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Abstract

2010年に、米国とイスラエルがイランの核施設を破壊するためにマルウェア「Stuxnet」を利用した
サイバー攻撃を行ったとされている。Stuxnetは、イランのナタンズ核施設のシステム管理者にはシ
ステムが正常に稼動しているように見せかけながら、同施設の一部を機能停止させることに成功し
た。これは国家によるサイバー攻撃の例であるが、社会的にICTの活用が広まる中で、何らかの主義
主張を持った集団などが社会の破壊を企図してサイバーテロを起こす可能性は高まっている。特に
現在は様々な社会基盤の運用がICTによって支えられており、そこへサイバーテロが加えられる危険
性は常に存在する。そのようなサイバーテロに対して、社会基盤に関わる情報システム全体を見通
し、総合的な対応を主導する主体として政府CIOの役割の重要性も高まるものと考えられる。本研究
では、先に日本でも任命された政府CIOに着目し、社会基盤に対してのサイバーテロを含めたセキュ
リティインシデント全般に対して、政府CIOが果たすべき職務上の役割と現行法制度上の課題につい
てリスクマネジメントの観点から検討する。
Keywords: 政府CIO、セキュリティインシデント、リスクマネジメント

１．はじめに
2010年に、米国とイスラエルがイランの核施
設を破壊するためにマルウェア「Stuxnet」を利
用 し た サ イ バ ー 攻 撃 を 行 ったとされている。
Stuxnetを用いた攻撃は、イランのナタンズ核施
設のシステム管理者にはシステムが正常に稼動
しているように見せかけながら、同施設の一部
を機能停止させることに成功したとされるので
ある。これは国家によるサイバー攻撃の例であ
るが、社会的にICTの活用が広まるなかで、何ら
かの主義主張を持った集団などが社会の破壊を
企図してサイバーテロを起こす可能性も高まっ
ている。
現在は、様々な社会基盤の運用がICTによって
支えられており、そこへサイバーテロが加えら
れる危険性は常に存在する。そのようなサイバ
ーテロに対して、社会基盤に関わる情報システ
ム全体を見通し、総合的な対応を主導する主体
として政府CIOの役割の重要性も高まるものと考
えられる。
本研究では、先に日本でも任命され、その役
割が法定された政府CIOに着目し、社会基盤への
サイバーテロを含めたセキュリティインシデン
ト全般に対して、政府CIOが果たすべき職務上の

役割と現行法制度上の課題についてリスクマネ
ジメントの観点から検討する。
２．CIOの役割の定義
情報社会の進展にあって、様々な組織におい
て CIO が任命されてきた。
行政組織において任命されている CIO の役割
に関しては、「行政 CIO とは、IT の効果的な活
用によって、業務改革や情報システムを分析・
評価し、最適化計画の実現を目指す責任者であ
る」(小尾・岩崎 2005：53-54)と定義されている。
日本政府においては、2012 年 8 月に、リコー
ジャパン顧問を務めていた遠藤紘一氏が日本政
府における初の政府 CIO に任命された。この任
命の直後、IT 戦略本部決定・行政改革実行本部
決定「政府 CIO 制度の推進体制について」が出
された。この決定では、以下の三つの事項が確
認された。
一点目は、内閣官房に政府 CIO が置かれると
いうことである。そして、その任務として、電
子行政の合理化や効率化などを迅速かつ強力に
推進することがあげられた。
二点目は、政府 CIO に求められる役割の大枠
についてである。それは、以下の通り記されて

いる。
政府CIO法第三条は、国家公務員法などに「内
閣情報通信政策監」の職名を加えるための条文
である。
附則は、施行期日と今後の検討事項から成る。
検討事項は、以下の四点があげられている。

政府 CIO は、IT 政策を担当する国務大臣及び
行政改革担当大臣を助け、電子行政推進に関
する基本方針(平成 23 年 8 月 3 日高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部決定)のうち、
政府 CIO 制度の役割として掲げられた事項に
基づいた職務(制度・業務プロセス改革の推進
及び当該改革の推進に資する IT 投資、政府全
体の IT 投資の管理、電子行政に関する戦略等
の企画・立案・推進等)に関する企画及び立案
並びに総合調整を行うこととする。
(「政府 CIO 制度の推進体制について」より)

一

二

三点目は、IT 戦略本部と行政改革実行本部が
政府 CIO の職務執行に最大限協力するというこ
とである。
以上から確認出来るように、政府 CIO は、内
閣官房という政府全体の総合調整を行う部署に
置かれ、業務プロセス改革を推進するとともに、
IT 投資の管理や電子行政に関する戦略などの企
画立案や総合調整を行うこととされたのである。
これは、先に引用した小尾・岩崎[2005]の定義に
沿うものである。

三
四

検討事項を見ると、政府CIOには、いわゆるオ
ープンガバメント・オープンデータに関わる施
策や番号制度の構築に関わる施策への関与が想
定されていることが窺える。2012年の「政府CIO
制度の推進体制について」発表と2013年の政府
CIO法成立の間には、民主党政権から自公連立政
権への政権交代があったが、2012年に任命され
た遠藤氏は引き続きCIOの任にあり続けた。さら
に、政府CIOに求められる役割としてオープンガ
バメント・オープンデータの推進や番号制度の
構築が中心に据えられている点も一貫している
(本田・須藤[2014])。とりわけ、番号制度の構築
については、政府CIO任命に至った直接の原因と
して、税・社会保障に関わる番号の導入が俎上
に載せられたことによる。そこで、政府CIO法案
は、税・社会保障に関わる番号の導入のための
法案と同時に審議されたのである。それゆえに、
日本政府のける政府CIOの主な役割は番号制度導
入に向けた府省横断的な計画の作成やIT投資に
関する総合調整となるものと考えられる。

３

政府CIO法における政府CIOの位置づけ
日本政府においては、2012年に政府CIOが任命
されたが、その役職について法律による裏付け
がなされたのは、2013年の通常国会で成立した
政府CIO法による。そこで、現行法制度上の日本
政府の政府CIOの役割について明らかにする。
政府CIO法は三条と附則から成り、内閣法や高
度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本
法)などの改正を行う条文によって構成されてい
る。
政府CIO法第一条は、内閣法の改正に関する条
文であり、内閣官房の中に「内閣情報通信政策
監一人を置く」ことが法定された。この内閣情
報通信政策監が政府CIOである。
政府CIO法第二条は、高度情報通信ネットワー
ク社会形成基本法(IT基本法)の改正に関わる条
文であり、この第二条によるIT基本法の改正に
よって、政府CIOはIT総合戦略本部に国務大臣と
同じく本部員として参加することとされた。そ
して、本部長である内閣総理大臣が本部員に行
わしめる活動として、以下の四項目が示された。
一
二
三
四

行政機関が保有する情報をインターネッ
トその他の高度情報通信ネットワークの
利用を通じて公表するための方策
前号の情報を民間事業者が加工し、イン
ターネットその他の高度情報通信ネット
ワークの利用を通じて国民に提供するた
めの方策(当該情報の提供を受ける者が本
人であることを確認するための措置を簡
素化するための方策を含む。)
行政機関による情報システムの共用を推
進するための方策
行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第二条
第十四項に規定する情報提供ネットワー
クシステムを効率的に整備するための方
策
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想定されるセキュリティインシデント
前の章において、日本政府における政府CIOの
主な役割として番号制度の構築を統括すること
があげられるとまとめた。この番号制度も重要
な社会インフラである。番号制度が構築され実
際にシステムが稼働した際には、その安定的な
運用が不可欠となり、障害の発生は社会生活全

府省横断的な計画の作成
関係行政機関の経費の見積りの方針の作
成
施策の実施に関する指針の作成
施策の評価
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般へ悪影響を及ぼす。それゆえに、そのような
社会を支える各種のインフラに対してサイバー
テロを企図する主体の存在も想定される。
サイバーテロのような組織内ネットワークへ
の不正侵入など、事業運営を危うくする確率及
び組織の情報セキュリティを脅かす確率が高ま
る状況が発生した状態をセキュリティインシデ
ントと総称される(Mather et al/[2010])。本研究で
は、セキュリティインシデントとして、イラン
の核施設を破壊するために使用されたとされる
マルウェア「Stuxnet」の事例のような社会基盤
の破壊を目的としたサイバーテロを想定して、
起きうる障害について論じる。
本研究が参照するのは、日本再建イニシアテ
ィブ[2013]の第4章「サイバーテロ」で示された
想定である。この第4章はサイバーセキュリティ
の専門家である名和利男の手により執筆されて
おり、中国の人民解放軍によるサイバー戦を紹
介した後、日本で発生する可能性のあるサイバ
ーテロに関する「最悪のシナリオ」を描いてい
る。
まず、インターネットなどを利用した遠隔監
視システムを導入している日本のガス輸送パイ
プライン網が中国からのサイバー攻撃を受けて
停止する。ガス会社は情報システムの管理をベ
ンダーに任せているので、自らで有効な対策を
打てず、影響は電力会社などにも及び、混乱が
広がる。日本政府も各省庁で別々の対応をして
おり、情報共有が図れずに、対応は後手に回る。
また、対策のために民間から優れたハッカーを
雇うとしても、日本政府はハッカーのことを理
解していないので、それも思うように進まない。
これが、日本再建イニシアティブ[2013]で示され
たシナリオである。
各種の社会基盤の運用では、ICTの活用(及び
依存)が進んでおり、そこで発生するセキュリテ
ィインシデントは事業運営を危うくする。社会
基盤の運用に限らず、現在の社会システムは複
雑に絡み合っており、一箇所の不具合の影響は
多方面に及ぶ。

ニシアティブ[2013]におけるシナリオでも言及さ
れているが、NISCは、情報共有の仕組みを所管
しており、重要インフラ十分野(情報通信、金融、
航空、鉄道、電力、ガス、物流、医療、政府・
行政、水道)のそれぞれに情報共有を図ることと
されている。しかし、その情報共有の仕組みが
的確に機能しない可能性も先のシナリオで指摘
されている。
セキュリティインシデント発生時には、NISC
がその対応に当たることが想定されている。こ
のNISCのセンター長は、危機管理担当内閣官房
副長官補である。内閣官房副長官補は内閣に3名
置かれ、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣
危機管理監及び内閣情報通信政策監(政府CIO)を
助けることとされている(内閣法第十八条)。
NISCのセンター長である内閣官房副長官補は、
「危機管理担当」となっており、内閣危機管理
監を主に補助するものと考えられる。セキュリ
ティインシデントは危機の発生であり、内閣危
機 管 理 監 が 係 わ る 職 務 と して規定されている
「危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な
被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事
態への対処及び当該事態の発生の防止をいう)」
(内閣法第十五条2)に含まれる事態である。そこ
で、セキュリティインシデント発生時には、内
閣危機管理監とNISCが主導的な役割を果たすこ
とが求められていると考えられる。
政府CIOが政府CIO法による内閣法の改正によ
って新設されたポストであることは先に確認し
たとおりである。この政府CIOと内閣危機管理監
は、内閣法において、同等の立場として規定さ
れており、上下関係はない。両者の分けるのは、
その役割の相違である。内閣危機管理監の職務
はは先にも紹介した危機管理である。対して、
政府CIOの職務は、本稿でも確認してきたところ
であるが、内閣法第十六条2の規定によれば、
「情報通信技術の活用による国民の利便性の向
上 及 び 行 政 運 営 の 改 善 に 関するものを統理す
る」とされている。
内閣法の規定に従うと、危機発生前のICT利活
用による国民生活の利便性向上に関わるのは政
府CIOであり、主に危機発生後にその対応に当た
るのが内閣危機管理監やNISCであるとまとめら
れる。しかし、情報システムにおける危機管理
対策は、その構築時から必要とされる。政府CIO
には、IT投資の管理や電子行政に関する戦略な
どの企画立案や総合調整を行うこととされてい
る。そこで、政府CIOには、その投資の管理や戦
略の企画立案にあって、セキュリティインシデ
ントへの対策も考慮し、なおかつ、セキュリテ
ィインシデント発生時にも、情報連携などの場
面で、その果すべき役割があるものと考えられ

5 セキュリティインシデントに対する課題と
政府において対応する役職
社会インフラへのサイバーテロのようなセキ
ュリティインシデント発生時に生起が予想され
る課題は、政府各機関や役職間で生じる相克に
よる対応策の遅れである。日本再建イニシアテ
ィブ[2013]でも、政府における情報共有の不全が
課題として指摘されている。
日本政府にあっては、セキュリティインシデ
ント発生時に対応にあたるのは、NISC(内閣官房
情報セキュリティセンター)である。日本再建イ
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る。セキュリティインシデント発生前後で切れ
目のない対応が必要とされており、それを欠い
た時には、日本再建イニシアティブ[2013]におけ
るシナリオのように、事態の発散的な拡大に至
ってしまうのである。

神岡[2011]は災害危機管理に限定した議論である
が、危機は災害時に限定されず、災害危機管理
においてCIOが重要な役割を果たすのであれば、
災害ではなく危機全般においてCIOが重要な役割
を果たすと考えられる。
日本再建イニシアティブ[2013]で示されたシナ
リオにおいては、攻撃を受けたガス会社は情報
システムを任せた先のベンダーとの情報共有が
的確に行えず、政府にあっても、NISCを中心と
した情報共有の仕組みが機能せずに、混乱の収
拾に失敗している。この想定をもってして、情
報システム全般を統括し、セキュリティインシ
デント発生前から、そのリスクを最小化するた
めの取組みを行う存在の必要性が指摘され得る。
とりわけ、セキュリティインシデント発生後
に、どれだけ早期に平常時の状態への復帰が出
来るのか否かが重要となる。セキュリティイン
シデント発生直後は、内閣危機管理監やNISCが
中心となって対応するとしても、その後に、い
かに平常時の情報システムの責任者である政府
CIOに引き継ぎを行うのかを検討しておく必要が
あるのである。日本政府の政府CIOにあっては、
平常時から、セキュリティインシデント発生に
備えて、出来得る限りその損害を最小にすべく、
リスクマネジメントに注力することが求められ
ていると結論付けられる。
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サイバーセキュリティ対策に関する計画
日本政府は、重要な社会インフラに関わるサ
イバーセキュリティ対策を行ってきた。2005年
には、「重要インフラの情報セキュリティ対策
にかかわる第1次行動計画」、2009年には、「第
2次行動計画」が発表されている。
「重要インフラの情報セキュリティ対策にか
かわる第2次行動計画」では、「安全基準等の整
備及び浸透」「情報共有体制の強化」「共通脅
威分析」「分野横断的演習」「環境変化への対
応」が柱となっている。
この行動計画は、2013年に発表された「サイ
バーセキュリティ戦略」に基づき、見直しが予
定されている。山内[2013]は、その見直しの際に
検討すべき事項として、以下の五つの点をあげ
ている。
(1) 重要インフラ範囲の見直し
(2) 安全基準等の整備及び浸透
(3) 情報共有体制の強化
(4) 障害対応体制の強化
(5) リスク分析の強化
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おわりに
本研究は、政府CIO法などにおける政府CIOの
職務の位置付けを確認した上で、セキュリティ
インシデント発生前後において想定される課題
を明らかにし、政府CIOも危機管理の仕組みの中
に組み込んでいくことの必要性について論じた。
本研究では、実際には発生していない事態につ
いて、シナリオを参照して議論を展開したが、
今後は具体的な事例の分析などを行うことで、
より精緻に政府CIOの役割を明らかにしていく作
業が求められている。

山内はNISCの参事官を務めており、今後の政府
の計画見直しの方向性を、窺い知ることが出来
る考えられる。ここで挙げられている点は、そ
れ以前の行動計画の延長線上にあるものであり、
NICSを中心とした危機管理体制自体に変更は加
え ら れ な い も の と 考 え ら れる。そして、 山内
[2013]においては、政府CIOへの言及がなされて
いない。しかし、新たに政府CIOが任命され、政
府の情報システムを統括することが法定されて
いる以上、危機管理における政府CIOの役割を明
確化しておく必要があるだろう。
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政府CIOによるリスクマネジメント
神岡[2011]は、災害時の危機管理とCIOの関係
について論じたものである。その結論部分に、
次のような一節が見出せる。
災害危機管理において情報や情報システムが
重要な核となることには異論がないだろう。
それらの最高責任者がCIOであるということを
考えると、行政機関の災害危機管理における
CIOの役割は現状よりは大きく、また明確であ
るべきではないだろうか。(神岡[2011:12])
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