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電子政府・電子自治体の構築や活用が拡大するにつれ

て、セキュリティ対策の重要性が一層増してきている。セ

キュリティ対策の分野も、認証、暗号、ウイルス対策、サ

ービス不能攻撃、ファイヤウォールのほか、新たな法令ま

たは管理上のスキームの策定へと拡大してきている。たと

えば、ISO/IEC 13335、ISO/IEC 15408、ISO/IEC

17799、BS 15000、暗号技術評価、緊急時対応、セキュ

リティポリシーの策定と実効性確保、サイバーテロ対策、

重要インフラ保護、プライバシー保護などがある。

2002年は、各国におけるこのようなセキュリティ対

策が大きく前進した年となった。すなわち、米国では

「９.11」以降、情報セキュリティ関係の様々なガイドラ

インの改定が相次いだ。また欧州では、欧州連合（EU）

の情報社会構築戦略であるeEurope 2002が「成功」と

の評価を受けて、新たなeEurope 2005へと計画の改定

が行われる中で、セキュリティ対策はますます重要度を

高めることとなった。

そこで本稿では、2002年以降、米国と欧州で行われ

たセキュリティ対策を概観してみたい。セキュリティ対

策の範囲は、先に述べたように幅広いため、本稿では実

務上のガイドラインを中心に紹介していくこととする。

（１）概要

米連邦では2002年11月、「ホームランドセキュリティ

法」に基づき、新たに国土安全保障省が設置された。ま

た、ほぼ同時に、「サイバーセキュリティ研究開発法」

が成立し、2003年以降５年間で総額約９億ドルの予算

が措置されることとなった。この予算は、従来の予算の

４倍といわれ、米国がサイバーセキュリティに対して本

格的に取り組む契機となった。

このような中、これまで連邦政府で活用されてきた情

報セキュリティ関連のガイドラインが相次いで改定され

た（表１）。これらのガイドラインは、連邦機関におけ

る標準として、各機関に設置された首席情報官（CIO）

による活用の徹底が求められている。さらに今年２月に

は、「安全なサイバースペース実現のための国家戦略」

がまとめられた。そこで、以下では、それらの戦略や主

なガイドラインの概要を紹介する。

（２）安全なサイバースペース実現のための国家戦略

「安全なサイバースペース実現のための国家戦略」は、

サイバースペース向けの総合的なセキュリティ対策とし

て、2003年２月に大統領により承認されたものである。

同戦略は、国土防衛を目指した「ホームランドセキュリ

ティ実現のための国家戦略」（2002年７月）のサイバー

スペース版と位置づけられている。
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1. はじめに

2．米国におけるセキュリティ対策

�
名称� 改定�

IT セキュリティセルフアセスメントガイド� (SP 800-26) 2001/11
IT セキュリティ基礎的技術モデル� (SP 800-33) 2001/12
IT システムリスクマネジメントガイド� (SP 800-30) 2002/1
IT システムコンティンジェンシ計画ガイド� (SP 800-34) 2002/1
IT システム相互接続セキュリティガイド� (SP 800-47) 2002/9

2002/10連邦�IT システムセキュリティ認証および認定ガイドライン、ドラフト�
（Pub. 800-37）�

2003/5
　出所：米連邦資料より�

連邦情報および情報システムのセキュリティカテゴリ化標準�

表1 米連邦において改定された主なガイドライン（改定順）
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同戦略は、サイバースペースのセキュリティに関わる

５つの国家的な優先課題を定めている。第１は、「全国

的なサイバースペースセキュリティレスポンスシステ

ム」を構築することである。このシステムは、政府と民

間が協働して、サイバースペースのセキュリティに関す

る情報を探知・共有し、被害を最小限に抑えることを目

指している。

第２は、「全国的なサイバー

スペースセキュリティの脅威

と脆弱性を削減する施策」で

ある。この施策は、政府と民

間が協働して、脅威と脆弱性

を削減するベストプラクティ

スの共有、新たな技術の採用、

および、刑事司法のより活発

な活動を進めるものである。

第３は、「全国的なサイバー

スペースセキュリティの認知

と訓練の施策」である。この

施策は、政府、企業、大学、

民間利用者等におけるセキュ

リティ保護意識の高揚や人的

資源の高度化を目指すもので

ある。

第４は、「政府のサイバースペースの安全確保」であ

る。これは、政府がよりよい安全な技術の採用を進める

とともに、連邦政府と州政府等のセキュリティに関わる

連携を促進することを目指している。

最後は、「国家安全保障と国際的なサイバースペース

セキュリティの共同」である。これは、サイバースペー

スは世界的なものであることから、各国との連携した取

組みの推進を求めるものである。

これらの優先課題に取り組むため、同戦略は５つの課

題毎に合計で47の具体的な施策の実施をうたっている。

（３）ITシステムリスクマネジメントガイド

「ITシステムリスクマネジメントガイド」は、セキュ

リティ対策だけではなく、ITマネジメントにとって重

要なリスクマネジメントのあり方について、総合的なガ

イドを示している。同ガイドは、リスクマネジメントを、

リスクアセスメント、リスク削減、評価とアセスメント

の３段階に区分し、各段階における取組み方法について

詳細な説明を行っている（表２）。

（４）ITシステムコンティンジェンシ計画ガイド

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ

区分� ステップ�
１：システム特性の把握�
２：脅威の識別�
３：脆弱性の識別�
４：コントロールの分析�
５：確率の決定�
６：インパクトの分析�
７：リスクの決定�
８：コントロールの推挙�

リスクアセスメント�

９：文書化�
１：活動の優先度付け�
２：推挙されたコントロールの評価�
３：費用便益分析の実施�
４：コントロールの選択�
５：責任の分担�
６：セーフガード導入計画の開発�

リスク削減�

７：選択されたコントロールの実施�
評価とアセスメント� －�

　出所：� IT システムリスクマネジメントガイドより�

表2 ITシステムリスクマネジメントガイドの概要

図1 8つのコンティンジェンシ計画とその関連

出所：ITシステムコンティンジェンシ計画ガイドより
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「ITシステムコンティンジェンシ計画ガイド」は、リ

スクマネジメントと連携して、ITシステムの緊急時へ

の対応を適切に行い、業務継続性を高めることを目的と

したガイドである。同ガイドは、コンティンジェンシ計

画として８つの計画を策定し、目的に応じて適切に運用

していくことを求めている（図１）。

また、コンティンジェンシ計画策定におけるビジネス

インパクト分析（BIA）については、政府機関に適した手

法を具体的に説明し、分析テンプレートを付すなど詳細

な解説を行っている。さらに、デスクトップPCのほか、

サーバやウェブ、LANやWAN、分散システムや汎用機な

ど、IT資産の特性に応じた計画策定方法を示している。

（５）ITシステム相互接続セキュリティガイド

「ITシステム相互接続セキュリティガイド」は、政府

機関における情報システムの相互接続が増加してきてい

ることから、相互接続した機関間でセキュリティ対策の

責任ある実施を求めるものである。

同ガイドは、相互接続のライフサイクルマネジメント

実施の重要性を示し、相互接続する機関間のセキュリテ

ィ契約（ISA）や覚書（MOU/A）のサンプルを提示し

ている。ISAでは、「相互接続の要件」、「システムセキ

ュリティの考慮事項」「相互接続のトポロジの説明」等

について、具体的な条項を定めている。

（１）欧州連合におけるセキュリティ対策

欧州では、欧州連合（EU）域内における情報社会の

確立を目指したeEurope構想の進展に伴い、広域での

セキュリティ対策が進められてきた。eEuropeは、1999

年に作成された後、改定版のeEurope 2002が2000年に

公表された。eEurope 2002が終了した2002年5月には、

新たにeEurope 2005が策定された。

eEurope 2005では、グローバルな情報化社会における

競争力の向上に向けて、欧州連合における情報社会化の

施策は、普及の段階から実用化の段階に移ったとの認識

から、ブロードバンドの普及などと並んで、「セキュリテ

ィレベルの向上」が４つの重点的な課題の一つに取り上

げられた。具体的な施策としては、以下が定められた。

・サイバーセキュリティタスクフォースの設置・運営を

2003年までに行う

・「セキュリティ文化」を2005年末までに実現する

・公共サービスにおける機密情報交換のセキュアな通信

を2003年までに実現する

このうち、「セキュリティ文化」は、eEurope 2005の

策定に続いて６月に、欧州主導でOECDを通じて制定

された「情報システムとネットワークのセキュリティガ

イドライン－セキュリティ文化の普及に向けて」（本連

載第４回）においても取り入れられている。これは、セ

キュリティ対策において、政府が施策を進めるだけでは

なく、企業や市民を含めて高いセキュリティ意識を持つ

ことが重要になってきたことを示している。

さらに、テロリズムや戦争の勃発の中で、セキュリテ

ィ対策の重要度が増大したことから、欧州連合の欧州委

員会は2003年２月、欧州連合の外局として、新たに欧州

ネットワークおよび情報セキュリティ庁を設置した。こ

れは、加盟国のセキュリティ施策が個別に進められる結

果、欧州連合全体としてセキュリティ対策のレベルが不

十分となっているとの認識から、域内におけるセキュリ

ティレベルを全体的に高めることを狙ったものである。

（２）イギリスにおけるセキュリティ対策

欧州においては、イギリスが、古くからセキュリティ

対策のガイドラインの文書化を進め、各国の模範となっ

てきた。これらのガイドラインは、「e-Government戦

連 載 企 画�

名称� 版�
セキュリティフレームワーク� 4.0

登録および認証フレームワーク� 4.0

守秘フレームワーク� 3.0

信頼サービスフレームワーク� 3.0

ビジネスサービスフレームワーク� 2.0

ネットワーク防衛フレームワーク� 2.0

保証フレームワーク� 2.0

セキュリティアーキテクチャーフレームワーク� 2.0

　　出所：イギリス政府資料より�

表3 イギリスにおいて改定された主なガイドライン

3．欧州におけるセキュリティ対策



1092003 Vol.40 No.6

略フレームワーク政策およびガイドライン」と銘打った

シリーズとして構成されている（表３）。イギリスの政

府機関は、これらのガイドラインを必ず遵守しなければ

ならないとされている。

ガイドラインは、米国と同様、2002年に全面的な改

定が行われた。そこで以下に、主なガイドラインの内容

を紹介する。

①セキュリティフレームワーク

「セキュリティ」フレームワークは、セキュリティ関

連ガイドラインの総論を成すもので、６つの詳細なガイ

ドラインによって補佐されている（図２）。同書は、セ

キュリティ要件を定めるプロセスに対して、コモンクラ

イテリア（CC）で用いられている、プロテクションプ

ロファイル（PP）に基づいたアプローチを採用してい

る。すなわち、同書は、セキュリティ要件の定義に向け

て、まずセキュリティ環境を定義し、続いてセキュリテ

ィ対策方針を明らかにしている。

同書が最終的に定めたセキュリティ要件は、以下の通

り、13に区分されている（カッコ内は要件識別番号）。

各区分には、合計で29の詳細なセキュリティ要件が定

められている。

・効果的なユーザー識別と認証（OS1）

・効果的なユーザー登録（OS2）

・効果的なアクセスコントロール（OS3）

・効果的なユーザーアクセス管理（OS4）

・否認防止（OS5）

・受信の証拠（OS6）

・信頼できるコミットメントサービス（OS7）

・プライバシーと守秘（OS8）

・インテグリティ（OS9）

・サービス可用性（OS10）

・情報可用性（OS11）

・サービス防衛（OS12）

・効果的な監査およびアカウンティング（OS13）

「セキュリティ」フレームワークの下位にある6つの

詳細なガイドラインは、これらのセキュリティ要件を満

たすための具体的な対策をまとめている。

②登録と認証フレームワーク

「登録と認証」フレームワークは、セキュリティ要件

のうち、OS1からOS4を満たすガイドをまとめたもの

である。

政府機関の情報システムは、まず、登録と認証のそれ

ぞれで、セキュリティ要件上のレベルを設定することが

求められている。すなわち、レベル0（最小のダメージ）、

レベル１（マイナーなダメージ）、レベル２（重大なダ

メージ）、レベル３（根本的なダメージ）が定められて

いる。また、登録と認証に関わる14の主要なリスクが

識別され、各々のリスクについて３つから５つの対抗手

段が示されている。

③信頼サービスフレームワーク

「信頼サービス」フレームワークは、セキュリティ要

件のうち、OS5からOS7およびOS9を満たすガイドを

まとめたものである。

政府機関の情報システムは、「登録と認証」と同様に、

各々レベル0からレベル４のいずれかの設定を行うことを

求められている。その上で、各レベルに応じて、認証機

関（CA）の適切な利用が求められる。また、信頼サービ

スに関わる７つの主要なリスクが識別され、各々のリス

クについて２つから５つの対抗手段が示されている。

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ

電子政府（�E-government）戦略�
（�“E-citizen E-business E-government”）�

セキュリティフレームワーク�
（ハイレベルな電子政府サービスセキュリティ要件）�

セキュリティに関連しない�
電子政府関連文書�

登録と認証�
フレームワーク�

信頼サービス�
フレームワーク�

守秘�
フレームワーク�

ビジネスサービス�
フレームワーク�

ネットワーク防衛�
フレームワーク�

保証�
フレームワーク�

プロファイルとその他の導入関連詳細文書�
例：技術ガイド、�tScheme

出所：セキュリティフレームワークより�

図2 セキュリティフレームワークの文書構成
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④守秘フレームワーク

「守秘」フレームワークは、セキュリティ要件のうち、

OS8を満たすガイドをまとめたものである。

政府機関の情報システムは、セキュリティ要件上のレ

ベルを設定することが求められている。ただし、レベル

の内容は、「守秘」独自の内容となっている。すなわち、

レベル０（個人情報を一切含まないトランザクション）、

レベル１（最小の個人情報の保護）、レベル２（センシ

ティブな個人情報の保護）、レベル３（たいへんセンシ

ティブな個人情報の保護）が定められている。また、信

頼サービスに関わる６つの主要なリスクが識別され、

各々のリスクについて１つから４つの対抗手段が示され

ている。

⑤ビジネスサービスフレームワーク

「ビジネスサービス」フレームワークは、セキュリテ

ィ要件のうち、OS10、OS11およびOS13を満たすガイ

ドをまとめたものである。

政府機関の情報システムは、セキュリティ要件上のサ

ービスレベルを設定することが求められている。ただし、

レベルの内容は、「ビジネスサービス」独自の内容とな

っている。すなわち、レベル０（最小のダメージとなる

可能性のあるトランザクションの保護）、レベル1（マ

イナーなダメージとなる可能性のあるトランザクション

の保護）、レベル２（重大なダメージとなる可能性のあ

るトランザクションの保護）、レベル３（根本的なダメ

ージとなる可能性のあるトランザクションの保護）が定

められている。また、ビジネスサービスに関わる主要な

リスクが１つ識別され、それに対する11の対抗手段が

示されている。

⑥ネットワーク防衛フレームワーク

「ネットワーク防衛」フレームワークは、セキュリティ

要件のうち、OS12を満たすガイドをまとめたものである。

政府機関の情報システムは、「ビジネスサービス」フ

レームワークと同様に、セキュリティ要件上のレベルを

設定することが求められている。また、ネットワーク防

衛に関わる３つの主要なリスクが識別され、各々のリス

クについて２つから３つの対抗手段が示されている。

⑦保証フレームワーク

「保証」フレームワークは、特定のセキュリティ要件

を満たすものではなく、政府の情報システムにおけるセ

キュリティ要素導入における信頼を保証する方法を、ガ

イドとしてまとめたものである。これらは、イギリスの

BS7799の要件を満たすものであることが求められる。

保証の方法としては、自己保証と認定の２つがある。

保証の手続きとしては、システムリスクの決定（ステッ

プ1）、セキュリティ要件と対抗手段の決定（ステップ

２）、導入後レビュー（ステップ３）、導入後検査（ステ

ップ４）、保証のステータスのレビュー（ステップ５）

を実施することが定められている。ただし、自己保証は

ステップ１から２までを、また、認定はステップ１から

ステップ４までを行い、各々最後に認定者による認定

（ステップ５）を得なければならない。

本稿では、米連邦、欧州連合およびイギリスの電子政

府において遵守が求められている、セキュリティ対策の

基本戦略やガイドラインを概観してきた。これらのガイ

ドラインは、情報システムのライフサイクル（SDLC）

に応じて各機関で広く運用され、セキュリティ対策の実

効性を高めることに貢献してきている。

情報システムのセキュリティは、経年的に劣化するだ

けではなく、技術革新やハッキングの新たな手口の創造

によって急激に劣化する性質を持っている。そのような

セキュリティの劣化に対しては、これまで概観してきた

ガイドライン等を十分に理解し、成熟したセキュリティ

文化を持った人的資本と組織が有効な対抗手段となる。

日本の電子政府・電子自治体におけるセキュリティ対

策は、決して不十分なものではないが、より高度なセキ

ュリティ文化を獲得していく上でも、諸外国のベストプ

ラクティスに学ぶことが必要と考えられる。

連 載 企 画�

本連載へのご意見・ご感想は、弊誌編集部TEL:03-3507-0560、
またはE-mail:bcm@bcm.co.jpまでご連絡願います。

4．おわりに


