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米国におけるサイバーセキュリティ政策とベンチャー企業に関する動向
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1 はじめに
インターネットの発達とともにサイバーセキュリティの脅威も拡大の一途を辿ってきたが、近年のサイバー攻
撃は、技術、規模、手法の面で今までに類を見ないほど洗練されたものとなっており、その脅威は情報化社
会における最大の課題と言える。これまでのインターネットは、コンピューター同士のネットワークで人々の
生活とは切り離されたものであったが、スマートフォン、クラウド技術、情報家電などの発達により、サイバー
空間の脅威は、社会の脅威そのものになってきている。社会基盤を支える重要インフラやソーシャルメディ
アへの攻撃は深刻な被害をもたらすため、政府、企業、個人が今までにないほどの対応を迫られている。特
に米国では、連邦政府が執拗なサイバー攻撃にさらされているだけでなく、最先端技術を持つ企業は機密
情報の盗難への取り組みが必要となっている。このため、連邦政府機関では、常に新しいサイバーセキュリ
ティの技術開発が行われており、そこから生まれた技術は民間企業で活用されている。今号では、米国に
おけるサイバーセキュリティ政策についての取り組みと、次世代のサイバーセキュリティ技術を生み出すベ
ンチャー企業について紹介する。
まず、米国で起きた最近のサイバー攻撃の事例を取り上げ、攻撃の手法や規模などを分析する。近年、激
しさを増している重要インフラへのサイバー攻撃では、欧米の重要インフラへの攻撃を続けるハッカー集団
Dragonfly、米原子力規制委員会の職員が持つアカウント情報の盗難、JP モルガン・チェース銀行を含む
複数の金融機関へのサイバー攻撃を紹介する。また個人情報を狙った最近の事例では、Apple 社の
iCloud サービスから流出したハリウッド女優のプライベート情報、Google 社の 500 万件分の Gmail アカウ
ント流出などがある。連邦政府に対する中国からのサイバー攻撃では、中国サイバー軍のハッカーへの刑
事訴追や、連邦政府職員の人事情報がハッキングされた事例を取り上げる。
次に、連邦政府のサイバーセキュリティ政策について、予算案や重要インフラを対象としたサイバーセキュ
リティのガイドラインの民間セクターによる導入状況や導入促進の動きを検証すると同時に、サイバーセキ
ュリティ強化に対する取り組みを紹介する。具体的には、2015 年度大統領予算案でサイバー関連予算の
分析、首都ワシントン DC におけるサイバーキャンパスの創設、国立標準技術研究所（National Institute of
Standards and Technology：NIST）から発表されたフレームワークの導入における啓蒙活動やインセンテ
ィブの検討状況、重要インフラセクターの中でも通信や金融などの先行的な取り組みなどを解説する。さら
に、米軍によるサイバー空間での軍事行動を担当するサイバー軍の増強に関する動きに加え、連邦省庁の
調達活動におけるサイバーセキュリティ対応についても検証する。
更に次の章では、サイバーセキュリティに関するベンチャー企業や首都圏に形成されているクラスターの動
きを紹介する。世界的に、サイバーセキュリティ関連のベンチャー企業への投資が活発になってきている。
また、首都ワシントン D.C.周辺には、軍関係の施設や諜報機関が多いことから、近隣のバージニア州やメ
リーランド州にサイバーセキュリティ企業の集積地域が構築されている。これまで連邦政府がサイバーセキ
ュリティ技術のユーザーとなり、同分野でさまざまなイノベーションが生まれてきた。それを活かし、今後、民
間セクターでの技術の転用が見込まれ、新たな市場成長が期待されている。サイバーセキュリティ技術分
野で世界をリードする米国の動きは今後も注視するに値する。
最後に、これらの米国のサイバーセキュリティに関する状況を踏まえた上で、実際の在米日系企業のセキュ
リティ対策状況の最新の調査結果を紹介することで、今後の日系企業の取り組みの参考とする。
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2 近年のサイバーセキュリティ脅威
（1） 増加する重要インフラを狙ったサイバー攻撃
最近、米国におけるサイバーセキュリティをめぐる問題は、個人情報の盗難から、ライフラインと呼ばれる社
会インフラをターゲットにした大規模な事故に発展している。重要インフラへの攻撃は社会基盤そのものを
揺るがす被害をもたらすため、サイバー攻撃は米国社会にとって今まで以上の脅威となってきている。オバ
マ政権でサイバーセキュリティの特別補佐官を務める Michael Daniel 氏は、今すぐに重要インフラが破壊
されるようなことはないが、サイバーセキュリティの危険は確実に高まっており、重要インフラの中でも特に、
電力、金融、輸送機関、通信の 4 つは脅威にさらされている、と述べている1。
これら 4 つの重要インフラの中でも電力関連企業へのサイバー攻撃が最も激しいというデータが出ている。
国土安全保障省（Department of Homeland Security：DHS）が 2012 年 10 月から 2013 年 5 月の間に発
生した 200 件以上のサイバー攻撃について調査を行ったところ、54%がエネルギー分野への攻撃となって
おり、他の重要インフラよりもはるかに多い数字となっている。連邦政府は 2009 年頃からロシアや中国が
米国の電力網に対して偵察を行っていることを把握していたが、これは将来的なサイバー攻撃を準備する
ためのものではないかと考えている 2 。大手保険会社の Marsh 社は、「Securing Power, Utilities, and
Other Critical Infrastructure from Growing Cyber Risks」という報告書を発表し、とくに被害の多いセクタ
ーである電力施設向けのサイバーセキュリティの危険と対策について分析している3。専門家は、電力網へ
のサイバー攻撃で被害が生じた場合、施設の損失は売上損失、罰金、復旧及び対策改善にかかる費用な
ど数百万ドル規模にのぼると語っている。金銭的な損害規模が大きいインフラ向けのサイバー攻撃への対
応策の 1 つとして大型サイバーセキュリティ保険に注目が集まっており、大手保険会社の AIG、Marsh,
Lloyd’s of London グループなどが重要インフラに関連したサイバーセキュリティ保険商品を投入している。
例えば、英保険組合のメンバーである Aegis London 社では重要インフラのテクノロジーや資産を補償範
囲に加えた CyberResilience という保険商品を提供している4。以下に、重要インフラを狙ったサイバー攻
撃の具体的な事象を取り上げる。
a. ハッカー集団 “Dragonfly”
米国のコンピューター・セキュリティー会社、シマンテック（Symantec）社は、主に欧米諸国のエネルギー企
業 を標的 としたサイ バー攻 撃 を仕 掛けるハ ッ カー集 団に 関する 調査 内容を発 表 した 5 。同 社 により
Dragonfly（トンボ）と名付けられたハッカー集団は欧米の石油パイプライン、発電所、電力網を標的とした攻
撃を行っており、米国だけでなくスペインやフランスをはじめとしたヨーロッパ諸国にも被害が出ている。
Dragonfly は別名 Energetic Bear（活動的な熊）とも呼ばれており、標的の中には、電力網、発電所、石油
パイプラインなどの制御システムに加え、配電設備を生産している企業も含まれている。Dragonfly は、マ
ルウェアを駆使して数百のエネルギー関連企業に攻撃を行っており、集中制御システムに感染することでコ
ンピューター内部の情報を収集するだけでなく、発電作業やリアルタイム監視を妨害することが可能となっ
ている。少なくとも 2011 年には活動を開始していたことが確認されており、当初は、米国とカナダの航空シ
ステムや防衛システムを標的としていたが、2013 年から欧米諸国のエネルギー関係のインフラも標的にな
ってきている。ハッカー集団の活動時間や攻撃内容から活動拠点は東欧にあると見られており、ロシア政府
の関与が疑われている6。図表 1 は Dragonfly により実際に被害を受けた上位 10 ヶ国を示している。
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http://flashcritic.com/white-house-cyber-chief-future-cyber-attack-wipe-critical-infrastructure/
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図表 1：Dragonfly の被害を受けた上位 10 ヶ国

出典：Symantec Security Response7
b. 原子力規制委員会へのサイバー攻撃
米原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）は、2011 年から 3 年間にわたって、少な
くとも 3 回のハッキングの被害にあっていることがわかった。そのうちの 2 回は海外からの攻撃となっており、
3 回目は特定不可能な個人となっている。専門家は、ハッカーが取得した機密情報のうち原子力の監査に
関する情報だけでなく、原子力施設の破壊工作に利用できるものまで含まれている可能性があると述べて
いる8。ハッカーの手口は NRC の職員 215 人に、ログイン情報を盗み取るフィッシングサイトの URL を載
せたメールを送りつけるというものだった。メールには、クラウドベースのサービスである Google スプレッド
シートへの URL の説明が書かれたリンクが記載されており、アクセスして職員のユーザーアカウントへのロ
グイン情報を入力する仕組みとなっていた。セキュリティ企業の専門家は、このような特定の組織や人間を
ターゲットにして、なりますしサイトなどへ誘導するスピアフィッシング（Spearphishing）は、従来の端末保護
のためのセキュリティソフトウェアやファイアウォールでは検出することができないため、防ぐことが難しいと
述べている9。
c. JP モルガン・チェースなど金融機関へのサイバー攻撃
2014 年 8 月、JP モルガンを含む少なくとも 5 銀行が、金融機関を狙った組織的なサイバー攻撃を受けたと
の発表がなされた。この攻撃により流出したデータは数ギガバイトにのぼっており、データの中には従業員
や顧客のデータが含まれていることから、重大な金融詐欺につながる可能性が懸念されている。また、ロシ
アのハッカーにより、ウクライナ問題におけるロシアへの制裁決議に賛成した国の金融機関への報復として、
JP モルガン・チェースと少なくとも他の 1 銀行10が攻撃を受けた可能性があると見られている。連邦捜査局
（Federal Bureau of Investigation：FBI）により捜査が行われたが、報復措置の攻撃の根拠となる証拠は
見つかっていない11。Keith Alexander 前 NSA 長官もこの問題に対して、今回の攻撃はロシア政府が背後
7
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にいる可能性があり、ウクライナ問題の制裁決議への報復と、今後米国の金融機関に対して破壊的な攻撃
を行うことができるという、ハッカーからのメッセージの可能性があると述べている 12。金融機関は毎日のよ
うに攻撃を受けており、同じグループが過去に他の金融機関にも攻撃をしたと見られている。調査を行って
いる担当者の 1 人は、今回の JP モルガン・チェースの攻撃が他の金融機関への攻撃と合致する初めてケ
ースではないかと考えている。調査が進むにつれてサイバー攻撃の脅威を取り除くことができるのではない
かと期待が寄せられている13。

（2） 個人情報を狙ったサイバー攻撃
個人情報を狙ったサイバー攻撃の多様化が進んできており、サイバーセキュリティへの対応が進んでいる
企業であっても被害が出ている。Apple 社では、クラウドサービス上の脆弱性を利用した不正アクセスによ
り、ハリウッドのセレブ達のプライベート写真がソーシャルメディア上に流出して被害を受けている。Google
社では、同社の Gmail のアカウント情報が大量に流出し、パスワードの変更を迫られるユーザーも出てきて
いる。サイバーセキュリティの認識が広まってきたことにより、個人と企業の両方で対応が進んできているも
のの、サイバー攻撃の手法も多様化が進んでいる。以下に、最近起きた個人情報を狙ったサイバー攻撃の
事例を取り上げる。
a. iCloud へのハッキングによるハリウッド女優のプライベート写真流出
2014 年 8 月末、Apple 社が提供しているクラウドサービス iCloud がハッキングの被害に合い、サーバー
上に保存されていたハリウッド女優のプライベート写真が不正に入手され、インターネット上に流出した。流
出した写真は、米アカデミー賞受賞者の Jennifer Lawrence 氏を含む約 100 人のハリウッド女優のプライ
ベート写真 200 枚となっており、中にはヌード写真なども含まれていた14。
Apple 社はすぐに調査を行い、iCloud のセキュリティが破られたわけではなく、ターゲットとなったユーザー
のアカウント情報が不正に利用されていたという調査結果を出した15。しかしながら、ターゲットとするユーザ
ーのアカウント情報さえわかれば、相手に知られずに自分のデバイスに iCloud 上のデータを入手できるこ
とが分かっている。通常、不正ログインが行われたとしても、デバイスへのダウンロードには異なる認証コー
ドを入力する 2 段階認証（Two Factor Authentication）という方法を取られている。Apple 社の場合は、支
払情報などの利用には 2 段階認証を使用する一方で、iCloud は 2 段階認証による保護がされていなかっ
たと指摘する声が出ている16。
ターゲットとなったアカウントのパスワードについては、「iPhone を探す（Find My iPhone）」という iPhone を
紛失した場合に使うオンラインサービス上で、無制限にパスワードを試すことができる脆弱性を悪用したと
見られている。事実、ハッキングのニュースが流れる数日前にソフトウェア開発者向けウェブサイト GitHub
上で、「iPhone を探す（Find My iPhone）」のサービスに対してパスワードを総当たり（Brute-force attack）
で調べるスクリプト17が公開されており、情報流出と時期が重なっている18。この問題に対して、FBI も情報
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http://www.bloomberg.com/news/2014-09-03/former-nsa-chief-says-jpmorgan-hack-may-be-a-warning.html
http://online.wsj.com/articles/fbi-has-no-evidence-j-p-morgan-breach-extended-to-other-big-u-s-banks-1409688890
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http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/jennifer-lawrence-naked-photos-leak-redditsfappening-is-no-longer-happening-9716800.html
15
http://techcrunch.com/2014/09/02/apple-denies-any-breach-of-its-systems-in-celebrity-photo-hacking/
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http://techcrunch.com/2014/09/02/apples-two-factor-authentication-doesnt-protect-icloud-backups-or-photostreams/
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プログラムソースコードの一種でコンピューターに命令を出すコード。今回は Python と呼ばれるプログラミング言語で書か
れていた。
18
http://thenextweb.com/apple/2014/09/01/this-could-be-the-apple-icloud-flaw-that-led-to-celebrity-photos-beingleaked/
http://www.zdnet.com/after-alleged-icloud-breach-heres-how-to-secure-your-personal-cloud-7000033177/
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流出の犯人特定に向けて動き出している19。図表 2 は、Find my iPhone のサービス画面（左）と、パスワー
ド盗難に使われたと見られるスクリプトの動作画面（右）となっている。
図表 2： Find my iPhone サービス（左）とパスワードの盗難に使われたと見られるスクリプト（右）

出典：Slash Gear、phone Arena20
b. 500 万件の Gmail のパスワードが流出
2014 年 9 月上旬、ロシアのフォーラムウェブサイトに約 500 万件分の Gmail アカウント情報が投稿された。
このアカウント情報にはメールアドレスとパスワードが記載されており、英語、ロシア語、スペイン語のユー
ザーのものだった21。これらのアカウント情報は古い情報が多く、他のウェブサイトから盗んできたパスワー
ドのうち、同じパスワードを Gmail のアカウントに使いまわしているものではないかと見られている。Google
社はこの問題について、流出したアカウント情報のうち現在でも使われているものは 2%以下にすぎず、仮
にログインを行っても、疑わしいアクセスに対しては事前に設定された質問への回答を求めるなど、自動的
に乗っ取りを防ぐシステムにより保護されていると述べている。しかしながら、流出した情報の 2%にあたる
10 万人のユーザーはパスワードの変更を迫られている22。

（3） 標的にされる米政府機関
連邦政府を標的にしたサイバー攻撃の中でも中国からの攻撃は、規模と技術の両方で他国よりも激しいも
のとなっており、連邦政府は様々な対応を迫られている。連邦政府は、中国からのサイバー攻撃の実態を
中国政府職員の刑事訴追という形で世界に公表したが、中国側に動揺を見ることができなかった。また、連
邦政府職員の人事情報を狙ったサイバー攻撃では、米国政府の機密情報にアクセスがある職員を狙い撃
ちにするなど、新しい対応が迫られている。図表 3 は米国に対して行われるサイバー攻撃を可視化したイメ
ージとなっており、45 分間に起きたサイバー攻撃を表している。

19

http://www.washingtonpost.com/politics/leaks-of-nude-celebrity-photos-raise-concerns-about-security-of-thecloud/2014/09/01/59dcd37e-3219-11e4-8f02-03c644b2d7d0_story.html
20
http://www.slashgear.com/find-my-iphone-exploit-patched-following-celebrity-photos-leak-01343850/
http://www.phonearena.com/news/Celebrity-photo-iCloud-update-Find-My-iPhone-features-likely-the-weaklink_id60058
21
http://www.ibtimes.com/5-million-gmail-usernames-passwords-hacked-posted-russian-bitcoin-forum-report1684368
22
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/09/11/google-says-not-to-worry-about-5-million-gmail-passwordsleaked/
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図表 3：米国に対して行われるサイバー攻撃を可視化したイメージ

出典：BUSINESS INSIDER23
以下に、中国による米国へのサイバー攻撃の事例を取り上げる。
a. 米政府、中国軍当局者 5 人を刑事訴追
2014 年 5 月、司法省（Department of Justice：DOJ）はウェスティングハウス社や US スチール社のハッキ
ングに関わったとされる中国軍当局者 5 人を刑事訴追した。起訴された 5 人は、連邦政府機関や民間のセ
キュリティ会社によって最も高度の侵入者として監視対象となっていた。近年は Google 社や Lockheed
Martin 社のサーバーへ侵入を果たしている。中国政府は外国政府へのサイバー攻撃を容認しないと語る
一方で、ハッカーに対する取り締まりを行っておらず、専門家はこの発言に対して、国内のインターネット接
続を厳しい監視下に置いているにもかかわらず、ハッキングの取締りに対して行動を起こさないための方便
に過ぎないと述べている24。
今回 DOJ により刑事訴追された 5 人は、中国人民解放軍の 61398 部隊と呼ばれるサイバー軍に所属し
ていることが分かっている。61398 部隊の 5 人が刑事訴追されて間もなく、欧米の宇宙関連技術に対する
数百回に及ぶサイバー攻撃が確認されている。専門家は中国サイバー軍の新しい部隊が登場したことを確
認しており、61398 部隊が刑事訴追された後でも部隊を変えて活動を行い、規模を縮小する意思はないと
見られている。図表 4 は中国のハッカー5 人の刑事訴追について発表を行う Eric Holder 司法長官となっ
ている。

23
24

http://www.businessinsider.com/norse-hacking-map-shows-us-getting-hammered-2014-6
http://online.wsj.com/articles/china-hacking-is-deep-and-diverse-experts-say-1401408979
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図表 4：中国のハッカーの刑事訴追についての会見の様子

出典：Bloomberg25
b. 連邦政府職員の人事情報がハッキング
2014 年 3 月、人事管理局（Office of Personnel Management）のネットワークに何者かが侵入したことが
確認され、米国当局が調査を進めている。同局のデータベースには連邦職員全員の個人情報が記載され
ており、職歴、海外での連絡先、麻薬などの非合法薬物の使用といったものとなっている。また、狙われた
数千人のターゲットは、トップシークレット・クリアランス 26を申請している職員であったため、機密情報取得
のために対象を狙い撃ちしたサイバー攻撃であった。連邦政府の上級職員によると、サイバー攻撃は中国
から行われていることが追跡でわかっているものの、このハッカーが中国政府の一部かどうかまでは特定で
きていない。中国による米国政府サーバーへの攻撃はほぼ毎日行われているもののほとんどが成功してお
らず、今回人事管理局ネットワークへの侵入に成功したことは注目に値する。2013 年に行われたエネルギ
ー省（Department of Energy：DOE）への攻撃でも個人情報が盗まれている。個人情報が盗まれた際には、
法律により情報流出が起きたことを明らかにする必要があるが、流出した情報に個人情報が入っていない
場合は、機密情報の流出が起きても連邦政府は説明責任がない。このため、人事情報以外のハッキング
が起きた場合でも、公表されていない可能性がある27。

25

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-20/slowing-growth-seen-tempering-china-retaliation-to-charge.html
一定の国家的機密情報にアクセスする個人について、国家セキュリティにとって問題がないかどうかをチェックする制度で、
クリアした者だけが国家的機密情報に係る業務に携わることができる。取扱注意（Confidential）, 機密（Secret）, 最高機密
（Top Secret）がある。今回の侵入は、セキュリティ度が最も高いと言われる、最高機密アクセス権を持つことができる職員リ
ストを対象としている。
27
http://www.nytimes.com/2014/07/10/world/asia/chinese-hackers-pursue-key-data-on-us-workers.html?_r=0
26

7

ニューヨークだより 2014 年 9 月

3 サイバーセキュリティ政策
（1） 連邦政府予算案におけるサイバーセキュリティへの取り組み
連邦政府における IT への投資額は減少傾向にあるものの、サイバーセキュリティへの取り組みは積極的
に行われている。2015 年度大統領予算案における IT 関連の予算は、2014 年度の 814 億ドルから 790
億ドルへと減少しているものの、この中のサイバーセキュリティ関連予算は前年度と同じ 130 億ドルとなっ
ている28。国防総省（Department of Defense：DOD）ではサイバー空間における作戦行動を優先課題の 1
つと位置付けており、サイバー軍（United States Cyber Command：USCYBERCOM）の予算は前年度の
47 億ドルから 51 億ドルへと増加している。全般的に IT 予算が減少する中で、サイバーセキュリティ関連の
取り組みはより活動的なものとなっている29。図表 5 は DOD のサイバー関連予算となっており、水色の棒
グラフがサイバー軍の予算を表している。
図表 5：2015 年度予算案のサイバー空間における作戦行動に関連した予算

出典：IHS30

調達局（General Services Administration：GSA）は 2015 年度予算案の中で、ワシントン D.C.エリアにサ
イバーセキュリティの専門家を集める Federal Civilian Cyber Campus の創設を呼び掛けている。これは、
DHS、FBI その他の連邦省庁に分散するサイバーセキュリティの専門家を一カ所に集め、官民の連携強化
と情報共有による効果的なサイバーセキュリティへの対応を目指している31。このサイバーキャンパスは、ワ
シントン D.C.エリアにある 60 万スクエアフィート（5 万 5,800 平方メートル）の敷地に設置され、米サイバー
軍とは切り離された施設となっている。この施設の設備は、民間企業との共同利用も検討されている32。

28

http://www.informationweek.com/government/cybersecurity/federal-it-spending-slashed-in-proposed-2015budget/d/d-id/1114126
29
http://www.janes.com/article/35427/pentagon-budget-2015-dod-cyberspace-operations-would-get-8-5-boost
30
http://www.janes.com/article/35427/pentagon-budget-2015-dod-cyberspace-operations-would-get-8-5-boost
31
http://www.bizjournals.com/washington/breaking_ground/2014/05/heres-why-the-gsa-wants-to-build-asprawling.html?page=all
32
http://www.bizjournals.com/washington/breaking_ground/2014/05/heres-why-the-gsa-wants-to-build-asprawling.html?page=all
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（2） NIST サイバーセキュリティフレームワーク促進への取り組み
米連邦政府による新しいサイバーセキュリティガイドラインの策定を受けて、各分野の監督省庁を中心とし
て、新しいサイバーセキュリティへの取り組みが始まっている。2014 年 2 月、国立標準技術研究所
（National Institute of Standards and Technology：NIST）は、重要インフラ関連企業が適切なサイバーセ
キ ュ リ テ ィ 対 策 を 行 う た め の ガ イ ド ラ イ ン と し て Framework for Improving Critical Infrastructure
Cybersecurity を発表した。このフレームワークは、政府機関や民間企業などから幅広く意見を集め、NIST
が主導して 1 年がかりで作成したものとなっている33。本フレームワークは、重要インフラにかかわる企業に
対してサイバーセキュリティのリスクを管理するためのリスクベース・アプローチをとっており、以下の３つの
要素から構成される。
①フレームワークコア（Framework Core）： 全ての重要インフラ分野に共通となるサイバーセキュリティ
対策のベストプラクティス、期待される成果、適用可能な参考情報など
②フレームワークインプレメンテーションティア（Framework Implementation Tiers）： 企業がサイバーセ
キュリティリスクをどのようにとらえ、そうしたリスクを管理するために実施するプロセス
③フレームワークプロファイル（Framework Profile）： 本フレームワークのカテゴリーから企業が選択す
ることで、実際のビジネスニーズを基にした期待される成果
本アプローチにより、各企業はサイバーセキュリティのリスク管理を行い、リスク低減を図ることを目標として
いる。フレームワークの原文と日本語仮訳は以下の IPA ホームページでも紹介しているので参照していた
だきたい。（原文；（http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214.pdf）、
仮約：（https://www.ipa.go.jp/files/000038957.pdf））
a. C3 Voluntary Program
国土安全保障省（Department of Homeland Security：DHS）では、官民のパートナーシップを強化し NIST
フレームワークの認知を高めることを目的とした Critical Infrastructure Cyber Community Voluntary
Program（以下、C3 Voluntary Program）を立ち上げている34。C3 Voluntary Program では、重要インフラ
を担当する省庁などと連携して NIST フレームワークの導入方法を構築し、その後、重要インフラやその他
の企業へ導入を進めていく予定となっている35。
2014 年 7 月には、全米取締役協会（National Association of Corporate Directors：NACD）が中心となっ
て策定したサイバーリスク評価指針 Directors' Handbook on Cyber-Risk Oversight が、民間からの初め
ての資料として C3 Voluntary Program から公開された。図表 6 は、NACD から出された Directors'
Handbook on Cyber-Risk Oversight となっている。

33

http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf
http://www.nist.gov/itl/csd/launch-cybersecurity-framework-021214.cfm
34
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/12/launch-cybersecurity-framework
35
http://www.dhs.gov/about-critical-infrastructure-cyber-community-c%C2%B3-voluntary-program
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図表 6：Directors' Handbook on Cyber-Risk Oversight

出典：NETWORKWORLD36
この資料の作成には保険会社の American International Group（AIG）社なども協力しており、AIG 社は、
Directors' Handbook on Cyber-Risk Oversight への取り組みを、自社の保険のリスク評価などへ役立て
る狙いも含まれている37。
b. NIST フレームワーク導入推進策（インセンティブ）
NIST フレームワークを民間セクターが導入しやすくするための推進策をめぐる議論が検討されている。
NIST のフレームワークには法的な強制力がないため、どのようなインセンティブが整備できるかについて、
関係省庁は提案を出している。同フレームワークは 2013 年 2 月にオバマ大統領から出された大統領令
13636 号に基づいて策定されたものとなっているが、大統領令の中では、財務省（Department of the
Treasury）、商務省（Department of Commerce）、DHS にインセンティブについて検討するよう指示を出し
ている38。現在、各省庁は異なるタイプのインセンティブを提案しているが、それらを精査すると図表 7 のよ
うに整理される。“✓”で記された箇所は各省庁から推奨されているインセンティブとなっており、”×“で示さ
れた箇所は推奨しないインセンティブとなっている。

36

http://www.networkworld.com/article/2458975/security0omeland-security-wants-corporate-boardof/security0/homeland-security-wants-corporate-board-of-directors-more-involved-in-cyber-security.html
37
http://www.bna.com/partnership-private-sector-n17179893181/
38
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20140303-nist-s-voluntary-cybersecurity-framework-may-beregarded-as-de-facto-mandatory
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/08/06/incentives-support-adoption-cybersecurity-framework
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図表 7：NIST フレームワーク導入のためのインセンティブ案

出典：An Analysis of US Government Proposed Cyber Incentives39
3 省庁が共通して提案しているインセンティブとして、「情報提供に関する安全性の証明」、「研究開発グラン
ト」、「技術的なサポート」が上げられている。




情報提供に関する安全性の証明： 企業がサイバーセキュリティに関する情報を提供する場合、政府は
情報をどのように使い、どのように情報を、または情報提供者を保護するか確実にする。
研究開発グラント： 研究開発のグラントを申し込んでいる企業や組織に対して、フレームワークへの導
入が行われていれば、導入の程度に応じて審査のポイントを与える。
技術的なサポート： フレームワーク導入のためのアドバイスや指導などの機会を増やす。特に中小企
業には重要と思われる。

図表 7 の一番下にある税金の優遇措置については、サイバーセキュリティ専門家の 72%が導入するべき
と回答している。しかしながら、中には口先だけの対応をする企業が出てくる可能性もあるため、インセンテ
ィブだけでなく、規制や処罰なども必要ではないかという声が出ている40。
c. 各セクターの動き
いくつかの重要インフラとみなされるセクターではすでに業界への導入をめぐる指導が活発化している。例
えば、連邦通信委員会（Federal Communications Commission：FCC）は、2014 年 6 月、通信事業者を
対象とした新しいサイバーセキュリティに関する方針について発表した。この中には、AT&T 社、Verizon 社、
Sprint 社といった通信事業者に対し、定められた期日までに対策を取ることや、企業が共同で新しい技術
開発を行うことなどが盛り込まれている。また、企業がサイバーセキュリティ対策を行った場合でも、十分な
対策が行われているか確認できるような取り組みを検討している。Thomas Wheeler 議長は、FCC が企業
に対して NIST のフレームワークの導入を促し、通信分野において同フレームワークを運用できるようにす
る必要があると述べている41。
複数の金融監督機関で構成される連邦金融検査協議会（Federal Financial Institutions Examination
Council：FFIEC）では、サイバーセキュリティ対策の評価を行うためのパイロットプログラムを発表した。この
39

http://s2erc.georgetown.edu/sites/s2erc/files/Analysis%20of%20Incentives_0.pdf
http://www.reuters.com/article/2014/03/10/or-tripwire-idUSnBw105035a+100+BSW20140310
41
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/06/12/fcc-chair-telecom-companies-must-do-more-todefend-against-hackers/
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325604A1.pdf
40
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プログラムは、連邦政府と州政府の金融監督機関が、銀行などが持つサイバーリスクやセキュリティ対策を
評価する内容となっている。評価の結果は取引企業などへ公表されるものの、このプログラムの結果によっ
て銀行の格付けが変わることはないということが銀行側に伝えられている。専門家は、金融機関はこういっ
た評価のために NIST のフレームワークなどに取り組む必要があると述べている42。
この他、石油ガスのセクターでは、NIST のフレームワーク対応サービスが登場してきている。石油・ガス事
業者向けに、NIST のフレームワークの対応が義務付けになるときに備えて、サイバーセキュリティ対策を
行うためのサービスを提供している43。

（3） 米サイバー軍の動向
アメリカ軍の中でサイバー関連の軍事行動を行う米サイバー軍（ United States Cyber Command：
USCYBERCOM）を増強する動きが強まっており、軍事面でもサイバーセキュリティを一層強化しようとする
動きが出てきている。DOD の予算の中で、2014 年度に計上されていた約 1,000 万ドルのサイバーセキュ
リティ先端研究開発の予算は 2015 年度予算案の中で削減されている。一方、DOD 内で最も大きな支出
の 1 つであるサイバー軍の関連予算は、前年度の 3,800 万ドルから 6,700 万ドルと大幅な増加となってお
り、DOD のサイバーセキュリティに関する方針が研究開発から軍事オペレーション重視に変化してきている
44
。米国におけるサイバー軍は、統合軍（Unified Combatant Command）45の 1 つである米戦略軍（United
States Strategic Command）46の傘下に置かれており47、2009 年に 900 人の人員で始まった。図表 8 は
国防総省の中のサイバー軍の位置づけを表した組織図の一部となっている。

42

http://www.fsscc.org/fsscc/news/2014/FSSCC-Aug2014-IndustryNewsletter-Final.pdf
http://www.bankinfosecurity.com/interviews/bits-how-to-prepare-for-cyberthreats-i-2338
43
http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-it-effectiveness/publications/assets/adopt-the-nist.pdf p.6
44
http://www.federaltimes.com/article/20140305/MGMT05/303050005/Defense-budget-routes-least-5B-cyber
45
実際の作戦指揮を行う部隊であり、陸軍や海軍などは部隊の維持や訓練を行った上で統合軍に部隊を提供している。6 つ
の地域別の統合軍以外に、特殊作戦軍、戦略軍、輸送軍などがある。
46
統合軍の部隊の 1 つであり、傘下にはサイバー軍の他に核を扱う戦略ミサイルの部隊や、空軍の宇宙軍団などがある。
47
http://odam.defense.gov/OMP/Functions/ManagementPrograms/DoDD510003.aspx
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図表 8：米国防総省の中のサイバー軍の位置づけ

出典：各種資料を基に作成48
2014 年 3 月、Chuck Hagel 国防長官はサイバー軍を現在の 1,800 人から 6,000 人にまで増強することを
発表した。Hagel 国防長官はサイバー軍の増強について、サイバー空間における軍備化を進めているので
はなく、インターネットの品質につながる完全性、信頼性、オープン性などの確保を目的としていると語って
いる49。しかしながら、サイバー軍の司令官は国家安全保障局（National Security Agency：NSA）の長官を
兼任しており、サイバー軍と NSA の両組織によるサイバー関連の活動は、技術的にも、作戦の規模として
も非常に大きなものとなっている50。特に、エドワード・スノーデン（Edward Snowden）氏による NSA の諜
報活動が暴露されたため、NSA とサイバー部隊によるインターネット上での活動に対して懸念の声が上が
っていた。NSA とサイバー部隊を分けるべきだという議論が起こったものの、2013 年 12 月、オバマ政権は
サイバー部隊の司令官と NSA の長官が兼任することを認めている51。2014 年 3 月には、Mike Rogers 海

48

http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/Organizational%20Portfolios/Organizations%20and%20Fu
nctions%20Guidebook/DoD_Organization_March_2012.pdf
http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/ManagementPrograms/DoDD510003/CCSA_supporting_fil
es_update2.pdf
http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/Organizational%20Portfolios/Organizations%20and%20Fu
nctions%20Guidebook/DoD_Organization_March_2012.pdf
http://jeffreycarr.blogspot.com/2011/10/us-defense-depts-organizational-chart.html
49
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=121928
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/03/12/alexander-promote-cyber-command-to-full-unifiedcommand-status/
50
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-us-cyber-command-leadership-should-be-split-upofficials-advocate-according-to-sources/2013/11/29/09fb5c02-5904-11e3-8304-caf30787c0a9_story.html
51
http://rt.com/usa/alexander-retire-nsa-cybercom-438/ｖ
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-to-preserve-controversial-policy-on-nsa-cybercommand-leadership/2013/12/13/4bb56a48-6403-11e3-a373-0f9f2d1c2b61_story.html
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軍大将が新しいサイバー部隊司令官と NSA 長官に任命されている52。図表 9 はサイバー部隊のオペレー
ションセンターの様子となっている。黒い画面は機密情報であるため塗りつぶされている。
図表 9：サイバー部隊のオペレーションセンター

出典：NCO Journal53

（4） 連邦調達に関するサイバーセキュリティ政策
連邦省庁における IT 製品の調達基準を明確にすることで、省庁のサイバーセキュリティ向上につながるだ
け で な く 、 民 間 企 業 側 へ の 影 響 も 期 待 さ れ て い る 。 2014 年 1 月 、 調 達 局 （ General Services
Administration ： GSA ）と DOD は 、連 邦政 府調 達の サイ バー セキュリ テ ィに 関する 要件 をまとめた
Improving Cybersecurity and Resilience through Acquisition の最終報告書を発表した。この報告書は
全連邦政府省庁を対象として、調達におけるサイバーセキュリティ基準の活用を目的とした内容となってい
る54。以下は報告書で出されている 6 つの提案内容となっている55。







適切な調達契約のためのサイバーセキュリティ要件基準の策定
サイバーセキュリティ教育の実施
政府調達における省庁共通サイバーセキュリティ定義の策定
政府調達に関するサイバーリスクマネジメント戦略の策定
機器の製造元、認可を受けた再販業者、信頼できる業者からの調達を要件とする
サイバーセキュリティに関する政府の説明責任を確実にする

報告書に記載されている提案内容は、政府関係者や調達を執り行う担当者を対象としたものとなっている
が、将来的な法規制や契約のための資格基準などが出てくることで、企業側にも様々な影響をもたらすこと
が期待されている56。また、この報告書では他の省庁に対して新しいテクノロジーを導入する際にはスタート
アップ企業なども考慮するよう求めている。これは連邦省庁が新しい技術を導入する際に、最低限の機能を
最低価格で購入する傾向があるためである。この報告書により、先進的な技術を持った企業が連邦政府と
のビジネスを始めることが期待される57。
52

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=121975
http://ncojournal.dodlive.mil/2014/03/04/from-weapons-systems-to-squad-leaders-cyber-ncos-protect-all-thatsconnected/
54
http://www.gtscoalition.com/dod-gsa-issue-final-report-on-improving-cybersecurity-resilience-through-acquisition/
55
http://www.gtscoalition.com/dod-gsa-issue-final-report-on-improving-cybersecurity-resilience-through-acquisition/
56
http://www.gtscoalition.com/dod-gsa-issue-final-report-on-improving-cybersecurity-resilience-through-acquisition/
57
http://blogs.wsj.com/cio/2014/01/29/government-reforms-open-the-door-for-cybersecurity-startups/
53
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4 サイバーセキュリティ企業
（1） 投資が集まるサイバーセキュリティ市場
ベンチャーキャピタルの投資先としてサイバーセキュリティ関連ベンチャー企業への投資に注目が集まって
おり、新しい起業家を育てるための支援が連邦省庁や州政府などにより行われている。2013 年に発生した
Target 社の情報流出や Adobe 社の顧客情報の盗難をはじめとしたサイバー犯罪の増加により、サイバー
セキュリティ企業への投資が増加している58。特にベンチャー企業への投資額が急上昇してきており、世界
のサイバーセキュリティ関連ベンチャー企業への投資額は、2009 年から 2013 年の間の 5 年間で計 52 億
ドルが資金援助されており、2013 年だけで 17.1 億ドルの資金援助が出ている。投資件数も 2009 年に 83
件だったものが 2013 年には 240 件まで増加している。図表 10 はサイバーセキュリティ関連ベンチャー企
業への投資額の推移となっている。
図表 10：サイバーセキュリティ関連ベンチャー企業への投資額

出典：CBINSIGHTS59
図表 11 はステージ別のサイバーセキュリティ関連ベンチャー企業への投資件数となっており、青で表示さ
れたシードステージが急成長していることがわかる。2013 年にはシードステージ60とシリーズ A ステージ61
だけで投資件数の約 70%を占めており、サイバーセキュリティ技術を持つ起業家を早い段階から支援する
動きが見られる。

58

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ortCUSHsOOMJ:www.ft.com/cms/s/0/f5c87808-a88311e3-b50f-00144feab7de.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=us#axzz3CvSaWS6t
59
https://www.cbinsights.com/blog/cybersecurity-industry-report/
60
投資家がベンチャー企業に投資をする段階の 1 つであり、起業直後の状態を指す。
61
投資家がベンチャー企業に投資をする段階の 1 つであり、起業後に最初に投資家から資金を受ける段階。
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図表 11：ステージ別サイバーセキュリティ関連ベンチャー企業への投資件数

出典：CBINSIGHTS 62

（2） 首都圏近隣州に交流するサイバーセキュリティクラスターの動き
サイバー関連の研究や作戦行動を行う省庁はサイバーセキュリティ関連企業と協力関係を構築しており、
州政府なども新しい企業の育成を支援している。ワシントン D.C.周辺には連邦政府機関が集中しているこ
とから、隣接する州には連邦省庁と協力関係にある企業が集まっている。
a. メリーランド州
メリーランド州ボルチモア近郊のフォート・ミード陸軍基地にはサイバー関連で最先端の技術を持つ NSA の
本部があるだけでなく、米サイバー軍も置かれている。NSA、サイバー軍、DOD、DHS が州内にあることか
ら、Cisco 社に 27 億ドルで買収された Sourcefire 社のように成長したサイバーセキュリティ企業など、数多
くのセキュリティベンチャー企業が生まれている。しかしながら専門家は、サイバーセキュリティ企業の多くは
政府機関との取引が主となっており、民間におけるサイバーセキュリティ市場の中心で活躍しているわけで
はないと語っている。このためメリーランド州では、民間セクターの市場を切り開くために企業をサポートす
る取り組みが行われている63。
2014 年 2 月メリーランド州政府は、バージニア州に拠点を置いていた Luminal 社に 60 万ドルの支援を行
ってメリーランド州への誘致を行った。Luminal 社は、サイバーセキュリティの中でも難しいとされるクラウド
サービス用のセキュリティツールを開発している。メリーランド州知事 Martin O'Malley 氏は、高い技術力を
持つ若い企業は、メリーランド州の経済とイノベーションに不可欠だと語っている64。
メリーランド州政府主催で毎年開かれている CyberMaryland Conference は、米国のサイバーセキュリティ
の中心地として市場を牽引することを目的としたカンファレンスとなっている。専門家による講演、求人フェア、
サイバーセキュリティチャレンジ（競技会）、起業家のためのネットワーク構築の機会などを提供している。図
表 12 は CyberMaryland 2013 の様子となっている。左の写真は前 NSA 情報保証局副長官 Richard
Schaeffer 氏のキーノート講演となっており、右の写真は高校生が参加するサイバーセキュリティチャレンジ
の様子となっている。
62

https://www.cbinsights.com/blog/cybersecurity-industry-report/
http://www.bizjournals.com/baltimore/news/2013/08/01/finding-marylands-next-cybersecurity.html?ana=RSS&page=all
64
http://inthecapital.streetwise.co/2014/04/22/maryland-cybersecurity-luminal-governor/
63
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図表 12： CyberMaryland Conference

出典：MD BIZ News65
b. バージニア州
バージニア州においても、DOD や DHS といったサイバーセキュリティ関連の実務部隊や研究開発の活発
な連邦省庁が拠点を構えている66。バージニア州では、ベンチャー企業を育成するアクセラレーター 67を支
援している。バージニア州に拠点を置くアクセラレーターの MACH37 社では、サイバーセキュリティの起業
家を募集している。州政府から出されている助成をもとに最大 50,000 ドルの資金を企業に提供しており、
起業後に製品開発やビジネス展開のためのネットワークの紹介なども行っている。同社から支援を受ける
企業はバージニア州に移動することが求められており、州内にサイバーセキュリティ企業が発達することで、
連邦省庁と民間企業の橋渡しの役割が期待されている。

（3） サイバーセキュリティ関連ベンチャー企業
サイバーセキュリティの研究開発を行う連邦省庁からは、専門知識を持った人材がベンチャー企業を立ち
上げて民間市場へ乗り出してきている。DOD などの諜報活動を行う機関は最先端のサイバーセキュリティ
技術を保有しており、多くの技術者を育成している。DOD は以前からシリコンバレーの企業などへ接触して
諜報活動を行うプログラマを探していたが、近年は高い専門知識を持った技術者の育成を目的としてスカウ
トを行っている。起業家やベンチャーキャピタリストなどは、諜報機関が持つ技術力や戦略の価値に気づい
ており、このような動きに注目している。専門家は、以前は諜報活動や軍事作戦を行う連邦省庁は民間技
術との間に線を引いていたが、現在では民間技術が必要ということに気づいてきているため、その境界線
は曖昧になってきていると述べている。米軍のサイバー部隊の近代化に大きく貢献した Keith Alexander
前司令官は、2014 年 3 月の退任後、コンサルティングを行うベンチャー企業を立ち上げており、政府や軍
関係者とサイバーセキュリティ企業との連携が強くなってきている68。
a. Palo Alto Networks（パロアルトネットワークス）
Palo Alto Networks 社では、ネットワークセキュリティプラットフォームを世界中 1 万 6,000 の企業に提供し
ており、様々な政府機関にセキュリティソリューションを提供している。同社の次世代型ファイアウォールで
は、通信内容から使用しているアプリケーションをファイアウォール上で判別することができるため、アプリケ
ーションやコンテンツごとのセキュリティポリシーを設定することができる。また、グローバル展開している企

65

http://mdbiznews.business.maryland.gov/2013/10/08/photos-cybermaryland-2013-kicks-off-with-state-federalofficials-private-sector-experts/
66
http://inthecapital.streetwise.co/2014/02/04/maryland-plans-for-cybersecurity-industry-growth/
67
投資企業の種類の 1 つ。資金だけでなく、起業家にトレーニングやネットワーク構築の機会を与えて、育成を行う投資企業。
68
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/05/keith-alexander-cybersecurity_n_5652497.html
http://www.wired.com/2014/06/keith-alexander-security-consultant/
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業などが、遠隔地にある設備であっても同じセキュリティポリシーを適用できるようになっている。現在の
CEO である Mark McLaughlin 氏は、Verisign 社の CEO を務めた経歴を持っており、2011 年 1 月にはオ
バ マ 政 権 の 国 会 安 全 保 障 通 信 諮 問 委 員 会 （ National Security Telecommunications Advisory
Committee ：NSTAC）の委員に任命されている69。図表 13 は同社の次世代ファイアウォールのイメージと
なっており、左は遠隔地の設備へ同じセキュリティポリシーが適用できる製品と、右はユーザー、アプリケー
ション、コンテンツによるフィルタリングを行うファイアウォールとなっている。
ウェブサイト：https://www.paloaltonetworks.com/
図表 13：パロアルトネットワークス社の次世代ファイアウォール

出典：Palo Alto Networks70
b. Morta Security（モルタセキュリティ）
Morta Security 社は、2012 年に米空軍と NSA の元職員らによって立ち上げられ、主にアドバンスドパーシ
スタントスレット攻撃（Advanced persistent threats：APT）と呼ばれるサイバー攻撃への対応を得意として
いる。APT とは、特定のターゲットに対して様々な手法を駆使して執拗な攻撃を行うタイプのサイバー攻撃
であり、主に政府が背後にある組織などが使う手段となっている71。Morta Security 社は、2012 年の創業
時からその活動内容を公開していないが、APT 攻撃に対して高い検知能力と防御技術を持っているとみら
れる72。創業時には元 NSA 職員の企業であることをベンチャーキャピタルに説明することで、100 万ドルの
支援を受けている73。2014 年 1 月に同社は Palo Alto Networks 社に買収されたが、買収額については公
開されていない74。
c. Synack（サイナック）
元 NSA 職員によって起業された Synack 社は、依頼に応じて顧客の環境へハッキングを行い、セキュリテ
ィホールなどを探すセキュリティ診断のサービスを提供している。同社では、White-hat ハッカーと呼ばれる
ハッキング専門のセキュリティ専門家のネットワークを持っており、セキュリティホールを検知に活用している。
また、元 NSA 職員を含む研究員により、顧客ごとのテスト環境で研究を行った後、顧客の脆弱性を正確に
狙うという手法を取っている75。創業者の 1 人である Jay Kaplan 氏は、NSA でシニア・サイバー・アナリスト

69

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/paloaltonetworks-com/en_US/assets/pdf/datasheets/firewallfeatures-overview/firewall-features-overview.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/solutions/industry/government-agencies.html
70
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/paloaltonetworks-com/en_US/assets/pdf/datasheets/firewallfeatures-overview/firewall-features-overview.pdf
71
http://www.zdnet.com/palo-alto-networks-buys-ex-nsa-founded-startup-morta-security-7000024847/
72
http://moneymorning.com/2014/01/08/palo-alto-networks-nyse-panw-stock-latest-jump-major-cyber-deal/
73
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/09/10/the-nsa-gives-birth-to-start-ups/
74
https://www.paloaltonetworks.com/company/press/2014/palo-alto-networks-acquires-morta-security.html
75
http://fortune.com/2014/04/24/for-crowdsourced-security-startup-a-carrot-and-a-hack/
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として諜報活動に関連した対テロリズム担当の経験を持っており、同氏は NSA で使われている考え方を民
間で活用していると語っている76。
ウェブサイト：https://www.synack.com/
d. VirTru（ヴァートゥル）
VirTru 社は、元 NSA のインターネットセキュリティアーキテクトである Will Ackerly 氏と、その兄で元ホワイ
トハウスへの技術アドバイザーとしての経験を持つ、John Ackerly 氏の兄弟によって 2012 年に創設された。
弟の Will Ackerly 氏が NSA 在籍中に開発に携わった、暗号化技術 Trusted Data Format （TDF）を使っ
た電子メールの暗号化サービスを提供している。同社の暗号化サービスは、一般のメールソフトだけでなく、
Gmail、Yahoo Mail といったウェブメールなどにも利用できる。プラグラインで追加されたボタンをオンにす
るだけで個別に送信メールを暗号化することが可能となっている。2014 年 7 月からは Google Apps を利
用する法人向けの電子メール暗号化サービスをリリースし、個人から法人へとサービス対象を拡張している
77
。TDF は米インテリジェンス・コミュニティー78によりオープンソースとして公開されている79。図表 14 は創
業者である Will Ackerly 氏（左）と John Ackerly 氏（右）である。
ウェブサイト：https://www.virtru.com/
図表 14：Virtru 社の創業者

出典：TechCrunch80

76

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/09/10/the-nsa-gives-birth-to-start-ups/
http://fortune.com/2014/04/24/for-crowdsourced-security-startup-a-carrot-and-a-hack/
https://www.synack.com/company/about
77
http://techcrunch.com/2014/06/17/virtru-a-secure-email-app-built-by-an-ex-nsa-engineer-raises-6m/
http://blog.virtru.com/press-releases/virtru-closes-6-million-funding-led-by-bessemer-venture-partners/
http://www.washingtonpost.com/business/on-it/security-start-ups-spin-out-of-washington-intelligencecommunity/2014/01/19/11bbbac0-7ecc-11e3-93c1-0e888170b723_story.html
78
米国における情報機関を取りまとめている組織。17 の政府機関が所属しており、国家情報長官（The Director of National
Intelligence）がトップとなっている。
79
http://www.dni.gov/index.php/about/organization/chief-information-officer/trusted-data-format
http://venturebeat.com/2014/03/10/email-encryption-player-virtru-proud-of-its-nsa-roots-and-its-crypto-security/
http://www.washingtonpost.com/business/on-it/security-start-ups-spin-out-of-washington-intelligencecommunity/2014/01/19/11bbbac0-7ecc-11e3-93c1-0e888170b723_story.html
80
http://techcrunch.com/2014/06/17/virtru-a-secure-email-app-built-by-an-ex-nsa-engineer-raises-6m/
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e. Shadow Networks（シャドウネットワークス）
Shadow Networks 社では、APT 攻撃を使った攻撃に対するセキュリティソリューションを提供している。同
社の技術は、APT 攻撃を使うハッカーは一度目標のネットワークへの侵入に成功すると、同じネットワーク
内でスパイ活動を続ける習性を利用しており、ソフトウェアで作り出した仮想ネットワークにハッカーを誘導
することで、実際のネットワークへの侵入を阻止するものとなっている。この技術は、同社が DOD からの支
援を受けて 5 年間の研究を行って開発したもので、Software-Defined Networking81とネットワーク仮想化
の技術が基盤となっている。2014 年 3 月には新たに 1,000 万ドルの資金を獲得しており、Cisco 社で最高
セキュリティ責任者を務めた John Stewart 氏を役員に迎えるなど、同社が急成長していることがわかる82。
ウェブサイト：http://www.shadownetworks.com/
f.

Shape Security（シェイプセキュリティ）

Shape Security 社は、攻撃側が使う技術をセキュリティに応用した製品を開発している。マルウェアなどが
セキュリティソフトを欺くために自身のプログラムコードを書き換える技術を応用したもので、リアルタイムポ
リモーフィズム（real-time polymorphism）と呼ばれる同社の技術は、ウェブサイト上にある攻撃の対象とな
る箇所のコードを不規則に変化させ、マルウェアへ攻撃する箇所の特定を難しくしている。例えば、DOS 攻
撃など多数のコンピューターが同時にウェブサイトへアクセスした場合でも、各コンピューターへは異なるウ
ェブサイトのコードが送信されるため、攻撃側のソフトウェアに返されたコードの内容から攻撃目標を自動判
別することを難しくしている。2014 年 2 月には新たに複数のベンチャーキャピタルから 4,000 万ドルの投資
を受けている。創業者の 1 人である Sumit Agarwal 氏は、元 Google 社の社員で、国防長官副補佐官を
務めた経歴を持っている83。図表 15 は、同社のリアルタイムポリモーフィズム技術により、攻撃される箇所
を書き換えた例となっている。
ウェブサイト：http://www.shapesecurity.com/
図表 15：Shape Security 社のリアルタイムポリモーフィズム

出典： Shape Security

81

ソフトウェアだけでネットワークを制御する技術。
http://techcrunch.com/2014/03/13/security-startup-shadow-networks-has-raised-over-10-million-to-pull-threats-intothe-matrix/
http://www.pehub.com/canada/2014/05/12/vc-funded-and-generating-lots-of-buzz-shadow-networks-is-now-comingto-canada/
83
http://techcrunch.com/2014/02/25/ex-googler-founded-shape-security-picks-up-another-40m-to-build-out-itsbotwall-for-businesses/
http://qz.com/168264/this-start-up-turned-hackers-greatest-trick-around-on-the-to-make-botnets-obsolete/
http://www.shapesecurity.com/technology/
82
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5 在米日系企業のサイバーセキュリティに関する調査結果
米国の企業の 60%がサイバーセキュリティのための予算を増やしてきており、そのうちの 78%が過去 12
ヶ月でなんらかのサイバー攻撃を受けている84。在米の日系企業も同様にサイバーセキュリティへの対応を
迫られている状況であるが、その現状を把握するために、本年 8 月～9 月に IIJ America 社と NRI セキュ
アテクノロジーズ社が、在米日系企業を対象にサイバーセキュリティの対応に関する調査を行った。以下に
その調査結果を紹介する。

【情報セキュリティへの対策状況についての調査結果】
情報セキュリティに関する 3 択式の 21 項目の設問からなるアンケート調査を実施した。回答頂いた企業の
業種・米国事業所の従業員数の分布は下記の通りである。
（250 社に調査を実施し、2014 年 9 月 22 日時点で 130 社から回答）

企業業種

公共
2%

その他
23%

通信IT
5%

流通サービ
ス系
10%

従業員総数
300～
11%
100～299
12%

製造業
32%

50～99
16%
金融系
12%

商社系
16%

1～49
61%

設問の主なカテゴリーは、下記の通りである。
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

社内体制
セキュリティ対策
スマートデバイス
クラウド
コンプライアンス
日本との関係

84

http://www.forbes.com/sites/katevinton/2014/07/10/hacking-gets-physical-utilities-at-risk-for-cyber-attacks/
http://www.baesystems.com/article/BAES_165477/60-of-us-businesses-have-increased-cyber-security-spendfollowing-recent-wave-of-cyber-attacks
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（1） 社内体制

情報セキュリティに関する知識、経験を
もった現地担当者がいるか

情報セキュリティに対する現地責任者
は明確に任命しているか

責任者
がいる
35%

特に
いない
25%

職務
として
担当者
がいる
42%

任命は
している
（専門外／
兼務）
40%

いる
（ボランティ
ア）
26%

現地社員に対するセキュリティ教育
（Eラーニング・規定の
説明会等）は行っているか

現地のセキュリティルール
（規定）の整備状況

十分
28%

不在
32%

実施
している
21%

規定
がない
22%

不十分
(規定は
ある)
50%

して
いない
41%

周知は
している
38%

情報セキュリティ担当については、専門外もしくは兼務である場合が多いという状況である。2013 年に NRI
セキュアテクノロジーズ社が実施した日本国内調査85（以下、日本国内調査）においても、セキュリティ担当
者が他の業務兼務であるためセキュリティ業務が疎かになりがちという懸念が、半数を越えており、同様の
傾向がみられる。情報セキュリティの担当者が不足している傾向は、日本国内と同じ、もしくは、より深刻と
とらえたほうがいいだろう。規定の整備・情報セキュリティ教育についても多くの企業が未整備であることが
分かった。日本国内調査において、「海外拠点において特に強化したい情報セキュリティ活動」のトップ 2 が、
セキュリティ教育とルール整備であり、日本本社側における海外拠点に対しての懸念と米国拠点側自身の
懸念は一致していると言える。

85

エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社. 企業における情報セキュリティ実態調査 2013
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（2） セキュリティ対策・コンプライアンス
セキュリティ対策の導入状況
導入済

未導入

ウィルス対策ソフト（PC およびサーバ）

99.2%

0.8%

ファイアウォール

95.4%

4.6%

スパムメール対策

91.5%

8.5%

不正/業務外サイトアクセス制御（ＵＲＬフィルタリング）

43.8%

56.2%

IDS/IPS（不正侵入検知/遮断）

32.0%

68.0%

セキュリティ対策の実態についてみていく。セキュリティ対策としてすぐ頭に浮かぶのは、アンチウィルスソフ
ト、ファイアウォール、スパムメール対策であるが、ほとんどの企業が導入しており、サイバーアタックに対し
ての基本的な対策はなされていることが分かる。アンチウィルスソフト、スパムメール対策においては多くの
企業がパターンファイルの最新化を行っており、また、ソフトウェアの脆弱性などのセキュリティアラートの情
報取得についても意識が高い。セキュリティ対策製品導入だけではなくその適正な運用についても意識して
いることが分かる。昨今のサイバーアタックは、標的型攻撃といって手の込んだ攻撃がなされる一方、使わ
れるコンピューターウィルスは従来からあるものの使い回しである場合が多い。ソフトウェアの脆弱性情報を
収集して、メーカのパッチを適用し、パターンファイルを常に最新に保つことで一定の効果が期待できる。
次により高度な対策の導入状況を見ていく。URL フィルタリング（悪意のある Web サイトや業務上不要な
Web サイトへのアクセスを抑止）や、IDS/IPS（ソフトウェアの脆弱性をついた攻撃など不正な通信を検知/
遮断）といった対策については導入比率が落ちる。基本的な対策にこれらの高度な対策を加えることは、多
層防衛（複数の異なる種類の対策でセキュリティを強化する）といった観点で、サイバーアタックへの耐性を
高める。これらの対策は、製品も高価であり運用には専門の知識を有する。米国拠点において扱われるデ
ータの機密性がさほど高くない、もしくは、業務ネットワークとインターネット通信の適正な分離がなされてい
る企業においては不要であるし、費用対効果を考慮した場合そこまでの対策は不要と判断しているというこ
とであろう。
セキュリティ対策の監視実施状況
ファイアウォールのログ監視
不正/業務外サイトアクセス制御（ＵＲＬフィルタリング）のログ監視
IDS/IPS（不正侵入検知/遮断）のログ監視
不正通信のリアルタイム監視

実施している
16.9%
10.8%
12.5%
23.1%

未実施
83.1%
89.2%
87.5%
76.9%

セキュリティ監視（定期的に確認、もしくはリアルタイムに監視）は、多くの企業が実施していない。昨年の
TARGET 社でのサイバーアタックによる個人情報流出の事例では、セキュリティ対策製品の導入はしっか
りと行われていた。しかしながら、セキュリティ監視が不十分であったことが発見を遅らせ被害の拡大を招い
た。多層防衛の観点で高度な対策製品をいくら加えても、セキュリティ監視で手を抜けば、その意味は薄れ
る。裏を返せば、ファイアウォール・アンチウィルスといった基本的な対策だけであっても、セキュリティ監視
をしっかりおこなうことでサイバーアタックへの耐性は格段に増す。日本国内でも、SOC・CSIRT といったセ
キュリティ製品のログを集約して監視し、加えて、セキュリティインシデント検知時の対応を行う組織を社内
に立ち上げようとする企業が増えている。しかし、情報セキュリティ担当の人材が、日本にもまして不足して
いる米国において、自社内でそこまでの体制を確保することは容易ではないというのが実態であろう。日本
本社と連動して海外拠点を含めたセキュリティ監視体制を整備する、もしくは、この部分をアウトソーシング
するといった方法が考えられる。

23

ニューヨークだより 2014 年 9 月
セキュリティ診断・監査の実施状況
実施している
セキュリティ診断
（Web サイトやシステムの脆弱性チェック）
セキュリティ監査
（ポリシーやルールの遵守状況のチェック）

未実施

36.2%

63.8%

50.0%

50.0%

セキュリティ対策については、基本対策はなされていることは確認できたが、半数以上の企業が米国拠点
においては、セキュリティ診断・監査を実施していない。対策が不十分な点を把握し改善していく PDCA サ
イクルを回していくことは、セキュリティ対策の強化の上で重要であり、費用対効果を高める手法であり、一
度、診断・監査を受けて自社の実態を把握することをお勧めしたい。

（3） スマートデバイス
2013 年の日本国内調査を見るとスマートデバイスの業務利用は企業規模と業種によるバラつきも多いが、
2012 年から 2013 年にかけて 10%以上の伸びを示し、概ね 50%を超えている。個人所有モバイルデバイ
スの業務利用（BYOD：Bring Your Own Device）は、産業による差異が大きく、情報通信産業では積極推
進が 30%を超え、消極的だが認めているのを含めると 45%を超えている。しかし製造業・商社流通といっ
た産業平均では積極導入は 10%を下回り、消極導入を含めても 25%を下回る。
スマートデバイスの業務利用
状況

許可
して
いない
7%

個人所有のスマートデバイスの業
務利用（BYOD）状況

特に
規定が無
い
13%

特に規定
が無い
26%
許可して
いる
80%
許可して
いない
45%
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MDM（紛失時の遠隔からのデータ
消去・利用規制などの
端末管理）の導入状況

会社支給スマートデバイスの
情報システム部門での
管理状況

未回答
13%

情報シス
テム管理
下にある
39%

個人所有
の端末に
も導入
5%

特に管理
していな
い
32%

未回答
5%

会社支給
の端末に
導入
31%

導入部
署毎に
任せて
いる
16%

導入して
いない
59%

今回の調査結果を見ると、80%の法人がスマートデバイスの業務利用を認めている。広い国土と日本およ
び米国内の時差の壁を克服するために、時間と場所を問わない業務形態が求められるというコメントも寄せ
られている。他方 BYOD に関しては 45%の法人が禁止している。BYOD を能動的に認めている企業が
29%、また BYOD の規定が無いとしている 26%を含めると事実上の BYOD 率は半数近くと思われる。
MDM（Mobile Device Management：スマートフォン等の遠隔管理システム）の導入については会社支給
の端末への導入が 32%、BYOD への導入が 5%となり、複数の調査レポートと照らし合わせているが日本
国内の平均値の倍以上の法人で MDM を導入していることになる。他国でのスマートデバイスの業務利用
に際してリスク管理指向が強く出ていることがうかがえる。
BYOD について日米の対比も行ってみたい。米国の統計（全産業平均 2014 年調査）によると、65%以上
のビジネスマンが BYOD を行っている。ただし米国では法人がスマートフォンを社員に貸与している比率が
15%程度にとどまる。一概に対比は出来ないが、個人と法人の雇用関係、自己責任に立脚した米国カルチ
ャーが故か、顕著な開きがある。

（4） クラウド
2013 年に IIJ（インターネットイニシアティブ）社が同社のクラウドサービスを利用中の大手企業 210 社に対
して行った日本国内でのアンケート調査86を参照すると、80%以上のユーザーがクラウドサービスの稼働率、
信頼性に満足しており、オンプレミス（自社でサーバーやストレージを運用している場合）と比較してサービ
スレベルが向上したという回答が 70%を越えている。同社のクラウドサービスはパブリッククラウドに分類さ
れているが、導入形態としてはセキュリティ対策を施したプライベートクラウドとして利用されている場合が多
いとのことだ。これは一例だが、情報システムインフラストラクチャを専門のサービス事業社に委託すること
で安定性、保全性が高まるという認識が高まっているといえよう。

86

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）GIO ユーザー企業 210 社に対する調査
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株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)GIO ユーザー企業 210 社に対する調査より

IIJ GIO サービスレベルの
改善度
(オンプレミスとの比較)

IIJ GIO 稼働率・信頼性に
対する満足度
不満
1%

改善
され
ない
2%

観察
して
やや いない
不満
8%
9%

やや
満足
34%

観察し
ていな
い

18%
非常に
満足
48%

あまり
改善
されな
い
6%

大幅に
改善
24%

多少
改善
50%

他方クラウドの利用に消極的な声も多く、様々な調査報告の中で「セキュリティの懸念からクラウドの導入を
ためらう」という項目が筆頭に掲げられている。今回の調査ではクラウドに対する深堀はしていないが、クラ
ウド利用に際しての情報セキュリティという観点で二つの設問を設けている。

クラウドサービス利用状況と重要情報
（個人情報・顧客情報・機密情報等）の
保管状況

クラウドサービス利用に関するセキュリ
ティルールの整備状況
未回答
4%

重要情報を
保管
している
26%

規定が
ある
17%
利用なし
45%
規定は
無い
57%

利用してい
るが
重要情報は
保管
してない
29%

他の
セキュリ
ティ
規定で
代用
22%

2013 年の日本国内調査によると、クラウドを利用していない企業の 55%がクラウド利用に関するセキュリ
ティルールを設けていない。今回の調査でも、クラウドサービス導入に際してセキュリティ基準が無いとされ
る在米日系法人が 57%に及んでいる。「クラウド」と称することで、提供される情報サービスの中身が抽象
化されてしまい、セキュティにとどまらず、サービス品質の透明性が失われないよう、提供者も利用者も各々
正しい認識、理解が必要となることは言うまでも無い。
またクラウドを利用していると回答した法人が 55%を超え、その中でも個人情報、顧客情報、機密情報等の
保管にも利用しているという回答が 30%近くに及んでいる。
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今回の調査ではクラウドの利用の詳細（プライベート or パブリック等）を伺っていないが、日本国内の平均
からすると、積極的に活用しているように見受けられる。
後述するが、米国内での企業内情報システムサービスのサポートが限定的なため、ユーザー部門主導でク
ラウドの活用が進んでいるものと推測するが、取り扱う情報と導入・運用に際してのセキュリティ基準の策定
が求められてくるところだ。

（5） 日本との関係
情報セキュリティ対策
に対する日本からの関与

日本からの支援
未回答
1%

未回答
1%

対策含め
全て日本
が主導
32%

十分な
支援が
ある
22%

特に日本
の関与は
無い
29%

特に支援は
無い
45%

支援が
不十分
と思う
32%

方針は継
承している
38%

最後に日本本社と米国拠点の関係についてみていく。日本本社のセキュリティ対策への関与であるが、日
本本社の方針を継承しているもしくは、日本本社が対策を主導している企業が約７割となっている。その一
方で、日本からの支援が十分であると感じている米国拠点は約 2 割である。方針については日本本社から
提示されるものの対策実施は現地にまかせられているということであろう。日本国内調査の結果からも、海
外拠点のセキュリティ対策が課題と感じている企業は多い。グローバル展開を中長期の成長戦略の中心に
位置付け海外拠点の重要性が増す一方で、海外における人材の流動性の高さによるセキュリティ意識の
定着の難しさ、海外拠点のセキュリティ人材の確保の難しさを日本本社としても認識してきている。特に米
国はサイバーアタックの被害が、ますます深刻になってきており、セキュリティ対策の推進が必要不可欠で
ある。海外拠点が被害にあえば、日本本社も対岸の火事とはいかない。ましてや、サイバーアタックにおい
ては、国内に飛び火することも十分にある。グローバル展開を推進する日系企業においての、本社と米国
拠点の役割分担・連携が進み、セキュリティ対策が推進されることを願う。
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6 終わりに
現在、我々の日常のあらゆる場面が IT ネットワークに囲まれている状況下において、サイバーセキュリティ
は益々大きく、かつ身近な問題となっており、いつわが身に被害が起こってもおかしくない状況である。
今後さらに、インターネットを活用したビジネスは、様々な分野、例えば医療・健康、高齢者支援、教育、環
境・エネルギーなど広範な分野で発展が見込まれ、まさにインターネットは成長産業のカギとなる技術と言
えるが、他方インターネットの活用が進むことで、サイバーセキュリティのリスクもより大きなものとなり、リス
ク管理・リスクの低減の取り組みは急務となっている。
今回、在米日系企業のサイバーセキュリティ対策のアンケート調査の結果も紹介したが、全般的に基本対
策はなされている所が多く、また日本国内に比べスマートフォン等紛失時等の遠隔操作（MDM）の導入も高
いなど、リスクに対する意識の高さはうかがえた。他方、クラウドの利用率は日本国内より高めであり、また
企業内の体制も日本国内に比べれば脆弱と思われる所もあり、かつセキュリティ対策に対する日本からの
関与も少なめであるなど、潜在的なリスク要因も見受けられる。インターネット社会において、海外拠点のサ
イバーセキュリティのリスクは、そのまま日本国内本社のリスクにつながるということを考えれば、一層の取
り組みが必要ではないかと思われる。
サイバーセキュリティ対策に万能はないが、世界各国の多くの企業・人々に共通の課題ということを考えれ
ば、対策等の共有は非常に有意義と思われる。この分野で先進的である米国と日本が中心となって、サイ
バーセキュリティ対策の共有を進めることが、インターネット・ビジネスを一層発展させるために不可欠では
ないだろうか。

※ 本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内容に関しては、
その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者及び執筆者が所属する組織が
如何なる保証をするものでもありません。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によっ
て損害を被った場合も、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。
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