティ対策推進室内に、緊急対応チーム
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（NIRT）が設置された。2005 年に、情報セキュリティ対策推進室は改組され、情報セキ
ュリティセンター（NISC）となった。NISC は、IT 戦略本部の情報セキュリティ政策会
議の事務局として、政府全体の情報セキュリティ政策の方向性の決定や関係省庁間での調
整の役割を担う機能を有し、情報セキュリティ上の脅威から守るべき対象として、政府、
重要インフラ、企業、個人を掲げ、それぞれに対して関係省庁と連携の下、政策を推進し
ている。特に、政府全体の情報セキュリティ政策は、2006 年の第一次情報セキュリティ基
本計画および 2009 年の第二次情報セキュリティ基本計画にまとめられている。また、2005
年には政府統一基準が発表され、2009 年現在第 4 版まで改定されている。
経済産業省においては、1990 年のコンピュータウイルス対策基準を皮切りとして、1991
年に IPA にコンピュータウイルス対策室が設置された。当初はコンピュータウイルス対策
が中心となっていた。1995 年以後インターネットの利用が一般社会においても本格化し、
対応強化がなされ、1996 年に JPCERT/CC 設立および不正アクセス対策基準策定がなさ
れた。さらには、1997 年に情報セキュリティ政策室が設置され、企業および一般に対する
情報セキュリティ対策の推進を本格化させた。2003 年には情報セキュリティ総合戦略を発
表し、
『世界最高水準の「高信頼性社会」実現による経済・文化国家日本の競争力強化と総
合的な安全保障向上』を掲げた。2007 年にはグローバル情報セキュリティ戦略を発表し、
『我が国経済社会が直面し続ける「変化と挑戦」を支える基盤としての情報セキュリティ
政策の飛躍』を打ち出した。これらを通じて、経済産業省は様々な政策を実施しており、
情報セキュリティ評価・認証（CC:コモンクライテリア、情報セキュリティ製品の評価認
証制度）
、情報セキュリティマネジメント（組織の情報セキュリティのマネジメントシステ
ムの評価認証制度）
、情報セキュリティ監査制度、情報セキュリティガバナンス（企業の情
報セキュリティ対策推進）、情報セキュリティ、脆弱性関連情報取扱体制（情報セキュリテ
ィ早期警戒パートナーシップ、ソフトウェア等の脆弱性情報の取り扱い体制）
、新世代情報
セキュリティ研究開発（情報セキュリティ技術に係わる公募型研究開発プログラム）、イン
ターネット安全教室（JNSA との共同で各地での一般向け情報セキュリティに関する教室）
、
Check PC（テレビ、新聞、インターネット等を通じて一般への情報セキュリティ啓蒙）
などが代表的な政策である。
総務省においては、情報セキュリティ対策室（情報セキュリティ対策全般）を中心に、
電気通信技術システム課（ISP における安全対策等）
、通信規格課（情報セキュリティ関連
の標準化）
、情報流通振興課（情報セキュリティ研究開発および電子署名法）など複数の部
署が連携し、情報セキュリティ政策を実行している。主として、電気通信事業者における
情報セキュリティ対策、一般における情報セキュリティ対策および政府と自治体における
情報セキュリティ対策を推進している。主な政策は、CRYPTREC（経済産業省との共同、
暗号技術研究者との電子政府推奨暗号リストの策定と維持管理）
、
国民のための情報セキュ
リ テ ィ サ イ ト （ 一 般 に 向 け た 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 情 報 を 提 供 す る ウ ェ ブ サ イ ト ）、
Telecom-ISAC（主要な ISP の連携によるインシデントへの対応）
、サイバークリーンセン
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ター（CCC、経済産業省との共同によるボットネット対策）、サイバー攻撃対応演習（電
気通信事業者との連携によるサイバー演習）
、自治体 ISAC（地方自治体間での情報セキュ
リティ関連情報共有体制）、公的個人認証（住民基本台帳カードを活用した PKI ベースの
公的な個人認証基盤）などがある。なお、2008 年 7 月に「次世代の情報セキュリティ政
策に関する研究会」報告書を発表し、利用者を取り巻く環境における情報セキュリティ対
策の徹底、業界横断的な検討体制の整備、国際連携の推進、および研究開発の推進が述べ
られている。さらには、2009 年 1 月に、「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガ
イドライン」を発表し、ASP・SaaS 事業者における情報セキュリティ対策の概要を示し
た。
その他、警察庁は、サイバー犯罪の取り締まりと予防を推進している。具体的には不正
アクセス禁止法や刑法（電子計算機使用詐欺や威力業務妨害など）に違反した者に対する
検挙を行うとともに、サイバーフォースを立ち上げ、各種の情報セキュリティ関係情報の
発信を通して、情報セキュリティインシデントの予防に務めている。防衛省は、省全体と
してサイバー攻撃に対処するために、全省横断的な組織である自衛隊指揮通信システム隊
を、2008 年 3 月 26 日に設置した。これにより、未知のサイバー攻撃に対する分析能力や
インシデント発生時の普及能力の向上を目指している。

2.1.4.情報セキュリティに関連する主な法令
情報セキュリティに関連する主な法令をまとめる。
(1)高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）
2000 年に施行された IT 基本法第 22 条に、以下の記載がある。
「
（高度情報通信ネットワークの安全性の確保等）第二十二条高度情報通信ネットワーク社
会の形成に関する施策の策定に当たっては高度情報通信ネットワークの安全性および信頼
性の確保、個人情報の保護、その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用する
ことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
」
政府は、社会全体における情報セキュリティの確保の義務を負うことを示している。
(2)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）
2000 年に施行された不正アクセス禁止法は、ネットワークを通じた不正なアクセスを禁
止する法律である。ID とパスワード等により保護されたコンピュータに対して、不正に取
得した ID とパスワードを用いてアクセスすることである。パスワードの不正な取得、あ
るいはパスワードの意図的な漏えい行為も禁止されている。
この法律により、不正に取得したパスワード（友人のパスワードを推定する、退職者が
退職前のパスワードを利用する）によるサーバへのアクセスが取り締まられている。
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(3)電子署名および認証業務に関する法律（電子署名法）
2001 年に施行された電子署名法は、電子文書に対する電子的な署名（デジタル署名等）
の法的な根拠を付与、
認証業務に関する任意的認定制度の導入という 2 つの特徴を有する。
9任意的な認定制度の概要は、図

2-3の通りである。

資料：http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32-1.html より引用

図 2-3 電子署名に係わる認定認証制度の概要
認証業務（電子署名が本人のものであること等を証明する業務）に関し、一定の基準（本
人確認方法等）を満たすものは国の認定を受けることができ、認定認証事業者となること
ができる。利用者にとっては、認定認証事業者による認証は本人確認等の信頼性が一定水
準であると判断することができる。
(4)個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）
2005 年に施行された個人情報保護法は、民間分野における個人情報保護に関して、関係
各主体による個人情報の保護に関する取組の方向性を示したものである。
具体的には、個人情報取扱事業者（5 千件を超える個人情報を、コンピュータなどを用
いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動
に利用している事業者）における、利用・取得、安全・管理、第三者提供の制限、開示等・
苦情処理について定めている。要旨は、個人情報は適切に取得すること、個人情報は利用
9

電子署名法の概要について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32-1.html 参照
58

Copyright © 2009 独立行政法人 情報処理推進機構

情報セキュリティ産業の構造に関する基礎調査

目的外の利用は制限されること、
本人の同意のない第三者への情報提供は禁止されること、
本人からの求めに応じて保有個人データの開示、訂正、利用停止等に対応することなどが
定められている。
個人情報保護法施行に伴い、各省庁は所管する業界毎のガイドラインを定めた。主なガ
イドラインは以下の通り。10
・ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
（厚生労働省・経済産業省）
・ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（厚
生労働省）
・ 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（金融庁）
・ 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（総務省）
・ 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（総務省）
・ 財務省所管分野における事業者が講ずべき個人情報の保護に関する指針（財務省）
・ 国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン（国土交通省）
なお、2.1.8で述べるように、個人情報保護法施行に伴い、情報セキュリティ市場の拡大
率が一時的に伸びた。結果的に、個人情報保護法は情報セキュリティ産業の振興に一定の
役割を果たしたといえる。
(5)会社法および金融商品取引法
会社法は、商法、有限会社法、商法特例法または監査特例法など、会社に関係する法律
統合・再編成する法律として 2005 年に公布、2006 年に施行された。また、金融商品取引
法は、2007 年以前は証券取引法と呼ばれていた法律である。
会社法では 384 条の 3 の 4 に、上場会社は業務の適正を確保するための体制の確保が義
務付けられている。また、金融商品取引法24 条の 4 の 4 に内部統制報告制度が定められて
いる。内部統制報告制度は、この条文において「当該会社の属する企業集団および当該会
社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして
内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」を事業
年度毎に内閣総理大臣に提出することが定められている。
なお、内部統制報告制度は、会社法と金融商品取引法の関連部分は J-SOX 法と呼ばれる
ことがある。
また、内部統制報告制度の施行により、関連するコンサルティングビジネスやモニタリ
ングツール販売などで短期的には情報セキュリティ市場が拡大した（2.1.8参照）。

10

個人情報の保護に関するガイドラインについて 平成 20 年 4 月 1 日現在 内閣府国民生
活局 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
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2.1.5.日本の情報セキュリティ技術の研究開発の動向
日本における情報セキュリティ技術の研究開発は、文部科学省、総務省、経済産業省で
なされてきた。
(1)文部科学省
文部科学省における研究開発は、科学技術研究費補助金（科研費）
、科学技術振興調整費、
社会技術研究センターに分けられる。
科研費は、文部科学省と日本学術振興会が、大学等の研究機関に技術を振興するため、
人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野で、独創的・先駆的な研究を発展させるこ
とを目的とする研究助成費である。研究機関からの申請をピアレビューにより評価し、採
択課題を決定している。毎年、情報セキュリティ関連の研究開発課題は採択されている。
科研費における代用的な情報セキュリティ関連プロジェクトは、「社会基盤としてのセキ
ュアコンピューティングの実現方式の研究」
（2000 年-2004 年）等である。11
科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要
事項の総合推進調整を行うため、各府省の施策の先鞭となるもの、府省毎の施策では対応
できていない境界的なもの、複数機関の協力により相乗効果が期待されるもの、機動的に
取り組むべきもの等で、政府誘導効果が高いものに活用されるものである。研究機関から
の提案を評価委員が査読し、採択課題を決定する。代表的な情報セキュリティ関連プロジ
ェクトは、「アジア太平洋地域インターネット防護体制の確立」（2002 年-2004 年）
、「セ
キュリティ情報の分析と共有システムの開発」
（2004 年-2006 年）、「組込みシステム向け
情報セキュリティ技術」
（2006 年-2008 年）
、
「高セキュリティ機能を実現する次世代 OS
環境の開発」
（2006 年-2008 年）等がある。12
社会技術研究センターとは、独立行政法人科学技術振興機構の下部組織であり、2003
年から 2007 年において、「情報と社会」という研究領域が設定され、「高度情報社会にお
ける情報システム全般の脆弱性を俯瞰するハザードマップの策定」「利害対立者間でのコ
ミュニケーションを評価および支援する多重リスクコミュニケータの作成」
、「暗号利用シ
ステムの脆弱性の提示」
、
「DRM（Digital Rights Management）の法的・政策的・技術的
課題の調査」
、
「非常時通信システムの技術的、法的、制度的提言策定」
、
「情報セキュリテ
ィ法的課題の調査と政策提言検討」等を実施した。13

11

文部科学省科学研究費補助金 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm
および 日本学術振興会科学研究費補助金 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
参照。
12
文部科学省科学技術振興調整費 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chousei/index.htm
科学技術振興機構科学技術振興調整費 http://www.jst.go.jp/shincho/ 参照。
13
社会技術研究センター「情報と社会」研究領域
http://ristex.jp/examin/infosociety/index.html 参照。
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(2)総務省
総務省における研究開発は、総務省直轄研究、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
における研究に分けられる。
総務省直轄研究は、戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）を中心に実施されて
いる。SCOPE とは、総務省が定めた戦略的な重点研究開発目標を実現するための独創性・
新規性に富む研究開発を支援する競争的資金である。代表的なプロジェクトには、
「自律ノ
ードの制御に基づくセキュアなコンテンツ流通基盤に関する研究」、「IPv6 やセキュリテ
ィを考慮した高性能基盤アプリケーションの研究開発」
、「大規模空間多重化通信とセキュ
リティ技術に関する研究開発」
、
「ハニーポットとバイナリコード解析の連携によるネット
ワーク攻撃の自動防御技術に関する研究」等がある。14
NICT における研究開発は、情報通信セキュリティ研究センターにおける研究開発と委
託研究による研究開発に分けられる。情報通信セキュリティ研究センターは、インシデン
ト対策グループ、トレーサブルネットワークグループ、セキュリティ基盤グループ、防災・
減災基盤技術グループから構成されており、ネットワークセキュリティ、暗号、非常時通
信の研究開発が行われている。15 委託研究は、NICT が特定の研究課題を設定し、委託
者を募集することによって実施されている。代表的な情報セキュリティ関連プロジェクト
には、
「高セキュリティソフトウエアの開発手法に関する研究開発」（2001 年-2003 年）
、
「次世代証拠基盤技術に関する研究開発」
（2001 年-2003 年）「大規模ネットワークセキ
ュリティの確保に向けた研究開発」（2002 年-2004 年）
、「アナログ耐性を持つ電子透かし
技術の研究開発」（2002 年-2004 年）
「モバイルセキュリティ基盤技術の研究開発」
、
（2004
年-2006 年）
、
「インターネット中枢機能のセキュリティ強化に関する研究開発」（2004 年
-2006 年）、
「量子暗号技術の研究開発」
（2005 年-2007 年）
、
「インターネットにおけるト
レースバック技術に関する研究開発」（2006 年-2008 年）等がある。16
(3)経済産業省
経済産業における研究開発は、新世代情報セキュリティ技術研究開発事業、産業総合研
究所における研究に分けられる。
新世代情報セキュリティ技術研究開発事業は、提案者からの提案を評価委員会にて評価
し採択を経て研究開発を実施する情報セキュリティに特化した競争的資金である。主なテ
ーマは、ゼロデイ攻撃のリスク対策技術に関する研究開発、安全性確保に向けたソフトウ
ェア開発手法に関する研究、ハードウェア検証技術に関する研究、漏えいが許されない情
報の管理・利用技術の研究等である。
14

総務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/ 参照
15
情報通信研究機構情報通信セキュリティ研究センター
http://www2.nict.go.jp/y/y201/src-web/index.html 参照
16
NICT 委託研究 http://www2.nict.go.jp/q/q265/s802/itakukenkyu.htm
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産業総合研究所における研究は、主として情報セキュリティ研究センターにて実施され
ている。研究分野は、暗号・セキュリティ基盤分野、ハードウェア・量子情報セキュリテ
ィ分野、ソフトウェア分野であり、暗号技術、バイオメトリクスセキュリティ技術、ソフ
トウェアの安全な実装技術、脆弱性に係わる実践的研究等を行っている。17

2.1.6.日本の情報セキュリティ人材育成に係わる施策の動向
日本における情報セキュリティ人材の育成に係わる主な施策は以下の通り。
(1)先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム（文部科学省）18
先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラムは、文部科学省が推進する大学院向けの
競争的資金であり、企業等で先導的役割を担い得る実力を備えた「先導的 IT スペシャリ
スト」の育成を行う拠点形成を支援・推進することを目的としている。2007 年度は、情報
セキュリティの専門家要請に焦点が当てられ、
「社会的 IT リスク軽減のための情報セキュ
リティ技術者・管理者育成」
（奈良先端科学技術大学院大学他）
、
「研究と実務融合による高
度情報セキュリティ人材育成プログラム」（東京大学他）が採択された。
(2)情報通信人材研修事業支援制度（総務省）19
情報通信人材研修事業支援制度は、総務省が推進する制度であり、情報通信分野の専門
的な知識および技術を有する人材を育成するため、情報通信人材研修事業を実施する第三
セクター等に対し、必要となる経費の一部を補助するものである。情報セキュリティ人材
の育成に関しては、ネットワークセキュリティ構築者やセキュリティマネジメント人材の
養成事業の採択事例がある。
(3)公認情報セキュリティ監査人資格制度（経済産業省）20
経済産業省は日本セキュリティ監査協会（JASA）と共同で、公認情報セキュリティ監
査人資格制度を運用している。本制度における資格は、情報セキュリティ監査を実施する
監査人に求められる知識や経験、技術を認定するものであり、主任監査人、監査人、監査
人補、監査アソシエーツの 4 段階に分けられている。

17

産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター
http://www.rcis.aist.go.jp/index-ja.html 参照
18
文部科学省先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/it/index.htm 参照
19
総務省平成 21 年度「情報通信人材研修事業支援制度」に係る情報通信人材研修事業を
支援する団体の公募 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090306_3.html 参照
20
日本セキュリティ監査協会 http://www.jasa.jp/cais/taisaku.html 参照
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(4)情報処理技術者試験（経済産業省）21
情報処理技術者試験は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が、情報処
理技術者としての「知識・技能」の水準がある程度以上であることを認定している国家試
験である。試験の実施は、IPA が担当している。2009 年春以降の試験区分は 12 となって
おり、
このうち情報セキュリティに関連した試験区分は、「情報セキュリティスペシャリス
ト試験」および「システム監査技術者試験」となっている。
(5)IT スキル標準（経済産業省）22
IT スキル標準とは、各種 IT 関連サービスの提供に必要とされる能力を明確化・体系化
した指標であり、産学における IT サービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用
な「ものさし」
（共通枠組）を提供しようとするものである。普及促進は IPA が担当して
いる。IT スキル標準は、コンサルタント、IT アーキテクト、プロジェクトマネジメント、
IT スペシャリスト等 IT サービスに携わる専門家を 12 に分けて作成されている。それぞ
れの中に必要となる情報セキュリティの知識が記述されている。
(6)セキュリティキャンプ（経済産業省）23
セキュリティキャンプとは、経済産業省が日本情報処理開発協会（JIPDEC）と連携し
て実施している若年層のセキュリティ意識の向上と優秀なセキュリティ人材の早期発掘・
育成のためのプログラムであり、22 歳以下の学生を対象としている。毎年、夏休み期間中
に実施され、全国からの応募学生を選考し、5 日間程度でのセミナーと演習を実施してい
る。

2.1.7. 個別政策の分析
日本における情報セキュリティに関する過去の個別政策に関して、概要と業界およびユ
ーザに及ぼした影響に関して、表 2-2 に整理する。

21

情報処理推進機構情報処理技術者試験 http://www.jitec.jp/1_08gaiyou/_index_gaiyou.html
参照。
22
情報処理推進機構 IT スキル標準センター http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/index.html
23
日本情報処理開発協会セキュリティ＆プログラミングキャンプ 2009
http://www.jipdec.or.jp/camp/outline/index.html
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表 2-2 情報セキュリティに関連する過去の政策の整理
資料：各種資料を元に、本調査にて作成

代表的な情報セキュリティ関連政策の概要
●CRYPTREC(2000)（体制およびガイドラ
イン）
経済産業省と総務省が暗号研究者の協力の
もとに、電子政府推奨暗号リストを策定し、
その後は暗号の危殆化に係る監視、リストの
改訂に向けた作業等を実施している。

●情報セキュリティ早期警戒パートナーシッ
プ（2004）
（法制度および体制）
経済産業省告示に則り、IPA と JPCERT/CC
を中心に、ソフトウェア製品とウェブアプリ
ケーションに関する脆弱性情報の流通体制
を構築し、その運用を行っている。収集され
た製品の脆弱性情報は、各製品開発者の対策
情報制定後に、JVN（Japan Vulnerability
Notes）にて公開されている。

●個人情報保護法（2005）
（法制度）
5000 件以上の個人情報を保有する事業者は
個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事
業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣
への報告義務等の適切な対処を行わなかっ
た場合は、事業者に対して刑事罰が科され
る。
●CC（評価・認証制度）
ISO/IEC 15408 をベースに 製品の情報セ
キュリティを評価し認証するための評価基
準を定めている。国内の認証機関は、IPA
JISEC となっており、IPA JISEC は、評価
機関から評価報告を受け、製品の認証を行
う。なお、評価機関の認定は、NITE が行っ
ている。2009 年 6 月現在、国内評価機関は
4 機関となっている。

業界・ユーザに及ぼした影響
・（ユーザ）電子政府システムの管理者にと
って、電子政府システムで利用する暗号アル
ゴリズムはベンダ任せであり、電子政府推奨
暗号アルゴリズム制定による効果は大きく
ない
・（業界）NIST の定めた標準暗号等国外の
標準に比べて、電子政府推奨暗号リストの影
響力は国内に限定されている。その理由は、
標準的なインターネットブラウザは国外製
品主流であり国外の標準を搭載しているこ
と、国外の標準が実質的にデファクトスタン
ダードとなっており、ベンダは国外の標準を
重視する傾向があり、大きな効果は認められ
ない
・（ユーザ）情報セキュリティ早期警戒パー
トナーシップによりユーザの脆弱性に対す
る理解度が高まった
・（ユーザ）個人情報保護法との関連で個人
情報漏えいに直結する脆弱性の存在に関し
ては敏感になっている
・（業界）大手製品ベンダにとっては脆弱性
対応が一般的となった
・
（業界）SIer は、脆弱性が発見された場合、
時期、コスト、影響度により対応を変える必
要があり、ノウハウを蓄積中である
・（ユーザ）個人情報保護法の施行とともに
個人情報漏えいに対して求められる社会的
責任が増大している
・（ユーザ）個人情報漏えいがメディア等に
センセーショナルに取り上げられることに
よって、企業価値の著しい失墜を招く
・（業界）個人情報の等の情報管理製品・サ
ービスのニーズが高まった。
・
（ユーザ）電子政府の調達においては、CC
を意識することがある
・（業界）民間企業の調達において、CC を
利用することは少ないため業界への影響は
限定的となっている
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代表的な情報セキュリティ関連政策の概要
●ISMS 認証制度（JIPDEC、経済産業省）
（評価・認証制度）
ISMS 関連文書は、英国の BS7799 をベース
に国際規格化された ISO27000 シリーズが
日本工業規格化されたものであり、JIPDEC
が認定機関となり、申請を受けて認証機関と
要員認証事業者の認定を実施している。な
お、日本の認証機関数は 2009 年 7 月現在
3191 件であり、世界の取得数（5693 件）の
60%程度を占める。24
●内部統制報告制度（金融庁）
（法制度）
金融商品取引法の一部の規定が相当する。具
体的には、上場会社は事業年度ごとに、財務
報告の適正性を確保するために必要な体制
について評価した報告書（内部統制報告書）
を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に
提出しなければならないことになっている。
●CCC（総務省、経済産業省）
（体制）
関係機関および ISP（インターネットプロバ
イダ）、ボット対策情報作成者、セキュリテ
ィベンダと連携し、ボットの攻撃・感染活動
を効率的かつ安全に把握し、感染ユーザに対
策手法を提示することでボットの駆除を促
す活動を行う。

業界・ユーザに及ぼした影響
・（ユーザ）政府機関・地方自治体が調達の
要件にすることで ISMS 取得数が増加して
いる
・（ユーザ）企業でも発注の条件に ISMS の
取得を指定するケースが増加している
・（業界）ISMS 構築、運用の支援関連のサ
ービスのニーズが高まり市場規模が拡大し
ている

・（ユーザ）内部統制システムの整備に注力
・（業界）内部統制システム構築時における
情報システム整備と情報セキュリティ対策
の徹底、内部統制報告書作成時における情報
セキュリティ関連事項の監査が拡大した

・（ユーザ）ボット感染情報の迅速な受信が
可能となった
・（業界）ボット関連情報の公的な買取先の
確保ができた

2.1.8.日本の情報セキュリティ市場と関連政策の動向
情報セキュリティに関連する法制度である個人情報保護法やいわゆる内部統制報告制度
施行は、情報セキュリティ市場の動向に一定の影響を与えた。個人情報保護法の成立を受
けて、個人情報保護法の成立を受けて 2004、2005 年度には暗号製品やシステムセキュリ
ティ管理製品、コンサルテーションや教育サービスの市場が拡大した。同様に、内部統制
報告制度の施行により、2007 年度のセキュリティ教育やアクセス管理製品で市場が拡大し
た。
なお、2008 年後半は成長率が鈍化しているが、国際的な金融危機も同時期に深刻化して
おり、その影響は否定できない。
図 2-4にて、2000 年以降の主な施策と情報セキュリティ市場との関係を示す。

24

http://www.iso27001certificates.com/Register%20Search.htm 参照
65

Copyright © 2009 独立行政法人 情報処理推進機構

情報セキュリティ産業の構造に関する基礎調査

100%

（成長率）

個人情報保護法施行を控えた
ポリシー策定、検査、
コンサル、教育ニーズの高まり

セキュリティ教育

個人情報保護法施行による
暗号や運用管理サービスの
需要増

統合型
アプライアンス

80%
システムセキュリティ
管理製品

60%

個人情報漏漏洩、インシデントの
多発を受けた社員の意識向上
→ 教育需要の拡大

セキュリティ
コンサルテーション

コンプラインス、Ｊ-ＳＯＸ対応に
向けたアクセス管理ニーズの増大
40%
セキュリティ
運用管理サービス
セキュアシステム
20% 構築サービス
暗号製品
セキュアコンテンツ
管理製品

アクセス管理製品
アクセス制御製品

0%
2004年度

統合型アプライアンス
セキュアコンテンツ管理製品
セキュリティ運用・管理サービス

2005年度

2006年度

アクセス管理製品
暗号製品
セキュリティ教育

2007年度

アクセス制御製品
セキュリティコンサルテーション

2008年度
システムセキュリティ管理製品
セキュアシステム構築サービス

資料：各種資料を元に、本調査にて作成
（成長率は JNSA「平成 16,17,19,20 年度 情報セキュリティ市場調査報告書」を元に算出）

図 2-4 日本における情報セキュリティ政策と情報セキュリティ市場の関係の推移
上記図においては、個人情報保護法の施行、J-SOX 法施行により、関連製品の成長率が
前年度より上がっているため、情報セキュリティ製品の市場拡大に規制法の制定が一定の
効果が得られるとの推測も成り立つが、以下の点で問題がある。
1) 成長率の上昇は当該年度では明白であるが、長い期間で見た場合の効果は定かではな
い。
2) 個人情報保護法および内部統制報告制度の施行により、一般企業におけるコンプライ
アンス意識が劇的に向上した反面、過剰な反応も見られ、多くの企業でこれらの法制
度への対応のためのコストが増加している。内部統制に伴うコストの増加は、従来の
情報セキュリティ投資の削減に向かう可能性もある。
3) 個人情報保護法およびいわゆる J-SOX への対応製品は概ね国内でのみ利用可能な製品
であり、情報セキュリティ産業の国際競争力の向上にはつながっていない。
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2.2.

米国の情報セキュリティ政策の動向

2.2.1.米国の情報セキュリティ政策25
(1)米国政府の情報セキュリティ推進体制
米国の情報セキュリティ政策に係る組織体制は、2001 年の同時多発テロを経て大きく変
化している。図 2-5は、連邦政府の情報セキュリティに関わる体制をまとめたものである。

ホワイトハウス
（大統領行政府）

PITAC
大統領IT諮問委員会

行政予算局
OMB

国防省

エネルギー省

司法省

連邦議会

国家安全保障会議
NSC

科学技術政策局

OSTP

国土安全保障会議
HSC

GAO

国土安全保障省

商務省

NSF

GSA
OGP

NSA
Sandia National
Laboratory
DARPA

CS&C

CCIPS

OIP

CISE

STD

OTA
FBI

NIST

Idaho National
Laboratory

OCI

NCSD

国土安全保障
諮問委員会
HSAC

ファンディング

CERT/CC

NCS
NIETP

国家インフラ
諮問委員会
NIAC

HSOC

NIETP:National Information Assurance Education and Training Program
CCIPS:Computer Crime and Intellectual Property Section
NIPC: Natinoal Infrastructure Protection Center
OCI: Office of Cyberinfrastructure
OGP: Office of Government Policy
HSAC: Homeland Security Advisory Council
NIAC: National Infrastructure Advisory Council

ガイド

NSTAC
凡例
助言・諮問

US-CERT

パートナーシップ

資料：三菱総合研究所

図 2-5 米国連邦政府の情報セキュリティ政策の推進体制

大統領行政府に設置されている国土安全保障会議(HSC：Homeland Security Council)
は、関係省庁などの長官などから構成され、政策調整と大統領に対して直接助言を行う最
高意思決定機関となっている。国土安全保障省
（DHS:Department of Homeland Security）

25

合衆国法典第 44 編 35 章「Coordination of Federal Information Policy」において、
「情報セ
キュリティとは、情報と情報システムに対する完全性、秘匿性、可用性を確保するために、
権限の無いアクセス、使用、開示、改ざん、破壊などから防御すること。
」と定義されてい
る。国家安全保障（国防）に関わる情報セキュリティは、DoD, NSA などが担当し、非国
防関係のサイバーセキュリティ政策に関しては DHS の NCSD が省庁横断連携を主導する
こととなっている。「サイバーセキュリティ」は、コンピュータやネットワークから構成さ
れるサイバー空間におけるセキュリティを意味し、
「情報セキュリティ」は、サイバーセキ
ュリティに加え、物理空間の情報を含むセキュリティを指す。本報告書では、「サイバーセ
キュリティ」と「情報セキュリティ」を情報セキュリティと記している。
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は、HSC で決定される基本方針に従い政策を遂行し、情報セキュリティに関わる文民系の
省庁横断的な情報集約拠点と総合調整機能を担う。なお、DHS 内の NCSD（National
Cyber Security Division）が情報セキュリティに関わる省庁間連携を主導する。
政府機関および電子政府のセキュリティに関しては、行政管理予算局(OMB)の主導の下、
商 務 省 (DOC) 傘 下 の 国 家 標 準 技 術 局 （ NIST ： National Institute of Science and
Technology）がシステムや規定の整備を行うことが中心となっている。また、連邦調達局
（GSA：General Services Administration）は、連邦政府の調達における基準策定や支援
を行う組織で、OMB の定めた情報セキュリティに係わる要求に基づき、各政府機関の調
達 の 支 援 を 行 う 。 OMB は 、 連 邦 政 府 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 法 (FISMA ： Federal
Information Security Management Act)に基づき、国家安全保障系（国防系）省庁以外の
文民系の連邦政府機関の情報セキュリティに関する監督権限を持つ。26
全米科学財団（NSF）は、DHS の科学技術局（Science & Technology Division）と連
携し、大学や企業に対して情報セキュリティに関わる研究開発の資金援助を行っている。
(2)情報セキュリティ政策の変遷
米国の情報セキュリティに関わる法律および政策は、
情報セキュリティ事故等に対処し、
きわめて迅速にドラスティックに変革が進められてきた。図 2-6 は、情報セキュリティに
関わる主要な法律、組織改革等と事故の関係から、情報セキュリティ政策の発展経緯を整
理したものである。

26

国家安全保障系省庁とは、の国防総省(DoD)、国家安全保障庁(NSA)、中央情報局(CIA)、
国務省(DOS)を指し、国家安全保障令(National Security Directive-42)に基づき OMB の権限下
には置かれない。
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大災害・事件
政策・法律

クリンガー・コーエン法
(1996)

組織等設置

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 2-6 情報セキュリティ政策に関する発展経緯
2001 年の同時多発テロをきっかけに、情報セキュリティに関わる体制はドラスティック
に改革された。2001 年 10 月 29 日に発行された国土安全保障大統領令 1(Homeland
Security Presidential Directive 1：HSPD1)に基づき大統領行政府（ホワイトハウス）に
国土安全保障会議(HSC：Homeland Security Council)が設立された。さらに、｢国土安全
保障のための国家戦略(NSHS：National Strategy for Homeland Security)｣および｢国土
安全保障法（Homeland Security Act of 2002）｣に基づき、国土安全保障、テロ対策に関
わる国の組織を統合し 2003 年 1 月に国土安全保障省(Department of Homeland Security:
DHS)が設立された。DHS は連邦政府、州政府、地方政府のみならず、民間を含む組織横
断的な情報集約機能を担い、情報セキュリティ政策の戦略立案と総合調整の役割を担って
いる。国土安全保障法の要請に基づき、DHS が中心となって 2006 年の国家インフラ防御
計画(National Infrastructure Protection Plan)、2008 年の国家対応フレームワーク
(National Response Framework)など国土安全保障と重要インフラ防御に関する中核的な
計画を策定した。さらには、テロ脅威、大災害から得た教訓をもとに、2007 年には、テロ
攻撃、重要インフラ防御等に関する国家安全保障国家戦略を改訂した。
連邦政府機関に対する情報セキュリティ管理策は、電子政府法(e-Government Act of
2002)の一部を構成する連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA：Federal Information
Security Management Act)の成立により、OMB および NIST の主導のもと推進されるこ
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とになった。
一方、同時多発テロ後 45 日で成立した米国愛国者法(Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act of 2001：US PATRIOT Act)は、外国人に対する通話や E メール、医療情
報、金融情報等の情報収集に対する司法当局や財務省の権限を大幅に拡大させた27。米国
では、連邦法レベルでは、民間分野の包括的な個人情報保護法は立法化されておらず、｢健
康保険のポータビリティおよび説明責任法(HIPAA)｣や金融分野の顧客情報保護に関する
｢GLBA：Gramm-Leach-Bliley Act of 1999｣など業界別に立法化されている。
エンロンやワールドコムなどの企業会計不正事件の発生により、企業会計改革法(Public
Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 ：SOX 法)が成立した。
SOX 法に准じて企業ガバナンスを実現する重要な要素である IT ガバナンスを支える情報
セキュリティに関しては、情報システムコントロール協会（ISACA）や IT ガバナンス協
会（ITGI）によりガイダンスが作成されている。
2003 年、北米は大停電を経験し、電力インフラ保護強化のため、北米電力信頼度協議会
(North American Electric Reliability Council：NERC)や米連邦エネルギー規制委員会
(US Federal Energy Regulatory Commission：FERC)が設立され、重要インフラの情報
セキュリティを強化するための情報共有分析の体制が整えられた。
2008 年 1 月には、連邦政府ネットワークの脅威に対する対抗策に関する包括策 CNCI
が、ブッシュ大統領により承認された。
オバマ大統領は、就任後 2009 年 2 月に情報セキュリティ政策に関する 60 日間のレビュ
ーを行い、ホワイトハウスのリーダーシップを高めるために Cybersecurity Coordinator
の設置を決定した。さらに、オバマ大統領主導の下、2009 年 2 月から 60 日間に渡って、
情報セキュリティのための政策に関する一切の偏見を取り除いたレビューを実施した。そ
の報告書28において以下の見解が示されている。
・社会・経済における情報システムおよびネットワークへの依存度の高まりや脅威の変
化に伴い、米国は情報セキュリティ政策の転換期に差し掛かっている。
・情報セキュリティ政策に関するリーダーシップをホワイトハウスのレベルに高めるこ
とで、米国の姿勢を世界に示すとともに、省庁間連携を高める。
・情報セキュリティに関わる理解と意識を高めるための啓発・教育を行う必要がある。
・連邦政府、民間企業、同盟国などとの連携を強化する。
・セキュリティインシデントに対する連邦政府、民間、同盟国による協調された対応を
行うためのフレームワークとして、情報共有の仕組みを強化する必要がある。
・情報セキュリティの脅威に対処するために、研究開発成果を重要インフラの開発に活

2001 年 10 月 17 日に成立した愛国者法の期限は 2005 年末であったが、2006 年 3 月に
上院と下院は米国愛国者法を恒久化する法案を可決し、同月に大統領も署名した。
28 Cyberspace Policy Review, White House, May 2009.
27
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用することが重要である。
また、報告書では、短期的なアクションプランとして以下のような点を挙げている：
･省庁間の情報セキュリティ政策を連携させるための高官を任命する。
･CNCI の継続評価を含む国家戦略の改訂。
・情報セキュリティを大統領の優先課題としパフォーマンス評価メトリクスを確立する。
・NSC の情報セキュリティ部局に、プライバシと市民の自由権に関する高官を任命する。
(3)米国の情報セキュリティ関連予算規模
FY2009 年大統領予算教書29による予算要求30では、連邦政府予算総額 3.1 兆ドルに対し
て IT 投資は 650 億ドル、物理セキュリティを含むセキュリティプログラムには、449 億
ドル、情報セキュリティ投資に 72 億ドル（7,200 億円）計上している31（図 2-7 参照）。
連邦政府予算総額
31,000億ドル
IT投資
650億ドル
情報セキュリティ投資
72億ドル(約7200億円)
情報セキュリティR&D投資
約4.7億ドル(約470億円)
物理
セキュリティ

NITRD
CSIAプログラム
2.79億ドル

DHS
DOE傘下
DS&T
研究所
1.00億ドル 0.85億ドル

R&D以外
約67億ドル

セキュリティ投資
449億ドル

GDP
連邦政府予算総額32
IT 投資
セキュリティプログラム
情報セキュリティ投資
NITRD 情報セキュリティ研究開発(CSIA)

※スケールに要注意
※1ドル =100円換算

13.19 兆ドル(2006 年)
3.1 兆ドル(FY2009 大統領予算教書)
650 億ドル(FY2009 大統領予算教書)
449 億ドル(FY2009 大統領予算教書)
72 億ドル(FY2009 大統領予算教書)
2.798 億ドル（FY2009 要求、DHS など除く）
資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 2-7 情報セキュリティ関連予算の規模（2009 年度33）
FY 2009 President’s IT Budget: Improving Service Delivery, Information Security
and Spending Taxpayers Money Wisely,
http://www.whitehouse.gov/omb/pubpress/2008/020708_it_budget.html
30 大統領予算教書は、議会への予算要求案であり、議会による予算案作成の参考となる。
New FISMA Privacy Reporting Requirements for FY 2008
2007 年度予算（決算）では、連邦政府の IT 投資 650 億ドルに対して情報セキュリティに
59 億ドル (IT 投資の 9.2%)投入した。
31 INPUT Federal IT Security Market View
http://www.input.com/corp/press/releases.cfm?DT=2008
INPUT Forecasts Federal IT Security Spending to Reach $7.4 Billion by 2012,
September 7, 2007
32 人件費など固定費を除く裁量的支出は 9,876 億ドルである。
IT budget request for 2009
tops $70 billion、http://www.fcw.com/online/news/151532-1.html
33 米国の会計年度は 10 月より翌年 9 月までである。
29
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日本の情報セキュリティ関連予算は約 298 億円であり（2.1.3 参照）
、米国の予算規模は
情報セキュリティ投資に限定しても 7,200 億円となり、極めて膨大であるといえる。
(4)情報セキュリティに係わる省庁連携プログラムの動向
本調査では、セキュリティ専門の米国コンサルティング会社 Good Harbor Consulting34
の協力を得て、米国連邦政府の情報セキュリティ政策に関する調査を行った。その調査に
よって得られた米国の情報セキュリティ政策に関する情報をもとに、政策上の区分、政策
の対象について分析を加え、それらの関係を整理したものが表 2-3 である。
なお、情報セキュリティ政策は、多数の省庁においてそれぞれのミッションに基づき推
進されている。DHS は、これらの政策の総合調整役を担い、省庁間の政策連携を図ること
で、政策の効率化および効果の拡大を推進することが求められていたが、米国シンクタン
ク 国際戦略問題研究所が作成したレポート「第 44 代大統領への情報セキュリティに関す
る提言」において、省庁横断型政策の見直しとホワイトハウスのリーダーシップ強化につ
いて提言されている。
表 2-3 省庁横断型プログラムの推進状況
資料：Good Harbor Consulting のレポートおよび各種資料を元に、本調査にて作成
政策名

推進機関
（実施機関）

政策区分
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重要
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構築 推進
化
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産業への影響

政府ネットワークに対する脅威の対抗策・技
ODNI
政府調達基準の
術の開発・導入。12のプログラムから構成され
CNCI
（OMB, DHS, DoD,
改定予定。セキュ
○ ◎
○ ○ ◎
連邦政府最大規模。(2009年度24億ドル、今
(TIC, EINSTEIN2) OSTP, DNI, DOJ,
リティ産業への影
後5〜10年総予算150〜300億ドル。)
HSC/NSC）
響。
大統領令（ブッシュ大統領・非公開）
連邦政府情報システムのセキュリティ強化。 契約業者のセ
FISMA
FIPS, SP800シリーズの開発。 FISMAへのコン
(FIPS, SP800,
OBM, NIST
キュリティ基準を
プライアンスについて各省庁は、議会・OMBに
◎ ○ ◎
◎
CCEVS/NIAP,
（連邦政府機関）
策定。製品セキュ
報告。GAOによる監査。
SCAP, FDCC)
リティの向上。
FISMA
ホワイトハウ
ス,OSTP,NCO
NITRD(ネットワー
(DARPA, NASA,
クIT研究開発)
NIH, NIST, NSA,
NSF, OSD, DoD)
ISAP/SCAP
(FDCC)

NIST, DoD, DHS,
NSA, DISA

ISAC

DHS, DOE, DOT

Software
Assurance

DOD, NSA, DHS,
NIST, NASA

連邦政府による民間企業・大学等への研究開
発ファンディングの省庁間連携。情報セキュリ
ティを対象とするサイバーセキュリティと情報
保証(CSIA)要素の予算規模は2.80億ドル。
HPC法, NGIR法, アメリカCOMPETES法
セキュリティの運用に関する自動化、標準化
の取組み。脆弱性情報の共有のためのSCAP
では、ベンダーのSCAP準拠性を評価。
FISMA
業界別のセキュリティ情報の分析共有を推進
する。ISAC評議会（ISAC Council）により、業
界間の連携を強化し、ISACの効果の向上を
PDD63
ソフトウェアのパッチ対応から、設計・開発段
階でのセキュリティ保証のためのベストプラク
ティスを確立する。
DSB勧告, FISMA

企業の先端的情
報セキュリティ技
術の研究開発促
進。
PCI DSS、民間へ
の波及の動き。

◎

◎ ○ ◎ ○

○

○ ◎ ○ ◎

○

重要インフラ企業
の情報共有・分
○ ○
析技術の向上。
開発プロセスの
ベストプラクティ
スの普及。

○ ○

◎

◎ ○ ○

◎

○

Good Harbor Consulting のレポート（以下 GHC レポート）によると、連邦政府の情報
34

Good Harbor Consulting：国家安全保障、情報セキュリティに関わる連邦政府高官経験者
や専門家によって設立されたセキュリティ専門のコンサルティング会社。設立者の Richard
Clarke は、米国大統領３代に渡りセキュリティ、テロ対策等の大統領顧問を努めている。
パートナーの Paul Kurtz は、クリントン大統領、J.W.ブッシュ大統領の下で、国家安全保
障会議、国土安全保障会議の高官を務めている。
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セキュリティ対策として予算額最大のものとして、CNCI(Comprehensive National
Cybersecurity Initiative)が挙げられる。さらには、同レポートは、FISMA が連邦政府全
体の情報セキュリティ政策に最も大きな影響を与えたと述べている。
GHC レポートによると CNCI は、連邦政府の情報セキュリティ政策の中で最大規模の
ものであり、連邦政府機関におけるトラフィックモニタリングを一括して実施し異常検知
を行う EINSTEIN プログラム、
連邦政府機関のインターネット接続ポイントを集約化し、
情報セキュリティの強化を図る Trusted Internet Connect など 12 のプログラムから構成
されている。
オバマ政権においては、米国の情報セキュリティに関する政策および体制に関する 60
日間のレビューを実施し、その報告書28において、情報セキュリティに関する戦略および
政策の省庁間連携を強化するための責任者として、Cybersecurity Coordinator を設置す
ることを掲げている。
(5)情報セキュリティ研究開発政策
(a)情報セキュリティ研究開発の全体動向
米国の IT に関わる研究開発は、1991 年の HPC 法（高性能コンピュータ法）や 1998
年の NGI 法(次世代インターネット法)などの頃から省庁横断型のプログラムが開始され、
2001 年から NITRD(Networking Information Technology Research and Development)
が推進されている。情報セキュリティ研究開発は、NITRD の構成要素 CSIA(Cyber
Security and Information Assurance)として実施されているものと、NITRD に参加しな
い DHS やエネルギー省などの研究開発組織により実施されるものがある。図 2-8 は、
NITRD の推進体制およびそれらに関わる組織の関係をまとめたものである。
米国政府は、IT に関わる研究開発を大統領レベルの省庁横断プログラムとして総合調整
を図り、省庁のミッションに応じた研究開発を行いながら、省庁間の連携により効率的に
研究開発を推進する体制を構築している。
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*a：NITRD（Networking
and Information
Technology Research
and Developmen）は、
1992年にゴ ア副大統領
（当時）に より開始された
HPCCに 起源を持つ大
統領直属 の組織体制に
より立案、管理される省
庁横断的 なIT研究開発
プログラム の総称

大統領科学技術顧問委員会
Presidentʼs Committee
of Advisors on Science and
Technology (PCAST) ʼ01設立
大統領IT諮問委員会
Presidentʼs Information
Technology Advisory
Committee (PITAC) ʼ97設立

全米研究評議会

政策意思決定補佐
産業界
意見

科学技術担当大統領補佐官
科学技術政策局
Office of Science and Technology
Policy (OSTP) ʻ76設立

IT業 界
意見

国家科学技術会議
National Science and Technology
Council (NSTC) ʻ93設立

科学技術提言

National Research Council

補助金

(NRC)

連邦議会
U.S. Congress

大統領行政府

大統領

議会予算局
Congressional Budget
Office (CBO)

行政管理予算局
Office of Management
and Budget (OMB)

政府説明 責任局

省庁 調整
予算 教書作成

Government Accountabiliy
Office (GAO)

国家 目標の確立
予算提案

報告

全米アカデミー連合

管理・技術
サポート

National Academy Compｌex

(NAC)

技術委員会※1
Committee on Technology

NITRD *a 国家調整室
管理・技術
National Coordination Office サポート
NITRD小委員会 ※2
For NITRD (NCO/NITRD) 代表
NITRD subcommittee
ʼ92設立
連邦 政府の情報技術研究
開発のコーディネーション

プログラム要素領域
（PCA)の推進
※1：総合技 術方針、
予算ガイ ダンス
※2：NIT RD政策、予算化
、評価の調整
（2005/2以降）
※3:本土国家セキュリティ
委員会のCIIP/IWGと
NIT RDの 連携を高める
ためCSIA IWG に改組

高性能エンド
コンピューティング
HECI&A
HECR&D

本土国家セキュリティ委員会
Committee on Homeland
And National Security

代表派遣

基盤小委員会
Subcommittee on Infrastructure

NITRD参加省庁

代表派遣

ハイエンド計算
省庁間WG
(HEC IWG)

サイバー
セキュリティ
&情報保証
CSIA

DARPA

サイバーセキュリティ
情報保証省庁間WG※3
(CSIA IWG)

ヒューマン
コンピュータ
インタラクション
情報管理
HCI&IM

NIST

大規模
ネットワーキング
(LSN)

NSF
AHRQ

高信頼性
ソフトウェア
システム
HCSS

DOE

NASA

EPA

NIH

NOAA

NSA

ソフトウェア設計
生産性
SDP

NITRDプログラムコンポーネント省庁間WG・調整グループ

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 2-8 連邦政府の省庁横断型研究開発プログラムの体制図
NITRD に参加する省庁のうち全米科学財団(NSF)と防衛先端研究計画庁(DARPA)は、
公募型のプロジェクトで外部の研究開発を助成するのに対し、NIST の一部の例外を除き、
DARPA、NSF、NASA、NIH、DOE 等は、外部に情報セキュリティ関連の研究開発予
算を拠出しているが、DOJ、DOC は外部に拠出していない。
(b)FFRDC と GOCO
2009 年度、連邦政府は、研究開発予算の 14%にあたる 130 億ドル（1.3 兆円）を 38 機
関の FFRDC(Federally-Funded Research & Development Center)に対してファンディ
ングを行った。FFRDC とは、米国連邦政府の研究開発資金によって設立された研究機関
である。これらの多くは、大学、非営利組織、民間企業などの民間組織により運営され、
GOCO(Government-Owned Contractor-Operated) Laboratory と呼ばれる。
通常ファンディングは、公共の利益につながる研究開発に対して、プロジェクト単位で
行われる。GOCO モデルでは、研究開発費の提供者である政府機関は、受託者の研究成果
を厳しく評価し、研究課題の早期解決を目指している。また、GOCO からのスピンアウト、
スピンオフなどのベンチャ企業の設立を支援し、研究開発成果を社会への還元を促進して
いる。
FFRDC のうち情報セキュリティ関連の研究開発を行っている組織は以下の通り。
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・Homeland Security Institute(DHS 資金、Analytics Services, Inc 運営)
・Software Engineering Institute（DOD 資金、CMU 運営）
・The Science and Technology Policy Institute（NSF 資金、Institute for Defense
Analysis 運営）
・Institute for Defense Analysis Communications & Computer Center（NSA 資金、
Institute for Defense Analysis 運営）
・MITRE（DOD 他資金、MIT 運営）
このような連邦政府による民間組織に対する研究開発ファンディングは、国家レベルの
研究戦略の方向付けを確保しつつ、研究成果の責任を明確化し、民間の発想を生かした産
業応用により社会への貢献を促進する効果を持つと考えられる。
(c)SBIR と STTR35
米国における中小企業を支援するための研究開発プログラムには、SBIR（Small
Business Innovation Research）と STTR（Small Business Technology Transfer）があ
る。SBIR は、中小企業による市場化が期待される研究開発を対象としており、STTR は
中小企業と非営利研究機関が共同実施する市場が期待される研究開発を対象としている。
得られた知的所有権はすべて当該企業に帰属することが定められている。
SBIR は、DOD、NASA、DOE、HHS、NSF、DHS、DOT、USDA、DOC、ED、EPA
が実施している。STTR は、DOD、NASA、DOE、HHS、NSF が実施している36。2005
年度は、SBIR と STTR に約 20 億ドル（約 220 億円）が配分された。米国議会は、SBIR
と STTR の 4 つの理念を以下のように定めている。
・ 技術イノベーションの促進
・ 研究開発における中小企業の活用
・ 技術イノベーションへの少数派・ハンディキャップパーソンの参画・育成
・ 連邦政府による研究開発から創出される民間企業によるイノベーションの増大
SBIR および STTR はともに、2 つのフェーズから構成される。フェーズ 1 は、実現可
能性の検証が主眼となり、期間は 6 ヶ月-12 ヶ月、予算規模は最大 10 万ドル（約 1100 万
円）である。フェーズ 2 は、調査・研究の実施が主眼となり、期間は 2 年程度で、予算規
模は最大 75 万ドル（約 8300 万円）となっている。フェーズ 1 に採択された企業の中で、
成果を出した企業がフェーズ 2 にも採択される。
GAO は、類似プロジェクトに対する助成が集中していること、各省・機関の管轄外の
米国 SBIR/STTR の現状
http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/TR/AM/US20060526_3.pdf
36 日本において SBIR は、総務省 ・文部科学省 農林水産省 ・経済産業省 ・国土交通
省 ・環境省・厚生労働省で実施されている。
（第 3 期科学技術基本計画のフォローアップ
に係る調査研究「イノベーションシステムに関する調査」プロジェクト 第 5 部ベンチャ
ー企業環境報告書、http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep131j/idx131j.html 参照）
35
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案件への助成がなされていること、特定の州（カリフォルニア州やマサチューセッツ州等）
に助成が集中していること等の問題はあるが SBIR はその目的を達成していると評価して
いる。
SBIR と STTR は、情報セキュリティ分野においてベンチャ企業による研究開発を促進
しており、米国の情報セキュリティ産業の育成に貢献していると考えられる。37
(d)SBIR の成果の市場展開支援策
米国においては、SBIR の市場展開に関する様々な支援策が実装されている。それらを
以下に示す38。こうした支援策が、ベンチャにおける技術開発と製品化の間のギャップを
埋めるため、情報セキュリティベンチャの育成の一つの要因であると考えられる。
1) 優先的な調達制度
米中小企業庁（SAB）が発行する SBIR 指令には、SBIR の管轄機関が SBIR による研
究開発成果物を優先的に調達することを意図すると明記されている（政府機関が SBIR 制
度を受けて研究開発を行った企業に対して随意契約を含む特典を与える）
。
2) NIH の事業化支援プログラム
NIH は、SBIR のフェーズ 2 を受けた企業に対して、事業計画や戦略的計画の立案をす
る他、企業や投資家とのパートナーシップやアライアンスを提供するサービスを実施して
いる。
3) TAP（Transition Assistance Program）
米国海軍は、SBIR の成果の商業化を支援するプログラムを提供している。
4) DoD のフェーズ 2 拡張制度
DoD では、SBIR のフェーズ 2 を受けた企業に対して、SBIR 以外の資金（DoS の調達
資金や民間企業の資金）をマッチングファンドとして呼び込む環境を整備している。
(6)情報セキュリティ人材育成に係わる施策の動向
IT 人材育成に関しては、米国の大学院を中心とした奨学金制度の充実が、専門家の育成
に貢献していると考えられる。電子情報通信学会誌の 2009 年 5 月号の記事「米国の企業
および大学での研究開発マネジメント」39には、以下の記載がある。
「博士課程に入学を許可された学生には、フェローシップ（奨学金）か、RA（Research

37

独立行政法人科学技術振興機構研究開発センター「イノベーション指向型の公共調達に
向けた政策課題の検討：欧米との比較調査を踏まえて」には、
「日本版 SBIR（中小企業革
新技術制度）が真に新たな技術の事業化を促す起爆剤として機能していない。
」との記述が
ある。
（http://crds.jst.go.jp/output/pdf/07rr02.pdf 参照）
38
独立行政法人科学技術振興機構研究開発センター「イノベーション指向型の公共調達に
向けた政策課題の検討：欧米との比較調査を踏まえて」参照。
（http://crds.jst.go.jp/output/pdf/07rr02.pdf）
39
http://www.ieice.org/jpn/books/kaishikiji/2009/2009051.pdf
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Assistant）
、TA（Teaching Assistant）のいずれかの経済的援助が与えられる。授業料（プ
リンストン大学では現在 34,400 ドル：某州立大学の場合は 12,500 ドル）
は全額免除され，
生活費として年 10 ヶ月から 12 ヶ月の生活費が支払われます。
」
米国における大学は、博士課程の学生に大学が学費を免除するとともに生活費を支払う
制度を有しており、この制度の存在が専門家の育成に貢献していると考えられる。
連邦政府主体で実施されている情報セキュリティ人材育成策を以下に挙げる。40
(a)Defense Security Service （DSS）Academy
DSS は国防総省の管轄の組織で 1972 年に設立された。国防長官、国防総省関連組織
等にセキュリティ関連のサービスを提供している。DSS Academy は、DSS の 3 つのコ
ア・ミッションの一つである「セキュリティ教育、トレーニングおよびセキュリティ意識
向上プログラム」の実施機関として位置づけられており、情報セキュリティに関するコー
スも設定されている。
(b)Graduate School: USDA
1921 年に米農務省長官により設立された「農務省（Department of Agriculture:USDA）
大学院」は、教育・トレーニング等を通して政府の機能を高めると同時に、一般市民に生
涯学習の場を提供することを目的としている。情報 セキュリティ関連のコースでは、ウイ
ルス除去、ファイアウォールの設定などといったスキルを学ぶことができる。また、2 週
間の「情報セキュリティスペシャリスト認定プログラム（Information Security Specialist
Certification Program）
」も用意されている。同プログラムでは、情報セキュリティのデ
ザインやマネジメント・スキルを含めた、論理的・実践的な知識を得ることができる。
(c)Homeland Security Center for Excellence
国土安全保障省は、情報セキュリティ研究開発支援の一環として、「Homeland Security
Center for Excellence」と呼ばれるプログラムを 2003 年に設立した。同プログラムは、
情報セキュリティを含む国土防衛を念頭においたプログラムを提供している大学・大学院
に研究補助金や奨学金を付与している。
(d)Federal Cyber Service: Scholarship for Service
NSF は情報セキュリティ分野に進む学生を増やし、これらの分野の専門家を育成するた
めに、以下のような資金支援を提供している。
・奨学金：情報セキュリティ分野で活躍する学生に対する奨学金として、大学への資
金援助
・研究支援：情報セキュリティ等の専門家による研究の質を向上させることを目指し
40

http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/200606.pdf
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た大学への資金援助
・ 1 年を通した学生や中小企業への資金援助
(e)National Centers of Academic Excellence in information Assurance Education
（CAEIAE）
CAEIAE は、NSA と DHS が共同で実施しているプログラムであり、情報セキュリテ
ィ分野の教育水準を向上させ、同分野の専門家を多く育てることにより、重要インフラの
脆弱性を提言することを最大の目的としている。CAEIAE としての「認定」を受けた 4 年
制大学、大学院が、当該分野の教育の場を提供する仕組みとなっている。また、認定校の
学生は、
国防総省の IASP や NSF の Federal Cyber Service: Scholarship for Service に申
し込むことができる。
(f)Information Assurance Scholarship Program（IASP）41
国防総省は、情報アシュアランス（情報セキュリティを含む情報の保証）分野の学生に
対する奨学金制度を有している。以下を専攻する学生が対象となっている。
・システムやネットワークの運用
・情報セキュリティ技術
・情報アシュアランス
・暗号
・脆弱性評価
(7)連邦政府の情報セキュリティ対策に係わる動向
(a)FIPS と SP
政府機関および電子政府のセキュリティに関しては、行政管理予算局(OMB)の主導の下、
商 務 省 (DOC) 傘 下 の 国 家 標 準 技 術 局 （ NIST ： National Institute of Science and
Technology）が行っているシステムやサービスの規定が中心的な役割を果たしている。こ
れらの規定は、連邦情報処理標準（FIPS：Federal Information Processing Standards)
または SP-800 シリーズ(Special Publications 800 Series)である。
また、連邦調達局（GSA：General Services Administration）は、連邦政府の調達にお
ける基準策定や支援を行う組織で、OMB の定めた情報セキュリティに係わる要求に基づ
き、各政府機関の調達の支援を行う。OMB は、連邦政府情報セキュリティ管理法(FISMA：
Federal Information Security Management Act)に基づき、国家安全保障系（国防系）省
庁以外の文民系の連邦政府機関の情報セキュリティに関する監督権限を持つ。42さらには、

http://www.defenselink.mil/cio-nii/sites/iasp2/
国家安全保障系省庁とは、の国防総省(DoD)、国家安全保障庁(NSA)、中央情報局(CIA)、
国務省(DOS)で、国家安全保障令(National Security Directive-42)にて OMB の権限下に
41
42
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これらの文民系の連邦政府機関は、FIPS への準拠が義務付けられている。なお、NIST は、
FIPS 以外に SP-800 シリーズを作成している。
2009 年 7 月現在作成されている FIPS は表 2-4 の通り。
表 2-4 FIPS の概要
資料：http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html を元に、本調査にて作成
FIPS番号

発効日

タイトル(内容)

FIPS 201-1

2006/3

連邦従業員及び委託業者の個人識別情報の検証

FIPS 200

2006/3

連邦政府の情報および情報システムに対する最低限のセキュリティ要求事項

FIPS 199

2004/2

連邦政府の情報および情報システムに対するセキュリティ分類規格

FIPS 198-1

2008/6

鍵ハッシュメッセージ認証コード(MAC)

FIPS 197

2001/11

共通鍵暗号 AES

FIPS 196

1997/2

公開鍵暗号を用いた相手認証

FIPS 191

1994/11

LANセキュリティ解析のガイドライン

FIPS 188

1994/9

情報転送のための標準セキュリティラベル

FIPS 186-3

2007/12

RSA強化素数 - DSS

FIPS 185

1994/2

エスクロー暗号標準

FISP 181

1993/10

自動パスワード生成機

FIPS 180-3

2008/10

セキュアハッシュ標準(SHS)

FIPS 140-3

1994/1〜2007/7

暗号モジュールのセキュリティ要件(CMVP)

FIPS 113

1985/5

コンピュータデータ認証

SP800 シリーズの概要は、表 2-5 の通り。

無い。
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表 2-5 SP800 シリーズの概要
資料：http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html を元に、本調査にて作成
SP800番号

発効日

タイトル（内容）

SP 800-18 rev1

2006/2

連邦情報システムのためのセキュリティ計画作成ガイド 改訂第1版

SP 800-23

2000/8

セキュリティアシュアランスと調達に関する連邦政府のためのガイドライン

SP 800-30

2002/6

ITシステムのためのリスクマネジメントガイド

SP 800-33

2001/12

ITセキュリティのための基本テクニカルモデル

SP 800-34

2002/6

ITシステムのための緊急時対応計画ガイド

SP 800-35

2003/10

ITセキュリティサービスガイド

SP 800-37

2004/5

連邦政府情報システムに対するセキュリティ承認と運用認可ガイド

SP 800-40

2005/12

パッチおよび脆弱性管理プログラムの策定

SP 800-42

2005/8

ネットワークセキュリティテストにおけるガイドライン

SP 800-50

2003/10

ITセキュリティの意識向上およびトレーニングプログラムの構築

SP 800-53 rev2

2007/12

連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策(改訂第2版)

SP 800-53 rev.2 Annex 1

2007/12

連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策 低位影響レベルのベースライン

SP 800-53 rev.2 Annex 2

2007/12

連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策 中位影響レベルのベースライン

SP 800-53 rev.2 Annex 3

2007/12

連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策 高位影響レベルのベースライン

SP 800-55

2008/6

情報技術システムのためのセキュリティメトリクスガイド

SP 800-60 Volume 1

2006/8

第I巻：情報および情報システムのタイプとセキュリティ分類のマッピングガイド

SP 800-60 Volume 2

2006/8

第II巻：情報および情報システムのタイプとセキュリティ分類のマッピングガイド

SP 800-61 rev1

2008/3

コンピュータセキュリティインシデント対応ガイド（改訂第1版）

SP 800-63

2006/4

電子認証に関するガイドライン

SP 800-64

2008/10

情報システム開発ライフサイクルにおけるセキュリティの考慮事項

SP 800-65

2005/1

IT セキュリティの資本計画及び投資管理プロセスへの統合

SP 800-70

2005/5

IT 製品のためのセキュリティ設定チェックリストプログラム -チェックリスト 利用者と開発者のための手引き

SP 800-73 Rev2

2008/9

個人識別情報の検証インタフェース

SP 800-76

2007/1

個人識別情報の検証における生体認証データ仕様

SP 800-83

2005/12

マルウェアによるインシデントの防止と対応のためのガイド

SP800-85 A

2006/4

PIVカードアプリケーションとミドルウェアインタフェーステストガイドライン

SP800-85 B

2006/6

PIVデータモデルテストガイドライン

付録
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(b)リスク管理フレームワーク
FIPS は図 2-9 に示すように NIST のリスク管理フレームワークをベースに運用されて
いる。

資料：http://www.ipa.go.jp/security/publications/nist/documents/NIST̲FISMA̲J.pdf より引用

図 2-9 NIST リスク管理フレームワーク
NIST リスク管理フレームワークの概要は以下の通りである。43
1)セキュリティの分類
情報資産に対する潜在的な脅威の影響度に基づき、情報システムを底位・中位・高位に
分類する。（FIPS199/SP800-60）
2) セキュリティ管理策の選択
情報システムを保護するための最低限のセキュリティ管理策を底位・中位・高位の分類
に応じて選択する。
（FIPS200/SP800-653）
3) 選択したセキュリティ管理策の調整
リスクアセスメントを行い、組織の状況、求められる脅威への対策および政府機関それ
ぞれに特有な用件に基づく最低限の管理策を調整する。
（SP800-53/SP800-30）
4) セキュリティ管理策の文書化
システムセキュリティ計画において、情報システムのセキュリティ要件の概要を提供し、
計画・実施されるセキュリティ管理策を文書化する。
（SP800-18）

43

詳細は、
http://www.ipa.go.jp/security/publications/nist/documents/NIST_FISMA_J.pdf
のこと。

を参照
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5) セキュリティ管理策の導入
セキュリティ管理策を導入する（セキュリティ設定チェックリストを適用する）。
（SP800-70）
6) セキュリティ管理策の評価
セキュリティ管理策の有効性を判断する（管理策が正しく導入され、意図した通りに運
用され、セキュリティ要件に見合う成果を上げているかなど）
。
（SP800-53A）
7) システムの運用認可
政府機関の業務や資産、人員へのリスクを判断し、リスクが容認可能であれば、情報シ
ステムの運用を認可する。（SP800-37）
8) セキュリティ管理策実施状況の監視
セキュリティ管理に影響を及ぼす情報システムへの変更を継続的に監視し、管理策の有
効性を再評価する。（SP800-37/SP800-53A）
(c)認定認証制度
FIPS および SP-800 シリーズ等に基づき、情報セキュリティに関わる製品の認定リスト
を作成する制度として以下のものがある。
・CMVP(暗号モジュール認定プログラム：Cryptographic Module Validation Program)
・ NPIVP(NIST 個 人 認 証 検 査 プ ロ グ ラ ム ： NIST Personal Identity Verification
Program)
・CCEVS(コモンクライテリア評価認定スキーム：Common Criteria Evaluation and
Validation Scheme)
これらの制度では、NIST の製品検査機関を認定するプログラム NVLAP(National
Voluntary Laboratory Accreditation Program44)をベースとして、民間の第三者機関とし
て検査実施機関を選び、実際の製品の検査はこれら民間機関に委託している。その検査実
施機関が発行する検査報告書に基づき、これらの NIST が製品認定書を発行し、同時に製
品分野ごとに認定製品リストを策定している。連邦政府機関はこれらの認定製品リストか
ら製品調達を行うことを義務付けられている。
情報セキュリティ分野における製品検査機関の認定は、NVLAP の下位プログラムであ
る CSTLAP(暗号セキュリティテスト機関認定プログラム：Cryptographic and Security
Testing Laboratory Accreditation Program)および CCTLAP(コモンクライテリア・テス
ト機関認定プログラム：Common Criteria Testing Laboratory Accreditation Program)
により行われている。
CMVP は、カナダの通信のセキュリティを所管する CSE (Communications Security
Establishment：通信安全局)と NIST の共同により設置されたプログラムである。一方、
CCEVS は、NIST と NSA (National Security Agency：国家安全保障局)のパートナーシ
44

http://ts.nist.gov/standards/accreditation/index.cfm
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ップの下設置されたプログラムである。
以上のように、米国における情報セキュリティに関する製品認定制度は、民間企業をテ
スト機関として認定するなど、官民協力の下、効率化を図っている点が注目される。
なお、
これらの認定制度の運用に関する全体的な仕組みをまとめたものが図 2-10 である。
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カナダ
CSE

NIST

NSA
パートナーシップ
1999

共同設置

HSDP-12
FIPS201
SP800-73

FIPS140-2

ISO/IEC19790
CMVP
暗号モジュール
認定プログラム

CMVP
認証リスト

NIAP
国家情報保証
パートナーシップ

NPIVP
個人認証評価
プログラム

PIV認証
リスト (4)認証
リスト公開

ISO/IEC17025

CCEVS
CC評価認証
スキーム

NVLAP
検査機関認定プログラム
(2)検査
17分野のテスト機関認定 報告書

(2)検査報告書
連邦政府調達
基準義務化
NSTISSP No. 11

ISO/IEC15408
CCT認証
リスト
(4)認証
リスト公開

ITセキュリティ分野

(3)認定書発行

CSTLAP
暗号・セキュリティ
検査機関認定プログラム

CCTLAP
CC検査機関
認定プログラム

(3)認定書発行

検査機関認定
継続監査

PIVベンダー
PIVベンダー
PIVベンダー
(1)検査依頼
CMVPベンダー
CMVPベンダー
CMVPベンダー

CCテスト機関
CCTテスト機関
CCTテスト機関

CSテスト機関
CSTテスト機関
CSTテスト機関
民間第３者機関

(1)検査依頼

IT製品
IT製品
IT製品
ベンダー
ベンダー
ベンダー

民間第３者機関(9機関）
資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 2-10 米国の政府調達における情報セキュリティに関わる ICT 製品の認定制度の仕組み
84
Copyright © 2009 独立行政法人 情報処理推進機構

情報セキュリティ産業の構造に関する基礎調査

(d)SCAP
SCAP とは、NIST を中心に、政府省庁を対象とした情報セキュリティ管理の技術面での自動化
と標準化を規定した規格であり、連邦政府機関における情報セキュリティ対策費用の増大を背景と
して、脆弱性対策の可能な限りの自動化を目指したものである。SCAP の参画組織と役割分担は、
図 2-11 の通り。

資料：http://www.ipa.go.jp/security/fy19/reports/vuln_Framework/vuln_Framework_abst2.pdf

より引用

図 2-11 SCAP の参画組織と役割分担
SCAP は、ISAP（Information Security Automation Program）の一環として位置づけられる。
ISAP は、情報セキュリティに関わる技術面での自動化と標準化を目指した取り組みである。また
ISAP は、各政府省庁が SCAP 等の技術的連携と仕様の調整を行う場ともなっており、そのイメー
ジは、図 2-12 の通りである。

資料：http://www.ipa.go.jp/security/fy19/reports/vuln_Framework/vuln_Framework_abst2.pdf より引用

図 2-12 SCAP のイメージ
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ISAP と SCAP の取り組みから、連邦政府の施策の実施に関し、情報セキュリティ技術開発に関
する連邦政府から民間への資金供給がなされ、運用管理に係わる重要な新しい技術の連邦政府での
利用と民間への展開が促進されると推測されることである。
(e)FDCC（Federal Desktop Core Configuration）45
2007 年に OMB が公表した覚書 109 に基づく取組である。FISMA に従い、連邦政府内で使わ
れる Windows ソフトウェアを「共通セキュリティ設定」に準拠させることで、連邦政府の端末の
セキュリティ確保とパッチ当て等に掛かるコスト削減を目指す。
「共通セキュリティ設定」は NIST、
国防情報システム局(DISA ： Defense Information System Agency) 、国家安全保障局（ NSA ：
National Security Agency ）、 Microsoft に よ っ て 共 同 で 開 発 さ れ た 。 OS は Windows XP
Professional SP2 と Windows Vista に対応している。
米国においては、セキュリティベンダの多くの製品が FDCC に準拠していることを宣伝している。
連邦政府が自らを守るために策定した標準が、民間分野における技術開発を誘発し、そうした製品
が米国内で一定規模の売上を得ることにより国際競争力を獲得し、国際的なデファクトスタンダー
ドを獲得することがある。FDCC はこうしたプロセスの典型例と考えられる。

45

http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei_model.pdf
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2.2.2. 米国の情報セキュリティ産業関連団体
米国の情報セキュリティ関連団体は、政策提言、普及啓発、標準化の機能を有しており、
情報セキュリティ政策および情報セキュリティ対策推進上の大きな役割を有している。
具体的には、業界よりの団体と独立系の団体がそれぞれの立場からの提言を積極的に行
うことにより、米国全体の情報セキュリティレベルの向上と情報セキュリティ産業の国際
競争力向上のバランスがとられる結果となっていると考えられる。
主要な団体の機能に関する鳥瞰図は図 2-13 の通り。
・政府組織とのトップレベルでの人材交流
（Paul B. Kurtz、Richard Clarke など）
・政策提言による政府への強い影響力
・市場確保のための普及啓発と標準化に対する
戦略的かつ迅速な取組み

ISF（Information Security Forum）
情報セキュリティに係る政策提言
政策提言

DSB(Defense Science Board)
国防問題に係る政策提言
CSIS(Center for Strategic and Information Studies)
国防問題や外交問題に係る戦略的提言

SRI
技術開発と政策提言

NCSA(National Cyber Security Alliance)
ネットワークの安全性強化の推進
ISA (Internet Security Alliance)
情報セキュリティの定量化

CIS (Center for Internet Security)
インターネットセキュリティ対策の推進
普及啓発
MITRE
セキュリティ関連情報の集約

ICSA(International Computer
Security Association)
セキュリティ製品の評価

Tech America
JISAの米国のカウン
ターパート

CSI（Computer Security Institute）
コンピュータセキュリティのサーベイレポート

標準化

IETF（Internet Engineering Task Force)
セキュリティを含むインターネット技術の標準化

SAFECode(Software Assurance Forum for Excellence in Code)
安全性と信頼性のための業界標準確立
業界寄り

独立系

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 2-13 米国の情報セキュリティ関連団体全体図と影響
(1)CIS（Center for Internet Security）
(a)概要
CIS は、インターネットセキュリティ対策の推進を目的とする非営利組織である。メン
バは、米国政府機関、企業、学術機関、個人であり、インターネットセキュリティの標準
化にも取り組んでいるが、主な実績は、Solaris、Linux、 HP.UX、Cisco IOS Router、
Windows 2000、Windows NT 等のサーバ向けベンチマークツールの開発、組織における
情報セキュリティ評価基準の策定である。
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(b)活動詳細
〇以下のベンチマークツールを開発
コンフィグレーションをスコアリングするツールである。
Windows XP Professional SP1/SP2、Windows Server 2003、Windows 2000 Professional、
Windows 2000 Server、Windows 2000、Windows NT、Mac OS X、 FreeBSD、Solaris 、
HP-UX、AIX、Red Hat Linux、SUSE Linux、Slackware Linux、Debian Linux、Novell
OES:NetWare、 Cisco IOS、Check Point Firewall、Applications Exchange Server、
Oracle Database、 Apache Web Server、MySQL BIND、Novell eDirectory、IIS、
OpenLDAP 、FreeRADIUS、Xen Server、VMware
〇情報セキュリティ評価基準を策定
評価基準には「結果」と「プロセス」の 2 つの観点がある。前者には、MTBF（セキ
ュリティインシデントの平均間隔」と MTTR（セキュリティインシデントからの復旧の平
均所要時間」の 2 つがあり、後者は、「セキュリティポリシに従ってパッチが適用されて
いるシステムの割合」
、
「侵入または脆弱性アセスメントを受けたビジネス・アプリケーシ
ョンの割合」
、
「脅威モデル解析またはコード・レビューを実配備前に受けたアプリケーシ
ョン・コードの割合」から構成されている。
○会員向け各種事業を実施
(2)TechAmerica
(a)概要
2004 年 2 月 25 日に発足した企業および基幹ネットワークインフラストラクチャの保護
を 目 的 と す る 非 営 利 団 体 で あ る CSIA （ Cyber Security Industry Alliance ） が 、
TechAmerica に統合され活動している。TechAmercia は、製造業 1,500 社から構成され、
生産性の向上、米国における雇用創出、グローバルな市場拡大等を目的としている。
(b)活動詳細
情報セキュリティ関連では、以下の活動を実施している。
〇以下の委員会を組織
・Coordinating Committee
・Europe Advisory Committee
・Public Relations Committee
〇セキュリティ関連情報の発信
カテゴリを、化学プラント、サイバー犯罪、データ操作、データ保持、データセキュリ
ティ、FFIEC（Federal Financial Institutions Examination Council：米国連邦金融機関
検査協議会）
、FISMA、GLBA（Gramm-Leach-Bliley Act）
、医療福祉、HIPAA（Health
Insurance Portability and Accountability Act）、 Homeland Security 、ISO27001 、
PCI-DSS、Phishing、SCADA、SPAM、Spyware、Telework、VoIP の各項目に関して関
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連情報を整理し発信
〇政策関連情報の公開
米国および欧州の情報セキュリティ関連の政策や法律の公開
〇各種白書等の公開
セキュリティ関連データの整理や、各種項目に関する報告書の公開
(3)CSI （Computer Security Institute）
(a)概要
CSI は 1970 年代に設立された団体であり、本部はサンフランシスコにある。毎年 FBI
との共同で情報セキュリティの状況をサーベイしレポートを発行するとともに、カンファ
レンスを開催している。CSI のレポートは世界中の情報セキュリティの専門家に重宝され
ており、情報セキュリティの最新脅威や技術の動向を網羅しているとされる。
(b)活動詳細
○カンファレンスとレポートにより情報セキュリティの最新脅威や技術の動向を広く情
報提供している
○2008 年のレポート「CSI Computer Crime & Security Survey2008」には、2008 年
の情報セキュリティの傾向として以下が挙げられている。
・組織における様々な情報セキュリティインデントのうち、最も被害金額が大きいも
のは金融詐欺で、1 件あたり約 50 万ドル
・組織の情報セキュリティインシデントの平均被害額は 30 万ドル弱
・回答した組織のうち、49%がウイルス被害を経験、44%が内部犯行を経験、42%が
ラップトップやデスクトップに関係する被害を経験
・回答組織の約 10%が DNS 関連インシデントを経験
・回答組織の 27%が標的型攻撃を経験
・回答組織のうち 1%のみが正式な情報セキュリティポリシを持っていない（策定中
でもない）と回答
(4)CSIS（Center for Strategic and International Studies）
(a)概要
CSIS は 1962 年にジョージタウン大学の付属研究機関として設立され、1987 年に同大
学から独立した研究機関となった。国防と外交政策等の分野で、政府、国際機関、民間な
どの意思決定者に対して、戦略の提言を行っている。本部はワシントンにある非営利組織
である。情報セキュリティに関しては、国防上の問題の一環として、情報セキュリティを
捉え、サイバーテロ・サイバーウォー等に関してレポートを発表している。
CSIS は、米国の典型的なシンクタンクであり、政権交代に伴い政府中枢の人員を受け
入れ政策提言を行うことにより、日本のシンクタンクに比して大きな影響力を有している
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と考えられる。
(b)活動詳細
・2008 年 12 月 8 日に、
『Securing Cyberspace for the 44th Presidency』を発表
・情報セキュリティは、米国が直面する主要な国防問題の 1 つであり、また、プライバシ
および市民的自由を尊重するものでなければならないとの認識のもと、包括的な国防戦略
を構築すること等を政策提言
・この政策提言の後、オバマ政権は、情報セキュリティ政策の見直しを開始し、2009 年 2
月 9 日、連邦政府内の情報セキュリティについて、60 日間のレビューを行い、連邦政府
の情報セキュリティのイニシアティブを確保するための戦略的フレームワークを確立する
ことを発表
(5)MITRE（The MITRE Corporation）
(a)概要
MITRE は、1958 年に政府へ技術サービスを提供するための非営利企業として設立され
た。当初は空軍のプロジェクト中心であったが、その後業務を拡大し、独自の研究を行う
とともに政府向けの数々の技術サービスを行っている。現在ではマサチューセッツ州とバ
ージニア州に拠点を有し、7,000 名の従業員を擁している。また、MITRE は以下の 4 つ
の FFRDC を運営している。
国 防 総 省 向 け FFRDC （ the DoD Command, Control, Communications and

・

Intelligence FFRDC）
・

連邦航空局向け FFRDC（the Center for Advanced Aviation System Development）

・

歳入庁および退役軍人省向け FFRDC（the Center for Enterprise Modernization）

・

国土安全保障省向け FFRDC（the Homeland Security Systems Engineering and
Development Institute）

(b)活動詳細
主として、国土安全保証省向け FFRDC が情報セキュリティ関連のプロジェクトを遂行
している。以下の特徴がある。
・

MITRE は、CERT/CC や HP、IBM、OSVDB、Red Hat、Symantec など 80 を超え
る主要な脆弱性情報サイトと連携して、脆弱性情報の収集を行っている

・

MITRE は、1999 年に脆弱性に関する情報共有のための方法として、個別製品中の脆
弱性に一意の識別番号「CVE 識別番号(CVE-ID)」を付与することを提案した

・

CVE-ID を実装している MITRE の CVE は、脆弱性データベースの先駆けであり、
世界中で活用されている

・

2005 年に、ウイルスやワームなどのマルウエアに通し番号（ID）を割り振る活動
「Common Malware Enumeration（CME）
」を開始した
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2.2.3.米国の情報セキュリティ政策の特徴
米国の情報セキュリティ政策は、安全保障としての情報セキュリティ政策および連邦政
府の情報セキュリティ対策を中心とし、省庁連携、研究開発、人材育成、認定認証制度等
多面的な展開の中で、官民連携のメカニズムが形成され、情報セキュリティに係わる政策
が情報セキュリティ産業の発展に結びついている。この点について整理する。
第一に、連邦政府による従事した研究開発プログラムによる産業振興策を挙げることが
できる（2.1.1(5)参照）
。情報セキュリティ分野の研究開発プログラムにおいては、NITRD
における CSIA 等の省庁間連携の研究開発プログラムの実施、SBIR や STTR によるベン
チャ支援、および SBIR の成果の市場化支援策の実行等に代表される研究開発政策に特徴
がある。これらの情報セキュリティ分野の基礎研究から市場化までを支援する研究開発プ
ログラムにより、製品化が促進されている。
第二に、連邦政府は自らの情報セキュリティ対策のため、利用する製品やサービスの規
格を、FIPS や SP により定めることにより一定のセキュリティレベルを確保し製品やサー
ビスの品質を高めることを中心とした政府調達を行っている点を挙げることができる
（2.1.1(7)参照）。米国政府の巨額の情報セキュリティ投資（2009 年度は約 7,200 億円、
2.1.1(3)参照）の存在、FISMA 等に基づく CCEVS、CMVP、NPIVP など情報セキュリテ
ィに関わる認定認証制度による製品やサービスに関して一定のセキュリティレベルが確保
されることによる認証製品の一般からの一定の信頼の獲得が背景にあると考えられる。
第三に、研究開発支援政策と政府調達が融合している点を挙げることができる。SBIR
による成果を連邦政府が優先的に導入する仕組みが整備されている（2.1.1(5)参照）ことに
より、ベンチャ企業の研究開発成果を連邦政府が適宜利用可能となり、ベンチャ企業の競
争力向上、連邦政府側の情報セキュリティ要求に沿った情報セキュリティレベルの確保が
達成されている。
第四に、情報セキュリティ人材育成に関して、米国は奨学金制度が充実していることが
挙げられる（2.1.1(6)参照）
。一般に米国における大学は、博士課程の学生に大学が学費を
免除するとともに生活費を支払う制度を有しており、この制度の存在が専門家の育成に貢
献している。さらには、DSS Academy 等の情報セキュリティ政策に特化した奨学金制度
が充実しており、情報セキュリティの専門家の育成に大きく寄与している。
第五に、米国の情報セキュリティ関連団体が情報セキュリティ政策決定プロセスにおい
て大きな役割を果たしていることが挙げられる（2.2.2 参照）
。米国の関連団体は、普及啓
蒙や安全保障の観点から情報セキュリティレベル向上を唱える独立系団体と情報セキュリ
ティ産業の国際競争力向上を目指す団体に分けることができる。それぞれの団体が政策提
言を積極的に行うことにより、研究開発プログラムと政府調達の融合を通して、米国の情
報セキュリティレベル向上と情報セキュリティ産業の振興が両立されていると考えられる。
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2.3.欧州の情報セキュリティ政策
(1)EU
情報セキュリティ政策の部局としては、情報社会・メディア総局（DG Information
Society and Media）
、企業・産業総局（DG Enterprise and Industry）、司法・自由・安
全総局、専門機関としては欧州ネット・情報セキュリティ機関（European Network and
Information Security Agency ：ENISA)が主な機関である。
消費者保護に関する EU 指令として 1985 年 7 月に Directive 85/374/CEE が発令され、
1991 年 5 月に Directive 91/250/CEE により端末の相互認証が規定され、1999 年 12 月に
Directive 1999/93/CE によって電子署名フレームワークが提示された。
個人情報保護としては、1995 年 10 月 24 日に欧州議会および理事会発行、個人データ
の処理と該当データの自由な移動を考慮した個人の保護に関する指令が発行された。2002
年 7 月 12 日に欧州議会および理事会発行、電子通信分野における個人データ処理とプラ
イバシ保護を扱った指令 2002/58/CE（プライバシと電子通信に関する指令）が発行され
た。
また、2000 年に「サイバー犯罪に対抗して、情報インフラのセキュリティ基盤を改善し、
セキュアな情報社会を構築する。
」ことが、EU にて宣言されている。2001 年には、ブダ
ペストにて、欧州サイバー犯罪条約が発効した。2002 年には、安全なインターネットの利
用に際してのグローバルネットワークの構築に関するアクションプランが発行され、2005
年には、
「情報システムに対する非合法な攻撃に関する決定」が欧州理事会により決定され
た。2006 年には、欧州ログ保全指令 2006 が発行された。
欧州委員会による 2002 年〜2005 年のアクションプランである eEurope において、
1999
年に EU 域内での情報社会の確立を目指して実行することが決まり、教育、労働、アクセ
シビリティ、電子商取引、電子政府、健康、コンテンツ、輸送・交通などの分野で IT・ネ
ットを積極的に導入するための種々の施策が実施された。
以上が、EU における情報セキュリティ政策に関する主な流れである。
(2)イギリス
イギリスでは、CESG（政府機関向け）
、CPNI（重要インフラ向け）、BIS(民間企業向
け)と明確な分担の下、情報セキュリティに関わる取り組みを推進している。
通信機器セキュリティグループ(CESG：Communications-Electronics Security Group）
46は、政府通信本部（GCHQ：Government

Communications Headquarters）内部の組織

であり、情報保証に関する活動を行っている。消費者、企業、安全保障局（MI5）と密接
に協力して、政府機関や軍の情報通信システムの重要情報が適切に保護されているかを検
証し、政府機関や軍に対してセキュリティについて助言を行う。
46

http://www.cesg.gov.uk/
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国家インフラストラクチャ保護局(CPNI：Center for the Protection of National
Infrastructure)47は、英国における重要インフラを、テロ攻撃等をはじめとする脅威から
防護し、各インフラの提供するサービスを継続させることを目的としている。具体的な機
能としては、CIIP/CIP に関連する部門間調整を行う。各部門から集めた情報を整理し公
開することが挙げられている。2007 年 2 月に国家情報インフラ安全調整局（NISCC：
National Infrastructure Security Co-ordination Center）と国家セキュリティ顧問局
（NSAC：National Security Advice Center）が合併し発足した。CPNI の業務は Security
Service Act 1989 に準拠している。
職業・革新・技能省（BIS: Department for Business Innovation and Skills）48は、2009
年 6 月 5 日に DIUS（革新・大学・技能省）と BERR（英国ビジネス企業規制改革省）が
合併して改組された。BERR は、情報セキュリティの分野において産業界との緊密で効果
的な連携を図ることで、政策の重要分野の競争力を促進する役割を担っていたが、BIS に
引き継がれることになった。
(3)ドイツ
ドイツにおける情報セキュリティに関わる取組は連邦情報セキュリティ庁（BSI：
Federal Office for Information Security）49を中心として進められる。連邦内務省（BMI：
Federal Ministry of the Interior）が国内の治安維持を役割としており、連邦全体および
複数の省庁にまたがる情報セキュリティ事案の取りまとめ役として機能しているが、BSI
は 1990 年に BSI の設立に関する法律 (BSIG of 17 December 1990)が制定され、BMI 下
に設置された。また、ドイツにおける重要インフラ防護は情報セキュリティだけでなく、
テロ対策や国家安全保障の観点も含めた取組となっているため、BKA や BBK との連携の
中で進められる部分も多い。そのため、2006 年に公表された“National Plan for
Information Infrastructure Protection Plan（NPSI）
”の中では重要インフラ防護に関す
る方針だけでなく、政府機関の情報セキュリティ対策に関する方針も示されている。内務
省の作業部会である重要インフラ保護会議（KRITIS）が、NPSI（National Plan for
Information Infrastructure Protection）をベースに脅威シナリオの作成、重要インフラ
における脆弱性分析、対策の提案、早期警戒連携の計画等を実施している。
また、ドイツでは産業に対して情報セキュリティ分野における R&D 資金を積極的に支
援しており、政府機関の開発成果を元に民間企業化を進めるほか、企業設立支援、輸出営
業支援等を積極的に推進している。

47
48
49

http://www.cpni.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/
http://www.bsi.de/english/index.htm
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(4)フランス
フランスにおける情報セキュリティ政策の中心的組織は、国防総事務局の傘下である情
報セキュリティ中央局（DCSSI:Central Directorate for Information Systems Security）
である。DCSSI は情報システムセキュリティに係わる規制、オペレーション、科学技術を
担当するとともに、情報セキュリティ政策の策定、実施を担っている。DCSSI 内の情報技
術セキュリティ評価センター（CESTI：Information Technology Security Evaluation
Centers）は、政府情報システム、暗号化プロセスおよび製品に関する許認可を発行する
とともに、保証、認証を行っている。
情報セキュリティ分野における研究開発プロジェクトを進めており、CLUSIF50を中心
に情報セキュリティ、サイバー犯罪、リスクマネジメント手法に関する研究が実施されて
いる。

2.4.韓国の情報セキュリティ政策
(1)韓国の情報セキュリティ推進体制
韓国の情報セキュリティ推進体制は、2003 年 1 月の Slammer ワームによる大規模な攻
撃を受け、国家レベルでの情報セキュリティ強化が進んでいる。2009 年現在、韓国政府に
おいては、情報セキュリティ対策について、国家情報院、行政安全部（政府機関セキュリ
ティ）
、知識経済部（産業政策、教育）
、放送通信委員会（通信サービス）が中心となって
推進されている。2008 年の政権交代に伴う省庁再編成により、IT 関連分野を担当してき
た情報通信部は、一部の機能が「知識経済部」に移管された。また、情報通信に関わる行
政自治部と情報通信部に分かれていた権限が、 行政自治部を改組した「行政安全部」に一
元化された。
2008 年 10 月にはハンナラ党がサイバー攻撃対応体制の整備を目的とした「国家サイバ
ー危機管理法案」を国会に提出しており、2009 年 5 月には全国 16 都市で「サイバー侵害
対応センター」が稼働している。また、2009 年 6 月には国家情報院、国防部、放送通信
委員会によって「2009 サイバー危機対応統合訓練」が行われ、国家的なサイバー攻撃への
対応が検証された。
しかし、2009 年 7 月に韓国大統領府や主要企業を対象として大規模な DDoS 攻撃が行
われた際、省庁改編によって情報セキュリティ対策推進組織が分散することによって、政
府としての統合的な対応が困難となった点は課題として指摘されている。

50

https://www.clusif.asso.fr/fr/production/sinistralite/
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大統領

NCSSC
首相

NIS
NCSC

CPII

政府

廃止
MIC
知識経済部
（MKE）

法務部
（MOJ）

公共政府安全部
（MOPAS）

放送通信委員会
（KCC）

SPO
KISA
CTRC

ICIC
KISC

NISA

ISACｓ
民間

資料：内閣官房「各国の情報セキュリティ政策における情報連携モデルに関する調査研究」報告書
http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei̲model.pdf

図 2-14 韓国の情報セキュリティ対策推進体制

(2)韓国の情報セキュリティ政策
政府機関を対象とする情報セキュリティ対策は、
「国家情報通信セキュリティ基本方針」
によって定められている。政府調達は政府の定める基準に合格したものに限定されている。
重要インフラ向け対策は、韓国情報保振興院（KISA）および国家サイバー安全センタ
ー（NCSC）が中心となって推進されている。通信インフラの保護に関しては、「主要装備
に対する情報セキュリティガイド」を策定し、対策を推進している。
企業向け対策は、KISA が中心となって推進している。情報セキュリティ事業者の団体
である韓国情報セキュリティ産業協会（KISIA）とも連携し、各種施策を推進している。
情報セキュリティ産業に関しては、国産製品の奨励策が 1995 年から開始されていたが、
現在は廃止されている。しかし、製品認証スキームによって、政府調達では国産製品が有
利な状況もある。その他、産業育成政策としては、知識経済部による研究開発支援や人材
育成支援策が実施されている。また、韓国電子通信研究院（ETRI）では、情報セキュリ
ティを含めた電子通信技術の開発が推進されているが、民間との連携を強化し、研究開発
成果の民間移転を推進している。
国家情報院（ACSC（サイバー安全センター）
）が政府機関向けセキュリティ製品の認証
を担当しており、IT 認証事務局が CC 認証を所管している。KISA も認証スキームを持っ
ている。認証の基準は全て CC の EAL 準拠である。
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2.5.国内外の情報セキュリティ政策の整理
日本、米国、欧州、韓国について、情報セキュリティ政策を表 2-6にて整理する。
日本における特徴は、政府・重要インフラ・企業・個人毎を対象としたきめ細かな情報
セキュリティ対策が推進されている一方で、情報セキュリティ産業振興支援がなされてい
ないことである。
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表 2-6 国内外の情報セキュリティ政策の整理
資料：各種資料を元に、本調査にて作成

項目

日本
米国
欧州（EU、ドイツ、英国）
体制
・NISC が中心となり、情 ・DHS が関係省庁の統合 ・イ ギ リ ス で は 、 CESG
報セキュリティ政策関
調整機能を保持
（政府機関向け）
、CPNI
連 4 省庁（経済産業省、 ・国 土 安 全 保 障 会 議
（重要インフラ向け）、
Security
総務省、防衛省、総務省） (Homeland
BERR(民間企業向け)と
Council)は、関係省庁な
他と連携
明確な分担のもと推進 5)
どの長官などから構成さ ・ドイツでは、BSI が中心
れ、政策調整と大統領に
であり、重要インフラ防
対して直接助言
護は BKA や BBK との
連携による体制 5)
電子政府向け対策
・NISC が政府機関統一基 ・FISMA という法律に基 ・国により取組みは異な
準（現在 5 版）を策定し、 づき、NIST が制定する規 る。温度差がある
改訂と結果の定期点検の
準とガイドラインに沿っ
・英国においては、CESG
サイクルでスパイラルア
て推進
が担当
ップを進めている
・OMB が監督・モニタ、 ・ドイツにおいては BSI
・5 年を経て一定の成果を GAO が監査と議会報告
が担当
上げている
・SCAP 等具体的技術基準
・総務省行政管理局からの を設定。開発に民も参加
指示の形
National Cyber Security EU： ENISA
政府の情報セキュリティ 内閣官房情報セキュリテ
Division (NCSD)、DHS
専任組織・関連組織
ィセンター(NISC)
英： Dept for Business,
Cybersecurity
Innovation、Skills (BIS)
経済産業省、総務省、文科 Coordinator
独： BSI
EOP / NSC / NEC
省警察庁、防衛省
仏：DCSSI (Central
OMB、NIST、GAO 、
Directorate for
NSA 、DOD NSF、
Information Systems
OSTP/NCO/NITRD
Security)

韓国
・ KISA と NCSC の連携
のもと、対策推進

・政府調達は、政府の定め
る基準に合格したものに
限定

国家情報院
行政安全部（政府機関セキ
ュリティ）
知識経済部（産業政策、教
育）
放送通信委員会（通信･サ
ービス）
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項目
重要インフラ向け対策

日本
米国
欧州（EU、ドイツ、英国）
韓国
・ NISC が中心となって所 ・2006 年に制定された国 ・英国では、CPNI が重要 ・NCSC と KISA が中心と
管省庁と連携の下、重要
家重要インフラ防護計画
インフラに対する脆弱
なって、主として通信イ
インフラの情報セキュ
（ NIPP ： National
性や情報セキュリティ
ンフラの保護のために、
Infrastructure
リティ対策に係る行動
評価、情報共有および協
「主要装備に対する情報
5)
Protection Plan ）が
計画を策定（2009 年 7
力体制の確立等を実施
セキュリティガイド」を
策定された。NIPP に基 ・ドイツでは、内務省の作
月現在第 2 版）し、対策
策定し、対策を推進
づき、DHS
が全体的な
推進
業部会である重要イン
調整や推進役となり、各
−安全基準のための指
フラ保護会議（KRITIS）
省庁や民間を含めた取組
針策定
が 、 NPSI （ National
を推進 5)
Plan for Information
−セプター設置
Infrastructure
−相互依存性解析およ ・NIPP に基づき、民間の
Protection）をベースに
各分野の代表である
び共通脅威分析推進
脅威シナリオの作成、重
SCC(Sector
−分野横断的演習実施
Coordinating Councils）
要インフラにおける脆
と政府の代表である
弱性分析、対策の提案、
GCC(Government
早期警戒連携の計画等
Coordinating Councils）
を実施 5)
から成る官民情報連携組
織 CIPAC
(Critical Infrastructure
Partnership Advisory
Council)設置
・PDD63 で大枠が示され
た情報セキュリティ関連
情報の分野内での共有の
ための ISAC
(Information
Sharing
and Analysis Center）設
置
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項目
企業向け対策

日本
・ 経済産業省がセキュリ
ティガバナンス普及支
援を実施
・ 経済産業省と JNSA が
中小企業対策を実施
個人向け対策
・ IPA が地方でセミナー
を開催
・ JNSA が地方でインタ
ーネット安全教室を開
催
・ 経済産業省が、Check
PC キャンペーンを実
施
・ 総務省が国民のための
情報セキュリティサイ
トを開設
情報セキュリティ産業政 ･情報セキュリティ産業を
策
直接対象とした施策は余
り多くない。
・関連する活動として
CRYPTREC、IPA：
JISEC、 JCMVP、情報セ
キュリティ市場調査
・税制による需要刺激策あ
り

米国
・特になし

欧州（EU、ドイツ、英国）
韓国
・イギリスでは、BERR が ・KISA が中小企業の情報
推進
セキュリティ対策を支援

・特になし

・特になし

・特になし

･情報セキュリティ産業を
直接対象とした施策は特
にない
・SCAP や FDCC では政
府機関の基準を官民共同
で開発
・基準に適合する製品の政
府調達を通じて製品開発、
基準の民間への浸透を促
す

・例えばドイツでは産業に
対して R&D 資金支援、企
業設立支援、輸出営業支援
等を実施

・国産奨励策は 1995 年か
ら 10 年ほど実施、今は廃
止
・製品認証スキームがあ
り、政府調達では認証済み
製品が有利
・産業育成政策を推進中。
R&D、人材育成支援
・ETRI の開発成果を民間
移転
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項目
情報セキュリティ研究開
発の普及支援政策

人材育成策

日本
・AIST、NICT 、大学等
の技術開発資金は投入し
ているが、民間への技術移
転を目的とするものは限
定的で金額も小さい

米国
欧州（EU、ドイツ、英国）
・ MITRE 等 FFRDC の ・ドイツには R&D 資金支
仕組みで開発資金を供給
援、政府機関の開発成果の
し、民間移転をする枠組み 民間企業化の政策あり
が運用されている

韓国
・知識経済部が産業育成の
ために R&D 支援政策を展
開
・2009 予算 270 億ウォン
⇒700 億ウォンに増額要
求中
・総務省や経済産業省の資 ・DHS、NSA、NSF 等各々 ・大学でのセキュリティの ・知識経済部が人材育成政
格認定制度を中心に展開
奨学金制度を運用。政府機 注力度上昇。人材供給で役 策も
中
関勤務を条件づけ
割果たす
・'09 補正予算 78 億ウォン
RFID 等
・企業との抱合せ奨学金制
度も

1) http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/464_e0703/e0703.aspx

参照

2) http://www.bsi.bund.de/english/publications/bsi_standards/standard_1001_e.pdf
3) http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/456_a0703/a0703.aspx

参照

参照

4) http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=78978&servcode=200&sectcode=200&p_no=&comment_gr=article_78978&pn=3&o
=

参照

5) http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/renkei_model.pdf 参照
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2.6.まとめ
2.1 と 2.2 を参照し、日本の情報セキュリティ政策に関する状況を整理する。

2.6.1.日本の情報セキュリティ政策の優れている点
1）企業向け情報セキュリティ対策の充実
経済産業省を中心として企業に対する情報セキュリティ対策支援策が充実している。情
報セキュリティガバナンス普及促進事業、中小企業情報セキュリティ対策事業、情報セキ
ュリティマネジメントシステム評価認証制度（ISMS）など多様な政策が展開されている。
諸外国において、企業の情報セキュリティ対策に関連する施策はほとんど展開されておら
ず、こうした政策は日本の情報セキュリティ政策の特徴の一つとなっている。
2）個人向け情報セキュリティ対策の展開
個人向け情報セキュリティ対策に関しては、経済産業省、総務省、警察庁が積極的に取
り組んでおり、それぞれ Check PC!キャンペーンおよびインターネット安全教室、国民の
ための情報セキュリティサイト、＠Police などの事業に取り組んでいる。これら事業は、
一般個人を対象としたものであり、こうした事業は諸外国ではほとんど見られない。
3）包括的な情報セキュリティ対策の推進
上記１）および２）を含め、日本においては、政府・重要インフラ・企業・個人向け情
報セキュリティ対策に関して、内閣官房情報セキュリティセンターが関係省庁と連携し、
包括的に推進されている。政府・重要インフラ・企業・個人の情報資産を守るための対策
の充実度に関しては、諸外国に比して優れている。

2.6.2.日本の情報セキュリティ政策の課題
1）情報セキュリティ産業振興策の欠如
米国、韓国では、情報セキュリティ産業支援のための枠組みがあるが、日本においては
情報セキュリティ産業の支援は明確には行われていない。米国においては、各種の研究開
発支援プログラムが情報セキュリティ産業振興に直接貢献している。韓国においては、生
体認証製品の認証制度や産業センターの設置などにより産業振興を実施している。
しかし、日本では個人情報保護法、いわゆる J-SOX（金融商品取引法および会社法）等
個別の法規制が、結果的に業界の売上拡大につながった実績はあるが、継続的な情報セキ
ュリティ産業振興策は実施されていない。
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2）電子政府の情報セキュリティ対策の法制度の不備
米国では、2002 年に電子政府法が施行され、連邦政府が電子政府の推進により政府運営
の生産性向上を図り、市民や企業に対して利便性の高いサービスの提供を図ることが求め
られた。このうち、情報セキュリティ確保の部分が、FISMA（Federal Information Security
Management Act of 2002）と呼ばれる部分であり、連邦政府に連邦政府自身の情報セキュ
リティ確保の義務を課し、FIPS（Federal Information Processing Standards）の法的位
置づけを明確にしている。
翻って日本の状況を鑑みると、日本には IT 基本法（高度情報通信ネットワーク社会形
成基本法）の中で、第 22 条で高度情報通信ネットワークの安全性および信頼性の確保や
個人情報の保護などが政府の義務として明示されているが、FISMA に比較すると具体性
に欠ける。
このため、日本においては電子政府の情報セキュリティ対策の法制度が不備となってお
り、政府統一基準や電子政府推奨暗号が強制力に欠ける一因となっている。
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3.情報セキュリティ技術の動向
3.1. IT の動向
情報セキュリティへの影響を念頭に置いて、IT の動向に関して、コンピューティング（情
報システム全体のパラダイム変化とサーバおよび端末における動向）とネットワーク（ネ
ットワークに係わる動向）に分けて述べる。

3.1.1.コンピューティングの動向
近年、クラウドコンピューティングが注目を集め、企業における情報システムの利用形
態が劇的に変化しようとしている。従来、企業の所有が前提となっていたハードウェアや
ソフトウェアなどの情報システム資産に関して、必要な場合にのみ利用することが可能な
環境が実現されつつある。
(1)ハードウェアやソフトウェアのオープン化の進展
従来の日本の基幹システムはメインフレーム上で稼動し、プロプライタリなシステムを
前提としていた。しかし、近年は汎用サーバと汎用クライアント PC を用いる機会が増え
ており、OS、ミドルウェア、アプリケーションについて汎用品の利用が一般化している。
さらには、オープンソフトの利用も進展している。
具体的には、以下の通りである。
OS： Windows や Linux 系の OS の利用が、企業の情報系システムだけではなく、基
幹系システムや制御系システムでも一般化している。
ミドルウェア：

ウェブサーバや DBMS、仮想化ソフトウェアなどは、上記の

Windows や Linux 系で稼動することが常識であり、情報系システムのみならず、基
幹系システムや制御系システムでも広く汎用品が利用されている。
アプリケーション： インターネットブラウザが汎用化しているだけではなく、基幹
系や制御系で稼動する一部のアプリケーションも汎用品を利用することがある。制御
系における監視系システムはその典型的な事例である。
なお、こうしたオープン化の進展および汎用品の普及は、ソフトウェア製品等の脆弱性
が幅広い情報システムに影響を及ぼすことにつながる。
(2)クラウドコンピューティングへの注目
ネットワークの高速化は、サーバを一括管理するデータセンタの利用や、アプリケーシ
ョンの利用分を支払う SaaS などを促進した。その考え方はさらに進み、単にアプリケー
ションのサービスを従量課金方式で使用するだけでなく、CPU、メモリ、ストレージとい
ったコンピュータ資源、OS、ミドルウェア、アプリケーション等あらゆるリソースを、イ
ンターネットを通じて利用する、クラウドコンピューティングという技術とサービスが非
常に高い関心を集めている。
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クラウドコンピューティングの定義は、プライベートクラウド等の概念も登場して進化
しつつあるが、NIST の定義によれば、1)共有のコンピューティング資源（ネットワーク、
サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービス等）を 2)自在に構成し、3)必要なとき
にいつでもネットワーク経由でアクセスでき、4)わずかな管理の手間やサービス業者との
やり取りで利用可能になり、5)使用量に応じて支払をするモデルである。その特徴は a)オ
ンデマンドのセルフサービス利用、b)いつでもどこでもネットワーク経由でアクセス可能、
c)物理的配置に左右されずにリソースを集積して利用、d)迅速な拡張性、e)従量課金であ
るとしている。51
経済産業省の「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」第 1 回資
料によれば、クラウドコンピューティングの利点は以下の通りである。
・ ユーザ企業におけるコストの低減
・ ユーザ企業におけるメンテナンスからの開放
・ クラウドに集積する情報の高度利用
課題として以下が挙げられている。
・ 企業の営業機密の保全
・ 情報漏えいの場合の責任分担
・ 信頼性に係わる技術的対策と損害に対する担保措置
クラウドコンピューティングにおける情報セキュリティは、クラウド事業者側とユーザ
企業間の相互の認証、
ユーザ企業によるクラウド事業者のモニタリング、
脆弱性管理対応、
不正アクセス監視の方法等の幅広い分野にわたり検討が必要な状況となっている。
クラウドコンピューティング発祥の地である米国においては、クラウドコンピューティ
ングの提供や利用の形態に関して様々なサービス形態が登場し、多様化が進展している。
クラウドの提供／利用モデルとして、
IaaS：ネットワークやハードウェア資源までをクラウドサービスとして提供
PaaS：IaaS に加え、OS やミドルウェア等のアプリケーション基盤まで提供
SaaS：アプリケーションまでを用意して、その機能をサービスとして提供
Amazon の提供する EC2(Elastic Compute Cloud)や S3(Simple Storage Services)は
IaaS の典型的なサービスであり、一方 Google の提供する Google Docs や Gmail は SaaS
の代表的事例である。IaaS の上に別の事業者が PaaS や SaaS を構築してサービスを提供
するモデルや、ベンチャービジネスが独自の技術やサービスをクラウド方技術で構築して
提供するなど、既に多様化が進んでいる。その事例としては、次のようなサービスが挙げ
られる。
1)Salesforce.com
Salesforce.com は CRM(Customer Relationship Management)および SFA(Sales Force
Automation)の典型的な SaaS としていち早くビジネスモデルを確立したが、そのための
51

http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html より抜粋･翻訳
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インフラストラクチャをそのままサービスとして提供する Force.com というサービスも提
供している。
Amazon も本来事業であるネット通販のインフラを活用してクラウドサービスに参入し
たが、それと同様に、既存のインフラを多面活用するサービスモデルの一例といえる。
2)EngineYard52
EngineYard はサンフランシスコの住宅街に本社を置く 2006 年創業のベンチャービジ
ネスである。独自のプラットフォームの上でユーザ開発 Ruby on Rails アプリケーション
のホスティングからトラブルシュート等の技術サポートまで画像関連のサービスを展開し
ている。
さらに Amazon EC2 上で Rails 向けスタック SOLO を提供するサービスも加え、
ビジネスの多様化を進めている。ベンチャキャピタル等の出資も活発化し、Ruby 分野で
の存在感を急速に高めている。FLEX やプライベート・クラウドサービスにて、一連のサ
ービスを提供している。
3)Oracle
Amazon のクラウドプラットフォーム上で自社のソフトウェア製品の多くを SaaS とし
て提供するビジネスモデルを立上げ、クラウド環境での事業に進出している。従来ソフト
ウェアのライセンス提供とソリューションの提供で大規模な事業を展開してきているが、
その収益源のソフトウェア資産を、SaaS モデルでも提供するというビジネスモデルの転
換または多様化に踏み込んでいる。クラウドが既存のビジネスモデルを変える可能性のあ
る事例として注目される。
(3)仮想化技術の浸透
仮想化技術は、サーバやネットワークなどのコンピューティング資源を物理的構成とは
異なる構成に仮想的に見せかける技術である。例えば 1 台のサーバを複数に論理的に分割
し、複数の OS やアプリケーションソフトを動作させるサーバの仮想化が最も浸透してい
る。また、複数のディスクを 1 台のディスクのように扱い、大量のデータを一括して保存
するストレージ仮想化も徐々に浸透しつつある。
仮想化技術は、表 3-1のように分類可能である。

52

http://www.engineyard.com/
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表 3-1 仮想技術の分類
資料：http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/200807.pdf より引用

種類
完全仮想化
（Virtualization）
準仮想化（Para
Virtualization）
OS での仮想化

特徴
既存の OS を修正せずに仮想化。
（異なる OS を同時に利用可能）
処理能力は、若干遅い。
既存の OS の修正が必要。
処理速度は速い。
各仮想化環境上の OS は独立。
異なる OS の同時作動は不可。

利用例
VMware,
Microsoft Virtual
Server
Xen
Solaris
Containers

仮想化のメリットは、ハードウェア資源を有効活用することによりハードウェアの台数
の削減を図ることが可能となり、場所、電力等の節約によるコスト削減につながること、
データのバックアップやリカバリの時間が大幅に低減されることなどである。
仮想化技術における情報セキュリティに関しては、将来的にデータの物理的位置が仮想
化された場合のデータのセキュアな伝送および保管等が課題として挙げられる。
(4)ウェブプログラミングの拡大
インターネット上およびイントラネット上において、エンドユーザがウェブブラウザを
利用することを前提としてアプリケーションを開発するウェブプログラミングが拡大し、
WWW（World Wide Web）が多くのアプリケーションのプラットフォームとして利用さ
れるに至っている。これに伴い、Java をはじめ、php、asp.等高機能言語によるソフトウ
ェア開発が拡大している。
ウェブプログラミングの拡大とともに、企業のエンドユーザもプログラミングに参画す
ることが可能な環境が整備されつつあるが、従来からのプログラマにおいても企業のエン
ドユーザにおいてもセキュアなプログラミングに対する意識が必ずしも高いわけではない
ことが想定されるため、ウェブアプリケーションに脆弱性（SQL インジェクション、クロ
スサイトスクリプティング等）が混入される可能性がある。
(5)グリーン IT への注目
地球温暖化が叫ばれる中、データセンタ、サーバ、ネットワーク機器、ネットワークな
ど IT の様々な構成要素に対して、省エネ化の動きが活発となっており、ハードウェアは
省エネ設計が当然のこととなっており、データセンタでもサーバ配置や空気の流れ設計等
省エネへの対応が着実に進展している。
経済産業省は、2008 年度より「IT 機器の省エネに加え、データセンタなどのネットワ
ークシステム全体での抜本的な省エネを実現するための革新的技術開発」であるグリーン
IT プロジェクトを推進している。このプロジェクトでは、データセンタ（サーバ・ストレ
ージ）の消費電力量を 30%以上削減、ネットワーク部分（ルータ）で 30％以上の省エネ
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化、ディスプレイの消費電力量半減を目標としている。
なお、グリーン IT が注目されることにより、トラフィックの監視やログデータの保管
等に要する電力は不要と考えられる可能性もあるが、グリーン IT と情報セキュリティの
バランスを取ることも必要となる。
(6)総括
クラウドコンピューティング・仮想化により、リソースの物理的配置に依存せず、かつ
グリーン IT の導入により環境にも配慮した情報システムの構築と運用が開始されている。
ウェブプログラミングの拡大と相俟って、利用者にとってはハードウェア・ネットワーク・
ソフトウェア構成において選択の幅が広がり、情報セキュリティ対策の主体（ユーザ、ISP、
クラウド事業者等）、
クライアントとサーバにおける役割に関して今後の変化が予測される。

3.1.2.ネットワークの動向
(1)インターネットの利用拡大とネットワークの IP 化の進展
オープン化の進展は、ネットワークにも及んでおり、特にインターネットとインターネ
ット関連技術の活用が一般的になっている。基幹システムにおいても、ルータやスイッチ
等インターネット関連技術の代表である IP 技術を利用した汎用品の利用が急速に広がっ
ている。
具体的には、IP プロトコルの利用が、企業の情報系システムだけではなく基幹系システ
ムおよび制御系システムで進み、スイッチやルータが利用されている。また、基幹系シス
テムや制御系システムはクローズネットワークとして構成されることが多いが、情報系シ
ステム等外部ネットワークとの接続部分はスイッチ等の通信機器の設定によりクローズネ
ットワークを構築する場合があり、以前は物理的にクローズが担保されていたが、現在は
通信機器の設定によりクローズネットワークを担保する状況となっている。
こうした状況においては、スイッチやルータ等の通信機器やプロトコルの脆弱性が広い
範囲に影響を及ぼす可能性が現出している。
(2)ネットワークの高速化・ブロードバンド化
ネットワークの高速化・ブロードバンド化は年々進展しており、企業が利用する WAN
や LAN や 100Mbps または 1Gps が一般的となり、通信事業者のバックボーンは 10Gbps
となっている。さらなる高速化およびブロードバンド化が進展している。
こうした状況は、DDoS 攻撃が発生した場合、ネットワークの帯域自体を圧迫する状況
よりもサーバの処理能力を越える状況を産み出している。
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(3)ネットワークにおける仮想化技術の進展
VLAN、ネットワークストレージ、VPN、オーバーレイネットワークなどの技術により、
ネットワークおよびネットワーク上のリソースの仮想化技術が進展し、リソースの物理的
配置に係らずネットワークに係るサービスを提供できる環境が整いつつある。
(4)ユビキタス化の進展
デジタルテレビ・DVD レコーダのネットワーク接続、IC カード利用の一般化、電子タ
グによる商品管理など、あらゆる物がネットワークに接続されるユビキタス化が進展して
いる。
具体的には以下の傾向がある。
・情報家電のネットワーク化：

デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、プリン

タ、デジタルカメラなどをはじめとして情報家電のネットワーク化が進んでいる。
・電子タグを含むセンサーネットワークの利用拡大：

電子タグや IC カードを含む

センサーネットワークが様々な場面で利用されている。
・携帯端末等端末の機能の多様化とパソコンとの融合： 携帯電話の機能は多様化し、
ネットワークを介してサーバにアクセス可能な携帯端末として機能するにようにな
り、パソコンと融合が進んでいる。携帯端末の機能は、インターネットアクセス、
GPS、ワンセグ、バーコードリーダ、カメラ、ラジオ等となっている。また、ユー
ザインタフェースもボタン型からタッチパネルインタフェース、キーボード型が拡
大するなどしている。
・様々な情報のネットワークを通じた取得： 多くのユーザが、ネットワークに接続
された機器からネットワークを介して、様々な情報を時間や場所の制約なしに取得
できるようになる。
ユビキタス化の情報セキュリティへの影響は、多くの情報通信機器がネットワークに接
続されることにより、それらの機器が攻撃にさらされる可能性が発生し、一般家庭の老若
男女を含む幅広い利用者にとって情報セキュリティが身近な問題となることである。その
ため、組込み機器における設計製造段階からの情報セキュリティの作りこみ、安全なユビ
キタス環境のアーキテクチャ、運用（利用）段階における脆弱性対応などを検討する必要
がある。
(5)無線技術の高度化と利用の拡大
WiMAX などの次世代無線サービス、FMC53・FMBC54、コグニティブ無線55・ソフトウ
53
54
55

Fixed Mobile Convergence。移動体通信と有線通信を融合した通信サービス
Fixed Mobile and Broadcast Convergence。FMC に放送を加えたもの
利用者の環境に応じて周波数や方式を変える通信技術
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ェア無線56、UWB57等様々な無線サービスや無線技術が進展している。
こうした無線技術の進歩の過程で、駅、公共施設等における無線 LAN サービスが拡大
しており、首都圏では JR や大手私鉄の主な駅でホットスポットが増加している。2009 年
4 月より、東海道山陽新幹線でも無線 LAN サービスが開始されている。
さらには、若者を中心に（ADSL や光回線を含む）固定電話回線を持たず、携帯電話の
みを持つ利用者が増大しており、これらの利用者はインターネットへのアクセスも携帯電
話のみから行っている。
無線技術の高度化と利用の拡大は、無線システムにおける情報セキュリティの問題が今
後重要となることを示している。2008 年の SCIS では、無線 LAN の WEP キーが短時間
で解読できるとの報告がなされたが、こうした無線システムの脆弱性の発見は利用の拡大
に伴い増加する可能性があり、今後の検討課題となっている。
(6)総括
企業においては、ネットワークの高速化・ブロードバンド化が進むとともに、ネットワ
ークの仮想化によりネットワークの物理的構成に依存しない様々なサービスの提供基盤が
整いつつある。
社会や一般家庭においては、ユビキタス化、携帯電話の用途拡大により、無線通信上の
IP 通信の利用が拡大するとともに、無線端末、および無線通信路における新しい情報セキ
ュリティ対策が必要となっている。

56

出力や周波数帯、変調方式等が異なる無線通信手段を 1 台の無線機のソフトウェアで対
応させる技術
57
Ultra Wide Band（超広帯域無線）
。データを 1GHz 程度の広い周波数帯で送受信する方式
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3.2.

情報セキュリティ技術の動向

3.2.1.情報セキュリティ技術の変遷
2000 年以降の情報セキュリティ技術の変遷に関して、社会、脅威、関連政策との対照に
おいて概括的に流れを整理すると、図 3-1 のようになる。

IT革命（インターネット利用によるビジネス変革）

関連する
社会の動向

中央省庁
ホームページ
改ざん事件

脅威の流れ

官公庁サイト攻撃
脆弱性悪用型ウ
イルス（Nimda） 登
場

Webサーバの脆
弱性をついた攻
撃が頻発

■電子署名法
施行
■CRYPTREC
開始
■内閣官房情
報セキュリティ対
策推進室設置

■ITセキュリティ
評価・認証制度
開始
■電子政府の
情報セキュリティ
確保のためのアク
ションプラン策定
(IT戦略本部)

■ISMS創設
■内閣官房緊
急対応支援チー
ムNIRT設置

ネットワーク ハニーポット、IDS、 VPN
セキュリティ FW、ウィルス対策
脆弱性スキャナ
システム
技術の セキュリティ

動向

IPS
暗号化メール

■情報セキュリティ
総合戦略策定
■情報セキュリティ
監査制度開始
■情報セキュリティ
管理基準・監査
基準策定
■インターネット安
全教室開始

メールフィ
ルタリング

認証

ICカード
PKI

指紋認証

暗号

暗号、ハッシュ
関数

誘導型攻
撃の出現

Winny等を介し
た情報漏洩多
発
標的型攻撃が
本格化

■ (NISC設置
■情報セキュリ
ティ政策会議設
置(IT戦略本部)
■情報セキュリ
ティガバナンス確
立支援事業
■フィッシング対
策協議会設立
■個人情報保護
法施行

■情報セキュリ
ティ早期警戒
パートナーシップ
開始

セキュアプロ
グラミング

トラステッド
ブート

■CHECK PC開
始
■第一次情報セ
キュリティ基本計
画（NISC)
■新世代情報セ
キュリティ研究開
発事業開始
■CCC設立
■いわゆるJ−
SOX施行

ボットネット検知

組込みセキュリティ

アンチスパム

■グローバル情
報セキュリティ戦
略策定
■ITサービス継
続ガイドライン策
定

ミクロとマクロ
の融合
脆弱性静
的解析

■情報セキュリ
ティガバナンス導
入ガイダンス策
定
■アウトソーシン
グに関する情報
セキュリティガイ
ダンス策定

■第二次情報セ
キュリティ基本計
画（NISC）

新世代ネット
ワーク

フォーマ
ルメソッド

制御システム
セキュリティ

クラウドセキュ
リティ

アンチフィッシング
リスクベース認証

暗号危殆化対策

リスクベース認証

軽量匿名暗号

インシデントへの対応技術の高度化・システム化

社会基盤としてのセキュアコンピューティングの 実現方式の研究
（科学研究費： 代表者米澤明憲） 2000年-2004年

金融危機による混迷
DNSキャッ
シュポイズ
ニングの出
現

攻撃手法の多様化と
攻撃者の潜伏の常態化

攻撃の経済事件化と
多種多様な情報漏えいの顕在化

ウェブフィ
統計的手法による
ルタリング
フィルタリング
虹彩認証
静脈認証
ワンタイムパスワード

インシデントへの対応技術の確立

代表的な
研究プロジェクト

フィッシング詐欺・ス
パイウエアが社会問
題化
SQLインジェクション
を突いた事件多発

定点観測システム、 検疫ネットワーク
未知ウイルス検知
IPトレースバック

耐タンパー
電子透かし

コンテンツ
セキュリティ

ボットによる大規
模被害が報告
政府・企業からの
情報漏洩多発

ソフトウェア脆弱性の顕在化と
脆弱性を突いたウイルスや
ワームの出現

攻撃情報の流通活発化と
被害の大規模化

政策の動向

グローバリゼーション（海外進出と世界標準への準拠・コンプライアンス）

Slammerにより
韓国インターネッ
トインフラが全面
停止

IDベース暗号

鍵管理

セキュリティバイデザイン

高セキュリティ機能を実現する次世代OS環境の開発（科学技術振興調整
費： 代表者加藤和彦） 2006年-2008年

セキュリティ情報の分析と共有システムの開発
（科学技術振興調整費： 代表者徳田英幸） 2004年-2006年
アジア太平洋地域インターネット防護体制の確立
（科学技術振興調整費： 代表者山口英） 2002年-2004年

組込みシステム向けセキュリティ技術研究（科学技術振興調整費： 代表
者柴山悦哉） 2006年-2008年
新世代情報セキュリティ研究開発事業（METI 2004年−）

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 3-1 2000 年以降の情報セキュリティ技術の変遷
2000 年以降の情報セキュリティ技術の開発は、
「インシデントへの対応技術の確立」、
「インシデントへの対応技術の高度化・システム化」、
「セキュリティバイデザイン（セキ
ュリティの作りこみ）
」の 3 つのフェーズに分けることができる。
(1)インシデントへの対応技術の確立
2000 年から 2003 年頃までは、
インシデント対応技術の確立が重視された時期であった。
2000 年以前に、IDS（Intrusion Detection System）
、ファイアウォール、ウイルス対策
ソフト、ハニーポット、PKI、暗号、認証等の基本的技術は出揃っていたが、2000 年の省
庁ホームページ改ざん事件や、その後数年にわたる脆弱性悪用型ウイルスである Nimda、
Blaster、Slammer 等の大規模発生の頻発により、結果的にそれらが汎用的な製品として
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普及し、情報セキュリティ対策の現場に展開された。現場への展開により、ウイルス対策
ソフトのパターンファイルの自動更新に代表される運用支援技術が確立され、製品として
の品質と機能が確立された。
(2)インシデントへの対応技術の高度化・システム化
2004 年頃から 2007 年頃の期間においては、個人情報を中心として情報漏えい問題に関
する社会的関心が高まり、対策も進むこととなった。この時期の特徴として、特にピアツ
ーピア型のファイル共有ソフトの脆弱性を突くファイルをネット上に流出させる Antinny
等の暴露ウイルスによる情報漏えい被害、および SQL インジェクショ等のウェブアプリ
ケーションの脆弱性を突く攻撃により情報を盗み取られる被害の頻発が注目を集めた。
Antinny による情報漏えい対策に対しては、セキュア OS 等の抜本的な対策が検討され開
発が進められた。ウェブアプリケーションの脆弱性に対しては、第三者の専門家による脆
弱性検査サービスの利用が拡大するとともに、セキュアなウェブアプリケーションの構築
方法に関するガイドラインの策定や普及啓発の努力が進められた。この時期は、2003 年ま
でに確立された技術をベースに、この時期に発生した脅威に対応するための技術が開発さ
れ、インシデントへの対応技術の高度化・システム化への取組みがなされた。
(3)セキュリティバイデザイン（セキュリティの作りこみ）
2007 年以降は、ネットワーク攻撃がはっきりと経済的利得の目的によるものへの移行が
進んだ。アンダーグラウンドで攻撃手法やボットネット、さらには不正入手した情報の流
通の仕組みが形成され、攻撃手法の多様化と複雑化、攻撃の高度化、悪質化、見えない化、
頻発化、迅速化（いわゆるゼロデイ攻撃等）が進んだ。
その結果、個別の攻撃手法に対する対応技術の開発による対策の限界が指摘されるよう
になった。そのため、情報システムやネットワークの企画設計段階からセキュリティを作
りこむ概念であるセキュリティバイデザインが注目を集めるようになった。セキュリティ
バイデザインの概念は、非常に幅広く、ネットワーク自体に脆弱性が混入しないセキュア
ネットワーク、セキュアな情報システム設計手法、セキュアプログラミング、セキュアな
運用のための技術等が全て含まれる。
また、攻撃や侵入を防ぐことだけでなく、データそのものを守る対策手段も提供される
ようになっている。一つは暗号化技術の利用が拡大しているがことが挙げられる。また、
ファイルや情報の動きを検知して流出を防止する技術や、シンクライアント等のクライア
ントに重用情報を保管することを不可能とすることにより機密性を担保する技術が普及す
るようになってきている。これらは外部からの攻撃のみならず内部犯罪や従業員の操作ミ
ス等による情報流出に対する技術としても注目を集めている。
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3.3.今後注目される情報セキュリティ技術
3.1 では IT の動向を俯瞰し、情報セキュリティとの関係を整理した。3.2 では、情報セ
キュリティ技術の変遷を整理した。以下ではそれらをもとに、今後の情報セキュリティ技
術の動向を述べる。

3.3.1.仮想化、クラウド
ASP、SaaS、仮想化、クラウドの進展により、新たなセキュリティ対策市場が登場する
とともに、クライアントにおけるセキュリティ対策の重要性は低下せず、クライアントセ
キュリティ市場は安定化する。
今後の仮想化、クラウドに伴う情報セキュリティ技術の方向性は図 3-2の通り。

仮説

仮想化と大規模データセンター技術を背景として急速に進展拡大するクラウドコンピューティングは、ITセキュリティにも大きな変化
とパラダイムシフトを起こさせる可能性が強く、継続的な注視と研究が必要である。
1.新たなセキュリティ対策市場の出現（仮想化・クラウド環境対応のセキュリティツールや従来型ツールの仮想版等）
2.クラウド環境に対応したセキュリティソリューションの構築･サポートサービス等の新付加価値ビジネス

分散環境に固有のセキュリティ
・グリッド技術のセキュリティ
・フェイルオーバーのセキュリティ
・分散ストレージのセキュリティ
・分散ネットワークのセキュリティ

仮想化環境に固有のセキュリティ
・ハイパーバイザーのセキュリティ
・仮想化OSのセキュリティ
・仮想ストレージのセキュリティ
・仮想アプリのセキュリティ

パブリッククラウドの
特徴

分散
ネットワーク

分散ストレージ
仮想型セキュリティツール
・仮想UTMアプライアンス
・仮想ファイアウォール
・仮想フィルタリングアプライア
ンス

分散データ
センター

仮想化サーバ群

クラウドコンピューティングサービス

SaaS
SaaS
SaaS
SaaS

・コンピュータをサー
ビスとして利用
・オンデマンド
・スケーラブル
・自由なアクセス

PaaS
PaaS
PaaS
PaaS

IaaS
IaaS
IaaS
IaaS

インターネット
インターネット

クラウド利用のためのセキュリ
ティソリューション構築サービス
・セキュアマイグレーション
・セキュアマッシュアップ
・セキュアローカルバックアップ等

クライアントセキュリティ
・従来型端末への従来型対策
・スマートフォンその他の新タイ
プのクライアントのセキュリ
ティ対策市場の出現

（いつでもどこでも）

・従量課金

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 3-2 仮想化、クラウドに伴う情報セキュリティ技術の方向性
サーバにおいては、ASP・SaaS 事業者のセキュアプログラミング、セキュアシステム
構築、セキュリティ評価、モニタリング、緊急対応等が定着することが予想される。具体
的には、ASP・SaaS 事業者が構築する情報システムにおけるセキュリティ確保のために
は、セキュリティバイデザインのコンセプトの下、企画・設計・製造を進めることが重要
であり、その際に重要なツールとして、セキュアプログラミング、セキュアシステム構築
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（通信機器の設定による暗号化通信、IP-VPN、パケットフィルタリング等）が必須となる。
さらには、こうした情報システムの情報セキュリティ確保のためのモニタリングの手法は、
従来のデータセンタ事業者が信頼性確保のために実施していたモニタリングとは異なるも
のが導入されることになる。
また、仮想化により、ファイアウォール、DMZ、IDS／IPS、ワンタイムパスワード、
VPN 等のセキュリティ関連システムは構築方法が抜本的に変化することが想定される。具
体的には、こうした情報セキュリティ対策のためのソフトウェアが、クラウドとして提供
される場合、こうしたソフトウェアはクライアントサイト内に存在するのではなく、
ASP・SaaS 事業者の保有するサーバ内に存在することが想定される。
一方、クライアントにおいては、ウイルス対策ソフト、パーソナル FW、個人認証、フ
ィルタリング、アクセス管理等は、クラウドサービスの提供を受ける際には対応ソフトウ
ェアの搭載が必須となり、これらソフトウェアの市場規模はクラウド化による影響は特に
受けないものと推測される。

3.3.2.組込みセキュリティ
(1)組込み産業の動向
組込み産業とは、製品の中にコンピュータが組み込まれている製品の製造業を指す。従
来機械式構造で実現していた機能や制御を組込み型コンピュータで置き換えることにより、
小型化、高性能化、低コスト化等が実現できることから、機械製品の組込み化が急速に進
んでいる。高級車には 100 を超えるコンピュータが搭載されていると言われ、情報家電は
もとより、調理家電等もコンピュータ制御が一般化している。
図 3-3に示すように、組込み関連製造業は国内の GDP の 13%強を占め、製造業全体に
占める組込み関連製造業の割合は 61%強となる。組込み関連産業の生産額は年々増加して
おり、国内総生産に対する組込み関連製品の出荷額の比率も増加している。
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資料：2008 年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書−経営者および事業責任者向け調査より引用

図 3-3 平成 18 年の国内総生産（名目）に占める組込み関連産業の割合

資料：2008 年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書−経営者および事業責任者向け調査より引用

図 3-4 国内総生産額（名目）と組込み関連産業生産額の推移
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(2)組込みセキュリティの方向性
デジタル家電、RFID、IC カードなどがネットワークに接続され、組込み機器がネット
ワーク化されることにより新たなセキュリティ対策市場が出現することが想定される（図
3-5）
。
組込み機器と ネッ トワーク
から 成る 組込みシステム
においては、以下の技術
が重要と なる 。
・ユーザ認証
・TPMを 用いた機器認証
・データ 暗号化・秘匿化
・運用管理

インタ ーネッ ト
インタ ーネッ ト

資料：三菱総合研究所

図 3-5 組込みセキュリティの方向性
組込み製品に関連情報セキュリティ技術の方向性は以下が想定できる。
１）組込み製品における情報セキュリティ対策
情報家電等の組込み製品は、
今後ネットワークに接続され利用されることが前提となる。
こうした場合、組込み製品がネットワークを介した攻撃に対する情報セキュリティ対策が
必須となる。セキュアプログラミング、脆弱性検査、脆弱性管理対応等が重要となる。
２）組込み製品の組込みソフトウェアに係わる技術情報漏えい対策
組込みソフトウェアは、限られたコンピュータリソースを使いそれらのリソースを機械
語レベルで制御することにより性能を高めることに特徴があり、ソフトウェア製造上の
様々なノウハウが結集している。そのため、こうした組込みソフトウェアの技術情報漏え
いは絶対に防止すべきであり、耐タンパーハードウェア技術、耐タンパーソフトウェア技
術（リバースエンジニアリング防止技術、ソフトウェア難読化技術等）の確立が求められ
ている。

3.3.3.セキュリティと信頼性
(1)企業の業務中断の理由
経済産業省の「高度情報化社会における情報システム・ソフトウェアの信頼性およびセ
キュリティに関する研究会」資料によれば、企業の業務中断の理由を日米で比較した結果
は図 3-6の通りとなっている。日本に比較して、アメリカが際立って多い業務中断理由と
しては、自然災害、停電、人的ミス、サービスプロバイダの障害、テロ等による破壊行為、
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などが目立つ。

企業の業務中断の理由

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/shinrai_kenkyukai/2nd_shiryo5_sankou_data.pdf

資料：経済産業省「第２回高度情報化社会における情報システム・ソフトウェアの信頼性およびセキ
ュリティに関する研究会資料」情報システムの信頼性・セキュリティに関する参考データより引用

図 3-6 企業の業務中断の理由
一方、日本における企業の業務中断の理由としては、機器故障、ソフトウェア障害、通
信の故障、人的ミス、設備や施設の移転・移動、停電の次に情報セキュリティ侵害が挙げ
られている。機器故障、ソフトウェア障害、通信の故障、情報セキュリティ侵害は、率の
差はあるものの、日米ともに業務中断理由になる角度が高い要素といえる。これは、企業
が情報セキュリティ対策とともに、機器故障やソフトウェア障害等の信頼性確保対策に注
力して行く必要性を示している。
(2)セキュリティと信頼性の方向性
上記のデータが示唆するように、企業における情報システムは、
「信頼性確保」と「セキ
ュリティ確保」から「信頼性とセキュリティの確保」が重要となる。つまり、従来別々に
なされていた信頼性確保とセキュリティ確保が一体となって進められると想定される。具
体的には、設計製造時における信頼性とセキュリティの作りこみと運用時における信頼性
とセキュリティ確保の方向性がある。
設計製造時における信頼性とセキュリティの作りこみに際しては、信頼性プログラミン
グとセキュアプログラミングが融合されること、信頼性確保のためのテストとセキュリテ
ィ確保のためのテストが一体化してなされることが挙げられる。信頼性プログラミングと
セキュアプログラミングの融合とは、フォーマルメソッドによる仕様におけるバグや脆弱
性の除去、静的解析ツールによるバグや脆弱性の低減などを示す。信頼性確保のためのテ
ストとセキュリティ確保のためのテストの一体化とは、テスト項目に攻撃を想定した項目
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を挿入し、実際にそれらのテストを経て稼動に至る判断を行うことになると想定される。
運用時における信頼性とセキュリティ確保に際しては、IT がセキュリティその他の障害
要因に対して耐性があり、安定してサービスの継続的提供が可能になるようにしていく必
要がある。そのための概念として IT サービスマネジメントがあり、その規範となるもの
として、イギリス政府が策定した、コンピュータシステムの運用・管理業務に関する体系
的なガイドラインである ITIL(IT Infrastructure Library)がある。この考え方をベースに、
ISO20000 という IT サービスマネジメントの国際規格も制定されている。さらにこれをマ
ネジメントシステムとして確立させる ITSMS も JIPDEC による認証の運用が開始されて
いる。このような体系をベースとして、セキュアでかつ信頼性の高い運用技術の確立を挙
げることが必要である。
図 3-7に描かれるように、設計開発段階と運用保守段階の両フェーズにおいて、セキュリ
ティと信頼性をともに確保するための取組みがますます重要になるといえる。

重要インフラ・企業
ITILを ベースとしたセキュ
アでかつ信頼性の高い運
用

セキュアで かつ信頼性の
高いシステム開発体制や
環境

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 3-7 セキュリティと信頼性の方向性

3.3.4.入退出管理等の物理セキュリティ
(1)オフィス環境における物理セキュリティソリューション市場規模と中期予測
ミック経済研究所によると58、オフィスにおける物理セキュリティ市場は、2008 年度は
1,457 億円強であり、2013 年度には 2079 億円に拡大するとのことである。また、その内
訳は、物品持ち出し管理、監視センサ、映像監視システム、IC カード管理システム、共連
れ検出システム、セキュリティゲート、生体認証入退室管理、IC カード入退室管理となっ
ており、IC カード、暗号化、PKI、生体認証等の情報セキュリティ関連技術が利用されて
いることが伺える。

58

「物理セキュリティソリューション市場、2013 年度には 2,079 億円へ」
http://japan.internet.com/wmnews/20090318/9.html 参照
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(2)物理セキュリティと情報セキュリティの融合の方向性
物理セキュリティと情報セキュリティは、以下の 2 点で融合する（図 3-8参照）
。
1)情報セキュリティ対策の一環として、物理セキュリティ対策が実行される
情報を守るためには、様々な場面で情報セキュリティ対策の一環として物理セキュリテ
ィ対策が実行されることになる。例えば、サーバルームへの入退室管理を行わなければ、
サーバのディスク装置の破壊や盗難を防ぐことはできない。
2)物理セキュリティ対策に、情報セキュリティ技術を用いる
上記(1)に示したように、現在の物理セキュリティ対策には、IC カード、暗号化、PKI、
生体認証等の情報セキュリティ技術が用いられている。今後も、物理セキュリティ対策に
情報セキュリティ技術を用いる傾向は進むと考えられる。システムの効率向上のために、
軽量暗号や軽量認証等の技術が必要となる。システムの安全性を向上するためには、IC カ
ード等物理デバイスが破壊や改ざんされないためにハードウェアの耐タンパー性技術、利
用者を管理するデータベースの改ざんを防ぐためのデータベースの脆弱性検査技術、一回
のみのパスワードにより入退室管理を行うためのワンタイムパスワード等の導入が必要と
なる。
・情報セキュリ テ ィ対策の一環とし て 、物
理セキュリ ティ対策が実行さ れる
・物理セキュリ テ ィ対策に、情報セキュリ
テ ィ技術を用いる

情報セキュリ テ ィ対策と 物理セキュリ テ ィ対策は一体化する

重要情報

資料：各種資料を元に、本調査にて作成

図 3-8 物理セキュリティと情報セキュリティの融合の方向性

3.3.5.情報の信憑性の担保
現在、インターネット上の情報は玉石混交の状況にあり、インターネットを今後も重要
な情報源として利用していくためには情報の信憑性を担保する技術が求められている。
(1)関連動向
(a)国立情報学研究所（NII）の研究
NII は、サイトの信頼性（信憑性）の基本構造を発表し、情報の内容とともに付加情報
の重要性を指摘している。特に、EC サイトに関しては、詐欺等が横行することもあり、
EC サイトの危うさを推定することにより、EC サイトの情報の信憑性を担保する試みを行
っている（図 3-9参照）
。
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資料：http://www.nii.ac.jp/userimg/openhouse/presentation/sonehara.pdf より引用

図 3-9 NII による EC サイトの危うさの推定
図 3-9においては、EC サイトの危うさは、ウェブサイト自身の実在性、ウェブサイト
に掲載されている電話や住所の実在性および真正性、掲載第三者機関による評価がポイン
トとなることを示している。
(b)独立行政法人情報通信研究機構（NICT）の研究
NICT は、2007 年より 2010 年までの計画で、
「電気通信サービスにおける情報信憑性
検証技術に関する研究開発」を進めている。高い情報リテラシや分析能力を持たない利用
者が適切に情報を評価し、その信憑性を判断できるように支援する技術を創出することを
目的として、利用者の着目するテキスト情報に対し、その根拠情報や矛盾・対立情報など
の周辺情報およびそれらの時間的な変遷を統合的に閲覧可能とするシステムを開発してい
る。
研究の全体イメージは、図 3-10の通りである。
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資料：http://www2.nict.go.jp/q/q265/s802/hyoka/h20mid/121i/121i_h20_mid_seika.pdf より引用

図 3-10 「電気通信サービスにおける情報信憑性検証技術に関する研究開発」の全体像
2008 年度成果概要書によると、現在までの成果は、システムのユーザインタフェース設
計、Web 上のテキスト情報間の論理的関係の解析技術の開発（事象オントロジー、上位会
関係 DB、言論マップ、言論マップ生成システム）
、Web 上のテキスト情報の要約・整理
（意見分析エンジン、要約文書作成エンジン）
、時系列分析技術の開発（時系列変化分析エ
ンジン、伝播フェーズ判定エンジン）となっている。
(c)サーチエンジンにおける動向
サーチエンジンにおいては、各ウェブページのランキング（ページランク）を評価する
アルゴリズム（ページランク アルゴリズム）にて、情報の信憑性技術が実装されている。
Google のページランクアルゴリズムは有名であり59、概要は以下の通りである。
・ 注目に値するページは、逆リンク数が多い。
・ 逆リンク数の多いページからリンクされているページは、価値が高い。
したがって、ウェブページの信憑性は、逆リンク数をベースとして逆リンク先の評価を
逆リンク数に反映させるアルゴリズムとなっている。
(2)今後の方向性
情報の信憑性を担保するための技術は今後も発展が望まれる。現在は、ウェブページに
59

“Method for node ranking in a linked”,
http://www.google.com/patents?id=cJUIAAAAEBAJ&dq=6285999
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関しては、サーチエンジンによる評価が一般的な評価として定着しつつあるが、NII の研
究はサーチエンジンによる評価では評価自体が困難な部分に焦点を当てている。サーチエ
ンジンにおいては、EC サイトで詐欺行為等の悪質的な行為が頻発しても、当該 EC サイ
トのページランクを下げることは難しいと考えられる。こうした場合に、EC サイトの特
性に沿った NII の提案が有効である。
今後は、情報の信憑性技術に関して以下の方向性が考えられる。
1) NII の EC サイトにおける評価法のように、情報の特性に合致した技術の開発
2) リアル世界における情報の評価を随時取り入れることが可能となる技術の開発や
システムの構築
3) サーバ証明書等によるウェブサイトの存在証明を応用した個々の情報の第三者に
よる証明を行う技術基盤の開発
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3.4.

情報セキュリティ技術の標準化の動向

3.4.1.国際標準化に関わる組織の全体像
図 3-11に情報セキュリティの国際標準化に関わる組織の全体像を示す。

資料：IPA 情報セキュリティ白書 2009 より引用

図 3-11 関連する機関の関係図
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 全 般 に 関 わ る 国 際 標 準 機 関 と し て は ､ IEEE( Thelnstituteof
Electricaland Electronics Engineers,Inc.) や ISO( International Organization for
Standardization: 国 際 標 準 化 機 構 ) ､ ISO と IEC( International Electro-technical
Commission: 国 際 電 気 標 準 会 議 ) の 合 同 技 術 委 員 会 で あ る ISO/IEC JTC1 60 ､
ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization
Sector: 国際電気通信連合 電気通信標準化部門)などが挙げられる｡これらの機関では､
傘下の複数の SC(Sub-Committee)または､SG(Sub-Group)に分かれて審議を行っており､
関連する SC/SG は相互にリエゾン(協力)関係を結んで､関連する標準の間の矛盾の防止に
努めている｡
この他には、以下が代表的な標準化機関である。
・ISO/TC68 SC7（プライバシ影響評価）
・ISO/IEC JTC1 SC17(IC カード)
60

詳細は、IPA 情報セキュリティ白書 2009 を参照のこと。
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・IETF(Internet Engineering Task Force)（インターネット関連の技術に関する標準
化）
・3GPP(Third Generation partnership Project)/3GPP2（第三世代の携帯電話に関す
る標準化）
・TCG(Trusted Computing Group)（信頼できるコンピューティング環境に関するセ
キュリティ技術）

3.4.2.ISO/lECJTC1 SC27 での標準化動向61
ISO/IEC JTC1 SC27 は汎用的な情報セキュリティの要素、管理システム、およびサー
ビス技術の標準化を担当している｡SC27 には､WG1 から WG5 までの 5 つの WG が設置さ
れている｡5 つの WG のうち、WG4 および WG5 は、2007 年に WGl、WG2 および WG3
の一部を引き継ぐ形式で発足した新しい WG である｡各 WG の業務概要と 2008 年以降の
注目すべき動向を以下に示す｡
・WG1：ISMS に関する 27000 シリーズやそれに関連する標準化
GMITS(The

Guidelines

for

the

Management

of

IT

Security)

ま た は

MICTS(Management of ICT Security)と呼ばれていた規格が､27000 シリーズの中に
再編されて ISO/IEC27005(Information security risk management)として発行され
た｡さらには、27003(ISMS implementation guidance：情報セキュリティマネジメン
トシステムのための実施の手引き)および 27004(Measurement:測定)が､FCD(Final
Committee Draft)となった。
・WG2：種々の暗号アルゴリズムや暗号プロトコルを含む暗号メカニズムの標準化
TCG が標準化した TPM (Trusted Platform Module)に関する仕様が､デファクト標準
での実績に基づき PAS(Publicly Available Specification)として標準化を目指して提案
されている。
・WG3：情報セキュリティシステムのセキュリティ評価および認証や暗号モジュールの
試験および認証などの情報セキュリティ評価や脆弱情報開示に関する標準化
近年バイオメドノクス関係のセキュリティ評価､脆弱性情報に関するインターフェー
ス(脆弱性の発見者､脆弱性を修正すべき組織間等の情報のやりとり)や暗号プロトコ
ルの仕様検証へと検討の範囲が広がってきている｡
・WG4：セキュリティコントロールに関する標準である 27030 シリーズの作成
災害復旧や事業継続性についての関心の高まりに応えて､27031”ICT Readiness for
business continuity”が標準化されつつある。アウトソーシングに関連した標準やデジ
タルフォレンジクスに関する標準が新規案件として検討されている。
・WG5：アイデンティティ管理とプライバシフレームワークなどの標準化
アイデンティティ管理関連では､その全体的なフレームワークと､アクセス管理について
61

詳細は、IPA 情報セキュリティ白書 2009 を参照のこと。
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のフレームワークについて標準化作業が行われている。
プライバシ技術関連では､その全
体的なフレームワ､プライバシ･リファレンス･アーキテクチャについての標準化作業が
行われている。

3.4.3.ISO/TC685C2 における標準化動向62
ISO/TC68 は､金融業務に利用される情報通信技術､情報セキュリティ技術等に関する
国際標準化を担当している。SC2 において情報セキュリティを扱っている。
SC2 では、暗号アルゴリズムの移行に関する推奨対応策を取りまとめた技術報告書
(TR:Technical Report)の作成を行っている｡この TR では､ISO/IEC JTC1 SC27 が作成
した国際標準において規定されている暗号アルゴリズムを参照したうえで､金融サービ
ス向けに推奨される暗号アルゴリズムとその使用推奨期間を示す内容となっており､共
通鍵暗号、ハッシュ関数、メッセージ認証子、公開鍵暗号についてそれぞれの推奨使用
方法等が記述されている｡

3.4.4.IETF における動向
IETF は、インターネット関連の技術に関する標準化活動を実施している国際的な標準
化団体である。標準化文書は、RFC（Request for Comments）と呼ばれ、様々な技術標
準は RFCXXX（XXX は標準化の順番を示す数値）で示される。情報セキュリティ関連の
標準化も行っており、その中から近年の注目すべき活動を以下に挙げる。
(1)Syslog63
Syslog は、ネットワークのロギングのためのプロトコルおよびロギングのフォーマット
を指す。Syslog は、コンピュータシステムの管理とセキュリティの監視を目的として使わ
れることが一般的となっている。
従来 Syslog の標準は RFC 3164, “The BSD syslog Protocol”であったが、暗号化が規定
されていないことで盗聴は極めて容易である、認証がないため偽のログメッセージを簡単
に挿入できる、信頼性を保障していないため重要なログの欠落を知ることも防ぐこともで
きないという問題点を抱えていた。そのために、現在は、Syslog の標準化に関して、以下
の RFC の標準化が進められている。
・メッセージフォーマットを策定する本体部分（RFC5424、2009 年 3 月発行）
・UDP（User Datagram Protocol）にて送受信するプロトコル部分（RFC5426、2009
年 3 月発行）
・TCP による信頼性を前提としたプロトコル部分（RFC5425、2009 年 3 月発行）
62

詳細は、IPA 情報セキュリティ白書 2009 を参照のこと。
詳細は、IPA 情報セキュリティ技術動向調査 タスクグループ報告書（2008 年下期）
、
http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/tech1-tg/documents/tech-1-2008b005.pdf 参照のこと。
63
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・複数の受信者に Syslog メッセージを振り分ける際の署名部分（議論中）
(2)DNSSEC64
DNS（Domain Name Server）とは、IP アドレスとドメイン名の対応づけを管理する
ためのインターネット上の分散型データベースシステムである。DNS の欠点は、リクエス
トに対する応答が暗号化されていないことにより、攻撃者がドメイン名と IP アドレスの
対応を本来の情報とは違うものにして、 特定のサイトへ到達できなくしたり、 攻撃者が
コントロールする別のサイトへ誘導したりすることが可能となることである。
そのため、DNSSEC と呼ばれるプロトコルが提案された。ポイントは、DNSSEC にお
いてはドメイン登録情報にデジタル署名を付加することにより、応答レコードが改ざんさ
れていないことを保証するものである。
現在は、以下の 3 つの RFC により DNSSEC が規定されている。
・RFC 4033, “DNS Security Introduction and Requirements”
・RFC 4034, “Resource Records for DNS Security Extensions”
・RFC 4035, “Protocol Modifications for the DNS Security Extensions”
(3)IPsec65
IPsec は、IP（Internet Protocol）にセキュリティ機能を追加するためのプロトコルス
イートである。IPsec は、ESP（Encapsulating Security Protocol：データの暗号化とメ
ッセージ認証）
、AH（Authentication Header：メッセージ認証）
、IKE（Internet Key
Exchange：暗号化やメッセージ認証に必要な共通鍵の交換）の 3 つのプロトコルから成
る。現在、IETF では IPsec に関して、以下の 3 つの WG で検討が行われている。
・ IPSECME WG
IPsec に関する仕様の明確化や改良、機能追加を議論するためのものである。
・ MSEC WG
ユニキャストにしか対応していない現在の IPsec/IKEv2 に対して、マルチキャストへの
対応を議論している。RFC 4082 および RFC 4359 では、公開鍵ベースのマルチキャ
ストプロトコルを規定した。
・ BTNS WG
既存の IPsec では相手認証のための設定が煩雑であるため、相手認証をせずに、通信を
保護するための仕組みを検討し、RFC 化した（RFC5387）
。

64

詳細は、IPA 情報セキュリティ技術動向調査 タスクグループ報告書（2008
http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/tech1-tg/documents/tech-1-2008b005.pdf
65
詳細は、IPA 情報セキュリティ技術動向調査 タスクグループ報告書（2008
http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/tech1-tg/documents/tech-1-2008b005.pdf

年下期）
、
参照のこと。
年下期）
、
参照のこと。
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3.5.標準化と情報セキュリティ産業
情報セキュリティ産業の製品ベンダにとって、デファクトスタンダードを獲得するため
に、ISO、IETF 等における国際標準化を行うことが必要となっている。
例えば、インターネット上で稼動するシステムに関しては、IETF における RFC 作成に
より広く技術が利用されるようになる。上記の Syslog、DNSSEC、IPSEC の何れもサー
バまたはルータ等の通信機器に実装される技術であり、相互接続性の観点から標準化が必
要であり、標準化の過程で各製品ベンダの実装技術が評価されることになる。個人参加が
原則の IETF においては、製品ベンダ単独での RFC 化は困難であり、IETF 内での賛同者
を増やしていくアプローチを地道に行うことが求められる。
ISO は、国の代表がそれぞれの国の威信をかけて標準化を行っている。
ISO においても、
ISO 内で賛同者を増やしていくことは必要であるが、国内での意見とりまとめが必要であ
り、IETF に比して段階的なアプローチが求められる。こうした点から、ISO は IETF に
比して標準化に要する期間は長くなる。標準化領域は、IETF とはすみ分けが進んでおり、
インターネット関連の通信およびアプリケーション領域は IETF であり、その上位のサー
ビスなどの標準化に焦点が当てられている。
ITU は、国連機関であること、電気通信サービスに関係する標準化を行うことに特色が
ある。国連機関であることから標準化までの手続きは複雑であり、ISO と同程度の標準化
までの期間が必要とされる。また、情報セキュリティに関しては ISO IEC JTC1 SC27 と
の連携が進んでいる。
今後、製品ベンダは、自らの製品の国際戦略の一環として標準化を行うことが必要であ
り、製品の国際性を念頭に置き、国際標準化の必要性を冷静に判断し、国際標準化が必要
な場合、国際標準化機関の特徴を客観的に評価したうえで、標準化すべき技術内容をかん
がみて、国際標準化戦略を立てることが重要となる。
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4.まとめ
日本の情報セキュリティ産業と情報セキュリティ政策に関してまとめる。

4.1.日本の情報セキュリティ産業と情報セキュリティ政策
日本の情報セキュリティ産業の特徴は以下の通り（1.1 参照）
。
1) 世界全体における日本の市場規模は約 13%である
2) 日本と他国を比較した場合、機能構造には大きな差はないが、製品のシェアに関して
米国製品のシェアが高い
3) 日本においては、製品メーカからユーザに至るパスが複雑であり流通事業者とシステ
ムインテグレータの役割が大きい
4) 日本においては、大企業、中小企業、官公庁、個人により役割構造が異なる
日本の情報セキュリティ政策の特徴は以下の通り（2.1 参照）
。
1) 企業向け情報セキュリティ対策が充実している
2) 個人向け情報セキュリティ対策を様々な方法で展開している
3) 包括的な情報セキュリティ対策を推進している
4) 情報セキュリティ産業振興策が欠如している
5) 電子政府の情報セキュリティ対策の法制度が不備である
これらから、日本の情報セキュリティ産業は GDP 比に比して市場規模が小さいこと、
情報セキュリティ産業において製品メーカからユーザに至るパスが複雑であること、情報
セキュリティ産業振興施策が欠如していること、電子政府の情報セキュリティ対策の法制
度が不備であること等が代表的な特徴として挙げられる。

4.2.米欧韓の情報セキュリティ産業と情報セキュリティ政策
米国の情報セキュリティ産業の特徴は、以下の通り（1.2 および 2.2 参照）
。
1) 国内市場規模が大きく、世界全体における約 45%である
2) ビジネスエンジェルおよびベンチャキャピタル等豊富な企業育成資金とともに、公
的な研究開発が充実しており、基礎研究から市場化までの資金調達方法が豊富であ
る
3) 連邦政府の情報セキュリティ対策のための FIPS や SP800 シリーズの策定とそれら
を遵守するための制度の運用を通じて、情報セキュリティ産業に巨額の投資がなさ
れている
4) SBIR 等の公的な研究開発の成果を連邦政府が直ちに利用できる制度的仕組みが整
備されており、製品開発におけるデスバレーの克服に大きな役割を果たしている
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5) 情報セキュリティ分野を対象とした奨学金等の公的な人材育成策が充実しており、
企業が優秀な人材を確保できる
欧州や韓国においても、政府による情報セキュリティ確保のための研究開発とその利用
による情報セキュリティ産業の育成、および奨学金制度等が実施されている（3.3 および
3.4 参照）
。

4.3.今後の方向性
今後はコンピューティングパラダイムの変革とともに、クラウドコンピューティング、
組込みシステム、信頼性、信憑性などのキーワードが情報セキュリティ産業と関係するこ
とが予測される。
今後は新しい技術動向を念頭に置いた上で、政府の情報セキュリティ対策の向上に直接
貢献する研究開発等の投資の実現、それらの成果を政府自身が利用する仕組みの実装、こ
れらを通じた情報セキュリティ産業の活性化を踏まえた政策立案が重要である。また、情
報セキュリティ技術の領域での安全保障を視野に入れつつ、国内の情報セキュリティ産業
の活性化や国際競争力の確保に向けた政策対応のあり方や、それらを支える人材の確保・
育成策に関する検討も必要になろう。
以上
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