
1

サイバーセキュリティ 
リスクの矛盾
社会、経済、技術的要因によるマルウェア
発生率への影響

マイクロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート (特別版 )

David Burt、Paul Nicholas、Kevin Sullivan  
(Microsoft Trustworthy Computing)

Travis Scoles  
(Schireson Associates)



2

社会、経済、行政の急速な発展を促す情報通信技術 (ICT) に社会が依存を深める傾向は世
界中で見られます。このような発展の一方で、デジタル インフラストラクチャへの新た
な脅威も生まれています。

そのため、各国が国家レベルでサイバーセキュリティに寄与する要因を理解し、自国に
おいてデジタルの可能性を引き出せる計画を策定できるようにすることがきわめて重要
です。このことを念頭に、マイクロソフトでは国家的なサイバーセキュリティ戦略の策
定についてまとめた、いくつかの提言を最近発表しました。1 

各国ではその国に特有のサイバーセキュリティの問題に直面しています。それぞれの問
題に寄与する要因を理解することは、特に発展途上国においてはきわめて重要です。と
りわけ、技術的発展の利点とリスクは等しく共有されるとは限りません。一部の国で実
施したマルウェア感染率の分析結果を基に、このホワイトペーパーでは情報通信技術の
近代化の初期段階で多くの国が直面する不均衡な問題点を重点的に取り上げています。
さらに、サイバーセキュリティの強化に欠かせない社会的、経済的、技術的な要因を特
定し、セキュリティの向上を目指す国を対象としたいくつかの提言もまとめています。

サイバーセキュリティという言葉は、聞く人によってさまざまな意味を持ちます。一般
市民はサイバーセキュリティが個人情報の保護に関するものであると感じるかもしれま
せんが、企業ではビジネスの継続性を実現する手段として見なすかもしれません。政策
という意味では、サイバーセキュリティとは基本的に市民、企業、および政府が、機密を
守ることができる安全で信頼性の高い方法でコンピューティング目的を達成できるよう
にする活動やリソースの集まりを表します。

現代社会におけるサイバーセキュリティの重要性を考えた場合、政策立案者にはセキュ
リティの有効性を評価するための基準が必要になります。より効果的な評価基準を定義
することを目的に、マイクロソフトでは 2013 年に、サイバーセキュリティに寄与する技
術的および非技術的な主要因への理解を深められるようにサイバーセキュリティ予測モ
デルの調査を共同で始めました。調査結果である『サイバーセキュリティ ポリシーとパ
フォーマンスのリンク』2 では、サイバーセキュリティのパフォーマンスを測定する代わ
りに、悪意のあるソフトウェア (マルウェア ) の感染率を追跡して、サイバーセキュリティ
のパフォーマンスを評価しています。以下に示すマルウェア感染率は、マイクロソフト
の悪意のあるソフトウェアの削除ツール (MSRT) を世界中の 6 億台のデバイスで毎月実行
した結果から抜粋したものです。マイクロソフトは、この調査結果を年 2 回発行するセ
キュリティ インテリジェンス レポート (SIR)3 で公開しています。それらのレポートでは、
エクスプロイト、脆弱性、マルウェア、その他のインテリジェンス データの全体像を分
析しています。

SIR では CCM (Computers Cleaned per Mille) と呼ばれる測定基準を使用してマルウェア
の感染を測定しています。CCM は MSRT を 1,000 回実行するごとに感染が除去されたコン
ピューターの台数を示します。たとえば、第 1 四半期に特定の場所で MSRT を 5 万回実
行して、200 台のコンピューターから感染を除去した場合、この期間のマルウェア感染率
は 4.0 (200 ÷ 50,000 × 1,000) になります。CCM の数値が低いほど、マルウェアの感染率は
低くなり、サイバーセキュリティのパフォーマンスが高いことを意味します。

はじめに

背景

1 『サイバーセキュリティのための国家戦略の策定 : セキュリティ、成長とイノベーションの基盤』(英語 
  情報 )、Cristin Goodwin/Paul Nicholas、マイクロソフト、2013 年 10 月 (http://aka.ms/national-strategy)

2 『サイバーセキュリティ ポリシーとパフォーマンスのリンク』、マイクロソフト、2013 年 2 月  
  (http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=36523)

3 『マイクロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート (SIR) 第 15 版』、マイクロソフト、 
  2013 年 10 月 (http://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=40871)

セキュリティ イン
シデントは、これま
で (そしてこれから
も ) メディアが 頻繁
に取り上げるトピッ
クではありますが、
マルウェアの蔓延度
で判断されるサイ
バーセキュリティ
は、2011 年から  
2012 年の間に改善
されています。
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各国のマルウェア発生率の変化

『サイバーセキュリティ ポリシーとパフォーマンスのリンク』では、(CCM で測定した ) マル
ウェアの蔓延度は、その国の経済および社会の発展に伴うさまざまな評価基準と相関性があり、
総じて先進国のサイバーセキュリティは発展途上国より効果的であるとしています。

もちろん、マルウェアの感染率はサイバーセキュリティに影響する 1 つの要因に過ぎず、ポリ
シーこそが重要な役割を果たすのは当然のことです。また、技術以外の要因も技術的なサイバー
セキュリティに影響します。『サイバーセキュリティ ポリシーとパフォーマンスのリンク』では、
80 を超えるさまざまな社会 /経済政策指標を調査し、そのうちの 34 の指標 (国民 1 人当たりの
国内総生産、識字率、法規など ) を基に、その国のマルウェア感染率を予測する統計モデルを
構築しました。作成されたモデルでは、国々を 3 つのグループに分けています。

1  Maximizer (最上級 ) 

モデルの想定を上回る効果的なサイバーセキュリティ機能を持つ国

2  Aspirant (中級 ) 

モデルと同じ水準で、サイバーセキュリティ機能を開発中の国

3  Seeker (初級 ) 

モデルの想定を下回るサイバーセキュリティ リスクの高い国 Seeker 諸国は、一般に、 
経済的には発展し続けていますが、技術的な発展の水準は低いままです。

『サイバーセキュリティ ポリシーとパフォーマンスのリンク』では、マルウェアの蔓延度と
社会経済的な要因および政策的選択との関係を調査しました。このホワイトペーパーでは、国
家的発展の変化と長期的に見たサイバーセキュリティとの関連性について理解を深めることを
目的としており、特に Seeker 諸国でのサイバーセキュリティの変化について深く掘り下げてい
ます。

マルウェアの発生率は、時間の経過とともに変動するのは当然のことです。マイクロソフトで
は感染パターンを測定しているため、国内の多数のコンピューター システムを感染させるたっ
た 1 つのマルウェアで、マルウェアの発生率が短期間に大幅に増加する可能性があります。ま
た、MSRT を更新することで、以前には気付かれなかったマルウェア ファミリが検知されるよ
うになり、マルウェアの発生率が急激に増加する可能性もあります。

このような不安定さは、マルウェアの検知件数が 2012 年 9 月から同年 12 月までの 3 か月で 3 倍
以上になった韓国の例にも見られます。これは、以前には検知されなかった 2 つのマルウェア
変種を検知する機能が MSRT に追加されたためです 4。このレポートで説明しているモデルに
見られるこのような不安定さの影響を補正するために、3 か月ごとのマルウェアの発生率を国
ごとに平均化して、平滑化した年間の数値を算出しています。

セキュリティ インシデントは、これまで (そしてこれからも ) メディアが頻繁に取り上げるト
ピックではありますが、マルウェアの蔓延度で判断されるサイバーセキュリティは、2011 年
から 2012 年の間に改善されています。この調査の対象となった 105 か国の分析結果によると、
マルウェアの蔓延度は 11.2 CCM から 9.2 CCM に減少しています。大多数の国 (87.5%) では、
2011 年から 2012 年にかけてマルウェアの発生件数が減少 (平均で 23.3% の減少 ) しており、こ
れはサイバーセキュリティの改善を意味します。

4  『マイクロソフト SIR 第 14 版』、2013 年 1 月 (http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=38433)
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マルウェアの発生率 : 世界全体と Seeker 諸国との比較

測定基準

2011 年のマルウェア発生率の平均 11.2 18.2

10.5 17.3

9.2 17.6

7.2 14.5

-23.3% -3.7%

-26.7% -7.4%

87.5% 65.5%

2011 年のマルウェア発生率の中間値

2012 年のマルウェア発生率の平均

2012 年のマルウェア発生率の中間値

マルウェア発生率変動の平均

マルウェア発生率変動の中間値

マルウェア発生率が減少した国の割合

全体 Seeker

図 1: 

マルウェア発生率の 
変動の比較

図 2:  
国別のマルウェアの変動。青色
は 2011 年から 2012 年にかけて
マルウェアの発生率が減少した
国を表し、赤色は増加した国を
表します。データのない国は白
色で表されています。

2011 年にはマルウェアの発生率が低い国でマルウェアの減少がさらに多く見られるよ
うになりましたが、発生率が高い国 (サイバーセキュリティの質が比較的低い国 ) でも
一定の改善が見られました。

Seeker 諸国におけるマルウェア発生率の低下傾向は、特に興味深いものです。2011 年
の時点で Seeker 諸国には強力なサイバーセキュリティが整備されておらず、マルウェ
アの発生率は全体的に高めの傾向があり、同時に経済的 /社会的発展度も低いもので
した。Seeker 諸国にはマルウェアの発生率が低下している国もあれば、逆に増加して
いる国もあるなど、マルウェア発生率の変動が国によって大きく異なることから、サ
イバーセキュリティの変化を調査するうえで、ふさわしい調査対象と言えます。
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図 3:  
2011 年から 2012 年までのマル
ウェア発生率の比較。 
仕切り線より上にある国では 
マルウェアに増加が見られまし
た。これらの国は、以前の調査  
(サイバーセキュリティ ポリシー
とパフォーマンスのリンク ) では 
Seeker として不均衡に特定され
ていました。

マルウェアの蔓延度に影響する要因
国レベルの開発指標を理解することで、マルウェアの蔓延度を予測でき、それは総じ
て、(マルウェアの変種の数が増加していても ) マルウェアの感染率が低下すること
にもつながりますが、マイクロソフトではサイバーセキュリティの改善度が国によっ
て大きく異なる理由を理解しようと試みました。この疑問を探求するために、マイク
ロソフトではマルウェアの蔓延度を予測するものとして以前からある 34 個の発展度
測定基準を参考にして、2011 年から 2012 年にかけてのマルウェア蔓延度の変化を説
明する新たな予測モデルを作りました。5

国別のマルウェア発生率 : 
2011 年と 2012 年の比較
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インドでは 2011 年から 2012 年
にかけてサイバーセキュリティ
の改善が見られました。2012 年
の CCM は 11.8 で、2011 年の 15.0 
から減少しました。これは世界
の平均を若干下回る数値です。
この改善は、制度が安定し向
上していることを反映してい
ます。

人口
1,228,127,400

国民 1 人 
当たり GDP

1,389

100 万人当たりのセキュリティで保護 
されたネット サーバーの台数が増加

ブロードバンドの 
普及率は、2011 年の
技術測定基準と 
同様に、平均を 
はるかに下回る

国民 1 人当たりの 
GDP が増加

1.1% 対 14% 23%

5.7%

デジタル アクセス

制度の安定性

経済発展

平均を下回るが向上している

比較的好調で向上している

平均を下回るが向上している

法整備
2.9 対 3.3 (中間値 )

8 対 5.2 (中間値 )
人口動態の安定度

16%
政治の 

腐敗により
低下

事例 :
インドにおけるサイバーセキュリティ

5 34 個の発展度測定基準は世界銀行ガバナンス指標などの情報に基づく  
(詳細については、11 ページの「付録 : 発展度測定基準」を参照 )

$
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サイバーセキュリティ
の発展

デジタル アクセス 制度の安定性 経済発展

Facebook
の普及

100 万人当たりの 
セキュリティで 
保護されたネット  
サーバーの台数

人口に占める 
インターネット 
ユーザー数

政府機関の腐敗 規制の質

識字率 国民 1 人 
当たりの 
総所得額

政権の安定度 国民 1 人 
当たりの GDP

法整備 生産性

$

図 4:  
このモデルはマルウェア発生
率の変化の予測因子が 3 つの
主要政策領域に分類されるこ
とを提言しています。

この調査で採用されたモデルのタイプ 6 は、過剰適合のリスクを削減するために予測
因子の数をできる限り少なくすると効果が最も高くなります。7 

グローバル モデル
このモデルでは、最終的に全世界におけるマルウェアの発生率の変化を予測できる 
11 個の重要な要素を特定しました。これらの予測因子は、デジタル アクセス、制度の
安定性、および経済発展の 3 つの領域に分類されます。サイバーセキュリティの変化を
予測するための各領域における予測因子の相対能力は、国によって異なりますが、概
して、このモデルはこれらの領域の発展度が平均を上回っている国でサイバーセキュ
リティの大幅な改善が見られるという予測を示しています。

デジタル アクセスは、消費されているデジタル コンテンツの質と量の両方を測定する
もので、予測因子には人口に占めるインターネット ユーザー数および人口 100 万人当
たりのセキュリティで保護されたネット サーバーの台数が含まれます。

制度の安定性は、政権の安定度や識字率などの国家、社会、および人間開発に関連す
る予測因子のグループに適用されます。

経済発展は、国民 1 人当たりの国内総生産など、国内での物品、収入、または事業の
創出に直接影響する予測因子に関連付けられます。

サイバー 
セキュリティ
の改善

6 採用したモデルはエラスティック ネット回帰で、OLS フレームワークのすべての変数にラッソおよびリッ
ジ ペナルティが適用されます。ラッソ ペナルティでは、余分な変数を除外することで変数選択に働きか
けますが、リッジ ペナルティの場合は係数の影響が小さくなります。このモデリング技法は、一般に相
関性がある予測因子を伴う高次元データで使用されます。詳細については、Zou 氏、Hui 氏、Hastie 氏の
著書『Regularization and Variable Selection via the Elastic Net』(2005 年 ) をご覧ください。このモデルの
精度は、平均 2 乗誤差によって評価されました。MSE =.1。

7 予測因子の数が多すぎて、将来の予測を的確に特定する代わりにまったく同じ既存のデータだけを照合
することで、モデルの精度が誤ったものになると、過剰適合が発生します。たとえば、1 人当たりの使用 
PC 台数とネット対応 PC の所有台数との相関性が高い場合、データの過剰適合を避けるために、1 人当た
りの使用 PC 台数だけをモデルに含めるという選択肢が考えられます。これはネット対応 PC の所有台数
がマルウェア蔓延度の変化に何の関係もないというわけではなく、インターネットのアクセスがサイバー
セキュリティの変化の度合いに影響すると言ったより広い意味で解釈できます。
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8 最小二乗法 (OLS) による回帰。MSE = .03。限定的なケース値に対するリッジ ペナルティの極端な影響に
よってモデルへの係数の影響が曖昧になるため、OLS がエラスティック ネットの代わりに採用されまし
た。ステップダウン法およびヒューリスティック法の両方によって特定されたさまざまなモデルでの予
測因子の統計的な重要性を分析することで、変数選択を行いました。すべての予測因子は 5% で大きな
影響力を持つようになります。

ブラジルでは 2011 年から 2012 年
にかけて世界の平均を上回るサイ
バーセキュリティの改善が見られ
ました。ブラジルの 2012 年の 
CCM は 9.9 で、2011 年の 17.3 から
減少しました。これは 42% の減
少に相当します。デジタル アク
セス測定基準は比較的好調である 
(その上、向上している ) だけで
なく、制度の安定性も堅調である
ことから、ブラジルではマルウェ
アの減少が実現しました。

人口
193,741,800

国民 1 人 
当たり GDP

$12,798

2011 年のブロー
ドバンド速度 : 
世界の平均をは
るかに上回る

国民 1 人当たりの 
GDP が減少

2480 GB

730 GB

2.5%

デジタル アクセス

制度の安定性

経済発展

世界の平均と同等で 
向上している

平均と同等か上回り 
向上している

平均を下回る

13%
政治の腐敗
により低下

事例 :
ブラジルにおけるサイバーセキュリティ

対

Seeker 諸国のモデル
グローバル モデルは、Seeker 諸国にのみ適用されました。調査対象となった国の数が
少なかったため (27 か国 )、モデルによって特定された予測因子の数も少ないものでし
た。その中で、以下の 3 つの予測因子が重要であることがわかりました。

1  100 万人当たりのセキュリティで保護されたネット サーバーの台数

2 政権の安定度
3 規制の質
このモデルにはこれらの 3 つの予測因子しか含まれていませんが、グローバル モデル
の 3 つの領域のそれぞれを表しています。制度の安定性および経済の発展度が高い 
Seeker 諸国には、グローバル モデルで観測された効果と同様に、サイバーセキュリティ
でも大きな改善が見られました。ところが、(100 万人当たりのセキュリティで保護さ
れたネット サーバーの台数で表されるように ) デジタル アクセスが増加している 
Seeker 諸国では、予想とは逆の結果になりました。8

デジタル アクセス予測因子の影響をグローバル モデルと Seeker モデルの両方で比較し
た場合、技術的な成熟度とサイバーセキュリティの改善との間には複雑な関係があるこ
とが強調されています。グローバル モデルでは、インターネットのアクセスおよび利用
に代わる Facebook の普及率の増加がマルウェアの発生率の減少と相関関係があること
がわかります。Seeker 諸国では、全体的なインフラストラクチャ整備の指標となる 100 
万人当たりのセキュリティで保護されたネット サーバーの台数が増加したことがマル
ウェアの発生率の増加と相関しています。つまり、Seeker 諸国でのデジタル アクセスの
増加に伴い、各地域におけるマルウェア感染も増加しているということになります。

インターネット 
対応 PC の所有台数

12%
増加

法整備

3.0 対 3.3 
 (中間値 )

$
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ICT 近代化の矛盾

 

 

 
 

デジタル アクセス

デジタル アクセスが平均
より下の国 (Seeker など ) 
では、技術的アクセスが
向上するにつれ CCM が

増加する傾向
デジタル アクセスが平均よ
り上の国 (Maximizer など ) 
では、技術的アクセスが 
向上するにつれ CCM が 

減少する傾向

図 5: 
技術開発の成熟度が 
サイバーセキュリティに 
及ぼす影響についての仮説

ICT の近代化によって、矛盾が生まれます。インターネット アクセスの増加および技
術的発展の成熟度の向上は、グローバル レベルでのサイバーセキュリティの改善と相
関していますが、その一方で Seeker 諸国には逆の結果も生じています。このような結
果を説明するために、この調査ではデジタルの成熟課程において、デジタル アクセス
の増加後にマルウェアの増殖が抑えられ、次第に減少する転換点が存在するという仮
説を立てています。

この仮説では、ICT の発展途上にある国において、国民のコンピューター システム利用
率の増加に見合った ICT インフラストラクチャを確保する準備が不十分であるため、
マルウェアが野放し状態で拡散される可能性が高いと提言しています。Seeker 諸国は
一般に、新しく導入されたテクノロジに対するセキュリティ機能の成熟度が低く、こ
れが、デジタル アクセスの増加に伴って地域のマルウェア感染率も増加する理由となっ
ています。

しかしながら、技術の高度化が十分に進んだ国では、技術的な成熟も一定のレベルま
で進んでおり、マルウェアの増殖を抑えることができます。これ以降は、技術的に成
熟した国に見られるように、デジタル アクセスの発展に伴ってサイバーセキュリティ
も改善されるようになります。

この仮説は、『サイバーセキュリティ ポリシーとパフォーマンスのリンク』で作成さ
れたモデルを使用して、さまざまな技術開発測定基準を、テクノロジの導入が比較的
低い国と高い国の両方におけるマルウェア蔓延度の変化に関連付けることで、間接的
に実証できます。

このモデルは、技術的な成熟度が高い国における ICT の成熟度とマルウェアの蔓延度を示
す 2 つの要因の逆相関を示することで、成熟度の向上がサイバーセキュリティの改善を促
すことを示唆しています。これと同じ予測因子は、Seeker 諸国では正相関となり、図 6 で
も示しているように、技術開発の成熟度が低い国では初期のデジタル アクセスの増加が
サイバーセキュリティに悪影響を与えるという定説を裏付けることになります。

このような相関関係は、この仮説の主要な原則を裏付けるものです。また、このよう
な現象は、デジタル アクセスが少ない技術的な成熟度の低い国でも ICT への投資を削
減すべきではないということも示しています。反対に、この転換点を超えることは、
サイバーセキュリティの長期的な改善と情報社会の拡大に伴うその他の利点の実現の
両面においてきわめて重要です。
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100 万人当たりのセキュリティで 
保護されたネット サーバーの台数

技術的に成熟した国 
(Maximizer)

Seeker 諸国

0.860.19

0.68-0.33

0.58-0.19

0.20-0.34

2011 年のデジタル アクセス予測因子

ブロードバンド普及率

モバイル インターネット普及率

インターネット対応 PC の所有台数

図 6:   

デジタル アクセス予測因子と Seeker 
および Maximizer 諸国における各
地域でのマルウェアの感染率との
相関関係 

図中の数値は相関関係を表す係数
で、値の 1 および -1 は完全相関を
表し、0 は相関関係がないことを表
します。

たとえば、この表ではブロードバン
ドの普及率の増加に伴い、Maximizer 
諸国 ( 技術的な成熟度が高い国々 ) 
ではマルウェアの発生率が減少し
ている (-0.33) のに対し、Seeker 諸
国 (技術的な成熟度が低い国々 ) で
はマルウェアの発生率が増加して
います (0.68)。

このような問題に対処するために、グローバル ICT ベースラインでは、サイバーセ
キュリティ機能を構築する場合のガイダンスを示しています。これらの機能には、
ソフトウェア開発、サイバーセキュリティ インシデントへの対応機能、補足ポリ
シーの作成、およびリスク管理が含まれます。マイクロソフトが最近発表したサイ
バーセキュリティの国家戦略に関するホワイトペーパーでは、これらの機能の概要を
説明しています。9 

サイバーセキュリティ機能を開発することは、Seeker 諸国におけるインターネットの
長期的な将来にとってきわめて重要です。国連の国際安全保障分野における情報通信
分野の発展について話し合う専門家グループは、2013 年の報告書で以下のような提
言を行っています。
国家は国連機関や民間部門を含む国際組織と協働しながら、特に発展途上国のような支援を
必要とする国々における ICT の安全とその利用における能力開発のために、どのような形で最
も効果的に技術その他の支援を提供できるかを検討すべきである。10

能力開発における協力関係は、いくつかの点でグローバル ICT エコシステムに利点を
もたらします。第 1 に、Seeker 諸国におけるサイバーセキュリティの向上は、各国間
の開発、取引、相互関係の機会を広げます。サイバーセキュリティは、重要なインフ
ラストラクチャ パフォーマンスの向上に貢献するだけでなく、情報システムにおける
信頼性および安定性にも影響を及ぼします。信頼性が向上することで、経済取引や成
長に拍車がかかるのです。
第 2 に、サイバーセキュリティが向上すると、Seeker 諸国の新たな ICT 投資がサイバー
犯罪の踏み台にならずに済み、自国の政府や国民のために国内外でより効果的にリス
クを管理できるようになります。サイバー犯罪関連の政策立案および警察のトレー
ニングに関する能力開発の取り組みを重視することが、Seeker 諸国において、増え続
ける新たな ICT 投資の問題への備えになるのです。

第 3 に、Seeker 諸国でサイバーセキュリティの専門知識が向上することで、それらの国
における公的および民間の機関がセキュリティ専門家コミュニティにより広く参加し、
保護、検知、応答、復旧などのあらゆる活動に従事できるようになります。そして、ひ
いては世界の安定やサイバースペースのセキュリティに貢献することになります。

サイバーセキュリティの概念は世界中で応用できますが、社会的および文化的な違
いを尊重しながら進めていく必要があります。このホワイトペーパーで調査したさま
ざまな要因によって、サイバーセキュリティ環境がどのように形成されるのかを理解
することは最も重要です。

9 『サイバーセキュリティのための国家戦略の策定』(英語情報 )、Goodwin および Nicholas、2013 年

10   国連の国際安全保障分野における情報通信分野の発展に関する専門家グループによる報告書、 
  10 ページ、2013 年 6 月 (http://aka.ms/GGE-Report)
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結論と推奨する対応策

マイクロソフトで
は、国家戦略の基礎
として、これらの  
7 項目の実践を推奨
しています。

サイバーセキュリティへの諸国の取り組みの違いを調査するために、マイクロソフト
は最新のレポート『サイバーセキュリティ ニーズの階層 : ネット社会における国家的
優先課題の展開』(英語情報 )11 を作成しました。この報告書では、サイバーセキュリティ
の優先課題と国民のニーズとを一致させることで、インターネットの利点を最大限活用
しようと模索している国に焦点を当てています。

情報通信技術の重要性が高まり続ける中で、各国がサイバーセキュリティの利点を最
大限に活用するには、サイバーセキュリティに必要とされる投資を行うことが欠かせ
ません。サイバーセキュリティは国よって異なるさまざまな要因に左右されますが、
すべての国民に利益となる技術的、社会的、経済的な成果を向上させる政策を重視す
ることで、将来的な改善に向かって最善の態勢を整えることができます。

このホワイトペーパーでは、定量的な証拠を精査することで、ICT ポリシーとサイバー
セキュリティの基盤が改善のその他の領域に関係していることを示しています。サイ
バーセキュリティの向上を最も必要としている国々では、デジタル化の発展課程にお
ける初期段階でさまざまな葛藤を経験するかもしれません。しかし、ICT のさらなる
発展によって数え切れないほどの利点がもたらされるなど、最終的には前向きな結
果を享受できるようになります。

マイクロソフトでは、各国政府に ICT の高度化、アクセス、およびセキュリティの継
続的な発展に対応する政策を検討し、その重要な第一歩として、国家的なサイバーセ
キュリティ戦略を導入することを要請しています。

1  リスク ベースのアプローチを策定する。脅威、脆弱性、結果を識別することでリ
スクを評価し、緩和、統制、コストなどの対策により管理します。

2  優先順位を設定する。混乱や障害は重要な資産や重要なセクターの間で等しく起こ
るものではないことを認識し、重大度に応じた段階的なアプローチを採用します。

3  脅威と脆弱性の警告を調整する。脅威と脆弱性の警告モデルを作ることを政府と
民間セクターのパートナーに推奨するような戦略を立てます。

4  インシデント対策機能を構築する。最も重大なサイバーセキュリティ インシデン
トに対するインシデント対策手続きを確立します。

5  国民を教育する。サイバーセキュリティに関する高度な知識が豊富な要員を養成
することは、国家のサイバーセキュリティ リスクを削減するためにきわめて重要
です。

6  研究と技術に投資する。サイバーセキュリティ、暗号学、応用数学、およびそれ
らの関連分野の進歩を推進する研究および技術的課題は、きわめて重要です。

7  グローバルに考える。できるだけ調和という目標を念頭に置きながら、国際的な
標準を最大限に取り込みます。

マイクロソフトは、政府の政策立案者と関わりを持ち、サイバーセキュリティへの国家
的なアプローチを強化するという重要な課題についての見解を分かち合うことを待ち
望んでいます。

11 『サイバーセキュリティ ニーズの階層』(英語情報 )、Oxford Analytica、 
  2013 年 (http://aka.ms/hierarchy-of-needs)
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付録 : 発展度測定基準

ブロードバンド インターネット対応 
コンピューターを所有している世帯の割合

説明

ビジネスマンや国のアナリストによって認知された腐敗の 
度合いを示す Corruption perceptions index relates (腐敗認識指数 )。
範囲は 10 (清廉度が高い ) ～ 0 (腐敗度が高い )

1 人当たりの国内総生産の現在の金額

Facebook ユーザー数

社会の独裁主義または民主主義の程度

100 人当たりの固定ブロードバンド接続数

社会に属する個人が、知的所有権、警察および 
司法制度を尊重する度合い。警察および法律監督者の資質

企業部門での規制の度合いを測定し、 
投資および競争に関する一般的な規制を特定する

100 万人当たりのセキュリティで保護された 
インターネット サーバーの台数

インターネットトラフィック転送用の国間の 
国際接続の契約容量

国の輸出額から輸入額を引いた金額と 
国内消費額を合算した金額

国家推計

成人の識字率

インターネット対応 
コンピューター台数

指標

腐敗

国民 1 人当たりの GDP

Facebook の使用率

政府の種類

ブロードバンド普及率 

法整備

規制

セキュリティで保護された 
ネット サーバー

ブロードバンド速度

市場規模

人口

識字率

Euromonitor International 
www.euromonitor.com

情報源

Transparency International 
www.transparency.org/cpi2012/results

国際通貨基金 (IMF) 
aka.ms/IMF-Data-2012

Internet World Stats 
www.internetworldstats.com/facebook.htm

最後の政権交代からの年数政権の安定度 Polity IV 
www.systemicpeace.org/GlobalReport2011.pdf

Polity IV 
www.systemicpeace.org/GlobalReport2011.pdf

国際電気通信連合 
aka.ms/ITU-Broadband-Stats

世界銀行ガバナンス指標 
aka.ms/WorldBank-Dev-Indic

世界銀行ガバナンス指標 
aka.ms/WorldBank-Dev-Indic

世界の開発指標 
aka.ms/WorldBank-Dev-Indic

世界の開発指標 
aka.ms/WorldBank-Dev-Indic

世界の開発指標 
aka.ms/WorldBank-Dev-Indic

労働生産性。つまり、従業員 1 人当たりの 
経済的な商品およびサービスの生産額生産性 Euromonitor International 

www.euromonitor.com

Euromonitor International 
www.euromonitor.com

Euromonitor International 
www.euromonitor.com

モバイル ブロードバンド 住民 100 人当たりのモバイル ブロードバンド  
サブスクリプションの数

国際電気通信連合 
aka.ms/ITU-Broadband-Stats 

人口動態の安定度 病気や自然災害などの圧力によって、政府は市民を 
保護することが困難になる

破綻国家指数 
ffp.statesindex.org
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