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I 信頼できるコンピューティング – はじめに 

 

 Bill Gates は、2002 年 1 月 15 日にマイクロソフトのすべての従業員に対して、「信頼できるコンピュー

ティング (TwC)」のイニシアチブを発表する覚書を配信しました。1 この覚書で、Bill Gates は、「電気や水道や

電話のように、信頼性があり安全な」コンピューティングを提供することの重要性について触れ、可用性、セ

キュリティ、プライバシーといった信頼できるプラットフォームの主2 な側面について説明しました。また、「マ

イクロソフトは、ソフトウェアを開発する方法から、サポートの取り組み、運営やビジネス慣習にいたるまで、

企業としてあらゆるレベルで顧客の信頼を常に得ていくにあたって、変えなくてはならないことがたくさんあ

る」と述べ、このイニシアチブが、テクノロジに関するものだけではないことも明確にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Gates の覚書は http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx を参照してください。覚書に続き、概念を具体化し、会社がどのよう

に進むべきかに関する、より詳細なガイドラインを示すホワイトペーパーが発表されました。Mundie 氏、de Vries 氏、Haynes 氏、Corwine 氏共著「Trustworthy 

Computing」ホワイトペーパー http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx を参照してください。 
2 この覚書では、信頼性という言葉が使われていますが、この言葉は 4 つの 柱のうちの 1 つとなっています。 

4 つの柱と初期段階の仕事の流れを示す TwC の図解 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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信頼できるコンピューティングへの差し迫ったニーズは、社会においてコンピューティングの役割が変

わりゆくことから生じました。Bill Gates は次のように述べています。「すでにコンピューティングは、多くの

人にとって生活の重要な一部となっている。10 年以内に、私たちが行う動作の、ほとんどあらゆる側面におい

て、コンピューティングは非常に重要で欠かすことのできないものとなるだろう」最後の一文は、まったくそ

のとおりとなっています。過去 10 年において、私たちは電子メール、インスタント メッセージング、ビデオ

通話、ソーシャル ネットワーキング、ソーシャル サーチング、そしてさまざまな Web ベースのデバイス一元

型のアプリケーションを使って、社会とつながりを持つインターネット市民の到来を目の当たりにしてきまし

た。今の私たちの世界はコンピューティング テクノロジによってこれまでになく強く結びついており、またコン

ピューティングへの依存度も高まっています。 

 

この新しい世界は、すばらしい機会を生みますが、一方で私たちは新旧取り混ぜた課題に直面していま

す。電力網、世界の金融システム、その他の重要なインフラのセキュリティは長い間懸案事項となっている中、
3粘り強く諦めない攻撃者やサイバー戦争の恐怖に関わる新しい脅威モデルが、コンピューター セキュリティ

の専門家に新しい課題を突きつけています。接続されたデバイスの拡散、そして収集、分析、分散に利用でき

るデータ量とデータ タイプの大幅な増加によって、従来のルールではプライバシーを保護することが困難になっ

てきました。また、人々がデバイスやクラウド サービス、時間と場所を問わずにデータにアクセスできること

により依存するようになってきているために、情報システムの信頼性は、ますます重要性を帯びてきています。

つまり、信頼できるコンピューティングを徹底的に重視することが、これまでになく重要になってきていると

言えるでしょう。現在 10 年が経ち、信頼できるコンピューティングはどのように進化を続けていけばよいで

しょうか。 
 

II. 世界は変わる、まだこれからも 
 

信頼できるコンピューティングは、コンピュータが私たちの生活の中で果たす新しい役割を評価してス

タートしましたが、世界が再びどのように変わりつつあるか、こうした変化が TwC の 4 つの柱にどのように影

響するかを理解することは重要です。最も大きな変化は、データの一元性とインターネットに関連する問題へ

の政府の関与の仕方に関するものです。 
 

A. 一元的なデータ世界に身を置く 
 

私たちは、(電話、コンピューター、テレビ、車やセンサーなど) 数々のデバイスが接続された世界に移

行しつつあり、現在私たちが使用するデバイスの数は、所有する私たち人間の人口を上回っています。4 この

世界には、旧式のデータ (銀行の口座取引の記録、電話の通信記録など) もありますが、特に公開性が高いと思

                                                      
3 たとえば、「1997 President’s Commission on Critical Infrastructure Protection」

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) および「2008 CSIS Commission on Cybersecurity for the 

44th Presidency」(http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency) を参照してください。 

4 インターネット デバイスの数は 2010 年 8 月 50 億台に達すると予測していました。(http://www.cellular-news.com/story/44853.php) また、2015 年ま

でにインターネットに接続されるデバイスの数は、総人口の 2 倍に達するともシスコは予測しています。(http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536)  

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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われる新しい形式のデータ (ソーシャル ネットワーキングのサイトでユーザーが作成したデータや地理的な場

所に関するデータなど) もあります。個人のプライベートと仕事の境目があいまいになりつつあります。これは

「情報技術 (IT) のコンシューマーライゼーション」(個人が IT デバイスを選択し、そのデバイスを仕事とプライ

ベートの両方に取り入れ、活用したいという願望) が、歴史的に長らく異なる道具や規則によって管理されてい

た仕事とプライベート間の一線を融合する、もしくは消し去るためです。こうした情報が、豊富なデータを保

存、集計、検索、分析、拡散する新しい一元化機能が、おそらく、最も重要なこととなっています。現在では、

個人のアクティビティの履歴を追うだけでなく、新たな興味深い方法で今後のアクティビティを予測する機能

すらあります。たとえば、ある人が債務不履行に陥ってしまうかどうかが、彼や彼女の金融機関におけるクレ

ジットの評価などからではなく、ソーシャル ネットワーキングの友人が負債を支払っているかどうかから判断

する方が、より確実になってしまうようなことさえあるのです。5 データの情報が豊富だということは、また、

病気の人を治療できたり、ある人がかかりやすい病気の予測といった人の命を救うために使用できたり、医療

保険申請の却下のためにも使用できたりすることが可能になります。 

 

もちろん、すべてのデータが平等に作成されるわけではなく、地理的なデータには具体的な言及が必要

です。「ロケーション、ロケーション、ロケーション」は、不動産業界でよく口にされる単なる合言葉ではな

く、リアルタイムで個人の顧客にサービスを提供するにあたって、ますます重要になりつつあります。しかし、

同時に「GPS モニタリングは、正確で総合的な個人の行動を公に記録して生成するものであり、その人の家族、

政治、キャリア、宗教、性に関連する膨大な情報を提示してしまいます。. . 心療内科、整形外科、妊娠中絶機

関や AIDS 治療のクリニック、ストリップ クラブ、刑事事件弁護士との面会、モーテルでの時間休憩、組合の

会合、モスク・シナゴーグ・教会、ゲイバーなど、あまり考えなくても簡単に思いつく、まったくプライベー

トな性質の移動が GPS データから分かってしまいます。6 

 

この新しい世界によって引き起こされた非常に大きな変化には、明らかなリスクとはっきりしないリス

クがあります。これらの問題をよりしっかりと理解するために、情報テクノロジのモデルがどのように変化し

ているかを理解することは重要です。「World Wide Web」という言葉が生まれたのは 1990 年で、これはクラ

イアント - サーバー アーキテクチャーで参照される文書群を指しました。7 この世界における脅威は直線的で

した。 

 

 

                                                      
5 「As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit」

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/ を参照してく

ださい。 

6 米国・ ジョーンズ事件 (http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf) (Sotomayer, J., 同意、(引用元:ウィーバー 事件、12 N. Y. 3d 433, 

441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009 年)) を参照してください。本ホワイトペーパーのテーマは世界共通ですが、このテキストでは特に米国に焦点を あ

てていますことをご了承ください。著者は、OECD セキュリティとプライバシーに関する専門家グループ前副議長ならびにハイテク犯罪における G8 サ

ブグループの前議長ですが、すべての国の法律や文化を網羅することは不可能であると考えています。このため、最も身近な状況について説明しています。 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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初期の Web のネットワークを図示すると、次のようになります。 

 

 

 

今日も私たちは Web を使用していますが、そこにあるのは文書のみではありません。ユーザー、マシン、

アプリケーションならびにデータが増えたこともあり、私たちのエクスペリエンスは、はるかに豊かなものに

なっています。さらに、これらのつながりには明らかなもの (URL を入力すると Web ページが開くなど) があ

る一方、そうではないもの (その Web ページは実際には他のサイトからデータを取得してきた可能性があるこ

とがユーザーには分からない) も多くあります。この新しい世界は、次のように示すことができます。 
 

 

 
 

こうした環境において、それぞれのすべての要素 (ユーザー、マシン、アプリケーションおよびデータ) は、役

に立つこともあれば有害になることもあり、無害のこともあればリスクをもたらす場合もあります。この世界

では、脅威は直線的なものではなくなり、過去 10 年にわたって作られたユーザーやデバイスの相互の接続性を

反映し、複雑なものになってきています。 
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このように相互に接続された世界では、信頼できるコンピューティングの 4 つの柱である、セキュリティ、

プライバシー、信頼性、ならびにこの最初の 3 つの主な特性を反映する、ビジネス慣習についてどのように考

えていけばよいでしょうか。どのように「管理性の単位」を考えればよいでしょうか。これはある程度、コン

トロールの範囲に関するものです。ユーザーはユーザー側のスタックに直接責任を負うことができます (コンピュー

ターのパッチ、信頼できるアプリケーションのダウンロード、データのバックアップなど)。企業は自社データ 

センターの運用、システム管理者の雇用、ハードウェアの購入、ソフトウェアのリース、ならびにデータの管

理を行っている場合があります。その他、ある団体がこれらの要素の管理を担当する当事者と直接関係がある

場合があります。その場合、ユーザーは取引をする団体を信頼するかどうか (高い評価を受けている企業に依頼

するなど)、義務を設定できるかどうか (使用条件を含む契約により、少なくともユーザーには現実的な代替手

段があり、条件の実施を行う相当な機会があるなど) を判断できます。実際に、現在のクラウド採用のガイダン

スの大部分はこれに該当します。さらには、ユーザーが接続している要素は既に無くなっていたり、ユーザー

がコントロールや派生コントロールを持てないものだったりといったケースさえ存在します。そして同様に重

要なのが、重要な慣習 (または発生した場合は、重要な慣習への移行) に対する可視性がまったくないことです。

このようなリモートの関係において、どのように信頼を築くことができるでしょうか。私たちはどのようにし

て、個々のユーザーにとってリモートなビジネス慣習がより透過的となる世界を作ることができるでしょうか。

そして、どのようにして、他者と共有する情報が意図したとおりに使用されるよう徹底することができるでしょ

うか。 

 

アプローチの 1 つにはメタデータに依存して、適切なデータ使用とシステムの状態についての情報を示

すよう、要求する方法があります。テクノロジの管理担当者は、一貫した方法で、どのようにビジネス慣習や

準拠する国際基準を管理するかを示すことができます。これらの国際基準または承諾された慣習には、すでに

存在しているものもあります。たとえば、セキュリティに関する ISO 基準、プライバシーに関する Fair Information 

Practices や個人の身元確認の方法に関する基準等があります。8 ときどき、こうした基準のコンプライアンス

はエンド ユーザーに開示されます。双方の当事者が、https:// のサポートに合意する場合、ブラウザは明確な

手がかりを示すことがあります。 

 

将来的には、マシンの状態、人物の特定、ソフトウェアの来歴に関連する証明や認証の請求の提示がよ

り重要視されるようになり、実際にその他の重要な属性にまで拡張されることが考えられます。たとえば、ソ

フトウェア プログラムは来歴を示す単なる署名だけではなく、認められたセキュアな開発基準に基づいて開発

されたかどうかを示すものにもなることが考えられます。同様に、データにはその作成者に関するメタデータ、

許容される使用、ならびにその他の重要な属性 (データが個人のものか企業のものか、あるいは個人を特定でき

る情報が含まれているかなど) が含まれる可能性があります。このようなメタデータを含めることで、データを

                                                      
8 たとえば、NIST SP800-63 は、アサートされた ID 認証の信頼レベルに基づき、異なる保証レベルを提供します。これは、次に使用される校正プロセス

から生まれます。レベル 1 が自己評価で、レベル 4 が ID の厳格な証明を要する場合、ID のアサーションに依存するユーザーは、必要に応じて「レベル 4」を

要求できます。また、より重要なことはその内容を知ることができます。http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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どのように使用・共有するかに関するルールを強制することの支援につながります。このようなルールがデー

タ自体に添付される可能性がある一方で、ルールはデータとは別に保存して、データが適用可能なルールを「指

し示す」ことができます。これにより、データにタグを付けたユーザーは、データの取り扱いについて後で「変

更する」ことができ、該当するルールを変更して、これらの変更を強制することができます。つまり、遠く離

れた要素を含むデータに接続したり、共有したりするユーザーやコンピューターとともに、ポリシーの指定や

尊重への共通のメカニズムを作成することで、遠方にいる当事者が、より意味のある信頼に関する意思決定を

できるようにします。 

 

B. 政府の役割 
 

デバイスとサービスのつながった世界の実現、そして「ビッグ データ」の作成は、9政府にとっては課

題であり続けています。私たちの生活方式を変え、加えて潜在的に犯罪を誘引したり、政府活動に悪影響を与

えるような可能性のある革新的なテクノロジの変化は、政府活動を危険に晒す恐れがあります。しかし、政府

とインターネットの「関係」は、実際には複雑なものがあります。政府は、ユーザーであり (根本的には市民を

顧客とする大企業)、市民とインターネットそのものの両方の権利の保護者であり、そして利益を享受する側 (イン

ターネットを使用して長年行なわれている諜報活動) でもあるのです10。 

ユーザーとしての政府は、他のインターネット ユーザーと同じような懸念を抱いています。それは、デー

タのライフサイクル、システムやデバイス間において、どのようにデータのセキュリティやプライバシーを保

護できるだろうか、 必要なときに、特に危機的状況が発生したときに、システムが確実に利用できるだろうか、 

政府がクラウドを採用するべきか、もし採用するなら、自分たちの要件をクラウド プロバイダーが満たすことを

どうやって保証できるか、といった懸念です。政府には、特有の攻撃者に対応したり、特有の責任 (顧客に対す

る投票者など) がある一方で、こうしたすべてのインターネット/クラウド ユーザーと共通する疑問もあります。 

 

また政府は、インターネット ユーザーの権利保護 (プライバシー、セキュリティ、言論と結社の自由な

ど) とインターネット自体の保護についても、より関心を高めてきています。政府はその購買力で市場の力を活

用できる一方、市場の力はそれ自体が、市場のデマンドに対応できるようにはなっていますが、公共の安全や

国家の安全に関する懸念によって生じる、政府独自の要件を満たすことができるとは限りません。簡単に言う

と、冷戦の市場ケースを作り出すようなことは困難です。このため政府は、有害な行為をより効果的に阻止す

るために、セキュリティやプライバシー、信頼性などを保護する法案を通過させたり、警察や軍隊に対応を任

せるなどして、その他の方法を独自に検討しています。信頼性における難点や、攻撃元へ返報のための確実な

追跡という点から、これらの警察や軍隊の対応は、上手くいかない場合があります。 

 

                                                      
9「ビッグ データ」とは、非常に大きなデータ セットを指します。ビッグ データとは、革新、競争、生産性向上の次のフロンティアになると考えられ

ています。 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation を参照してください。 
10 Cliff Stoll 氏著「The Cuckoo’s Egg」(1989 年) を参照してください。 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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大量の軍用機や軍事部隊の出動を要するこれまでの攻撃と異なり、インターネットの攻撃は、たとえそ

れが (戦時下において軍部が使用するコンピューター システムなど) 通常の軍事目標に対するものであったとし

ても、特に政府と関係のない個人が行うことができます (非対称の攻撃)。言い換えれば、無数のインターネッ

ト上の人物や動機が、グローバルな接続性や追跡可能性の難しさと結びつくと、攻撃者の身元、所在地、所属

団体や動機を即座に信頼を持って確定するのが困難になります。さらに、攻撃をトレースするには、通常民間

企業が関わるため、官民のパートナーシップのニーズが明確になりますが、重要な情報を共有するにあたって

のルールははっきりしません。実際に、当事者には、データの収集や共有をしないことに十分な理由がありま
す。顧客のプライバシーの保護、法的責任の発生の回避、政府の紛争に巻き込まれることの回避、およびデー

タ保有によるコストと潜在的なリスクの回避などが、これにあたります。 

 

民間企業がデータを保存し (国によっては、データ保有義務の規制がある)、民間所有のデータを政府へ

渡して、政府が民間部門のネットワークをモニタリングすべきかどうかについては、継続的な議論が行われて

います。つまり、おもな課題は、事業や重要な革新の不要な妨げとなったり、市民の自由を不意に損なうこと

なく、政府がどのようにしてこれまでの責務を果たしていくかにあります。11  

 

最後に、政府がインターネットの保護のみに関心を持っていれば、話は間違いなく簡単になるのですが、

政府にはインターネットから利益を享受する理由もあります。経済・軍事スパイは、友好国ならびに対立国に

対して同様に競争を有利にすることができます。また、攻撃上の軍事能力は、サイバー対立および実際の戦時

における戦力増強という点において、重要であるとみなされています。本ホワイトペーパーは、すべての役割

や責務の複雑な詳細を話し合うことを目的としていません。むしろ、他のフォーラムで深く掘り下げられてい

るこれらの問題によって、12政府がますます積極的かつ特別な方法で、インターネットについて考えるように

なり、インターネットの将来を示唆していると指摘することを目的としています。 

 

C. TwC の柱 
 

次の TwC を考える中で、1 つはっきりとしている質問は「10 年前に示された柱は今も適しているか」

というものです。コンピューティングの「信頼性」に重きを置く場合、この答えは「Yes」になります。社会が

直面する重要な問題は他にもたくさんありますが、基本的には「コンピューティングの信頼性」に関連するも

のではありません。たとえば、障害のある人がアクセスできるデバイスを、環境の持続可能性を考慮した上で

設計することは重要です。しかし、すべてのエネルギーあるいは廃エネルギーで使用できないデバイスは望ま

しいとはいえない場合でも、セキュアでプライベートかつ信頼性のある方法でコンピューティング機能を実行

する信頼性がないとはいえません。このため、TwC の 4 つの柱よりはるかに広範にわたる問題に取り組みなが

ら、この柱はテクノロジの信頼に関連する独自の役割があるとしてそのままにすることがよいといえます。 

 

                                                      
11 重要なことは、国の違いが「有害」の定義にも影響することです。 

12 Owens 氏、Dam 氏、Lin 氏編「Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities」

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651、ならびに Center for a New American Security 監修「America’s Cyber Future: Security and Prosperity in 

the Information Age」http://www.cnas.org/cyber を参照してください。 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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これは、この新たなセンサーを積んだデータ一元型の世界は、4 つの柱に関して私たちが抱く考えを変

えるものではないと提案しているのではありません。実際この新しい世界において、こういった柱の相互関係

や相関的な重要性を考えることは興味深いものです。歴史的にも、そして現在においても、セキュリティとプ

ライバシーに関連して最もはっきりと交差するのは、調和と対立の両方が目につくエリアです。セキュリティ

がプライバシーの保護をする範囲 (主なセキュリティの目的の 1 つに、データの機密を保護することがありま

す) では、これは調和となります。実際に、これはプライバシー保護のために作られた Fair Information Principles 

が、セキュリティの原則を長く持っている理由を説明します。13 一方では、セキュリティの技術は、プライバ

シーを侵害することがあります。たとえば、トラフィック分析と詳細なパケットの検査を行って、コンピュー

ターの濫用を検出しようとすることを考えてみてください。最後に、セキュリティとプライバシーにほとんど

共通点がない場合があります。システムを更新して脆弱性に修正プログラムをインストールすることは、プラ

イバシーにはほとんど関係がないことがあります。なぜなら、プライバシー通知に記載されていない方法でデー

タを使用することは、データがきちんとセキュリティ保護されているかどうかとあまり関係がないからです。

重要なことは、セキュリティとプライバシーはときどき重なることがあり、セキュリティがプライバシーのた

めに、あるいはプライバシーがセキュリティのために犠牲になる「ゼロサム ゲーム」ではないということです。

オンライン ID に関するマイクロソフトの試みについて述べたように、おもな目的は、セキュリティとプライバ

シーの相殺が実際に生じる場合があるとしても、その両方の価値を同時に推進することにあります。14  

 

はっきりしない場合でも、4 つの柱にはその他の興味深い相互作用があります。たとえば、信頼性の障

害は、ネットワークのモニタリング強化につながり、その結果プライバシーに影響をもたらすことがある、(サー

ビス拒否攻撃など) セキュリティ イベントの産物である場合もあります。さらに、クラウド サービスの信頼性を

保証するため、サービス プロバイダーはデータを地理的に分散して、世界のどこかで自然災害が起こった場合

でも、データの重大な損失を回避できるようにすることがあります。ただし、データを別の国に置くことは、

セキュリティとプライバシーに関して興味深い問題を引き起こす可能性があります。これは 1 つには、データ

所在地の法規制によって、データが外国政府の手にわたる可能性があること、または外国の司法においては、

このようなデータは異なるレベルでセキュリティとプライバシーが保護される可能性があるためです。 

 

クラウドもまた、4 つの柱の相対的な重要性を変えます。昔はセキュリティが主であり、プライバシー

や信頼性は二の次であったと言うのがおそらく適しているでしょう。特に、セキュリティ イベントが、プライ

バシーや信頼性にも影響を持つようになったため、セキュリティは、おそらくこの新しい世界でも大きな懸念

事項になると思われます。とはいっても、ビッグ データは、プライバシーに関する懸念を深刻にし、信頼性に

おける障害は社会的・商業的に重大な混乱を引き起こす可能性があります。このため、4 つの柱の相対的な比

重は、より等分化され、こうしたトピックに関する世界の関心は、同じく分散されなくてはなりません。さら

に、1 つの柱の「中に」おける懸念は、IT への社会的な依存と新たに生まれる IT モデルの複雑さが引き起こす

大きな変化により、さらに複雑になるでしょう。個別の柱について説明する際に、これらの変化についてさら

に詳細を説明します。 

                                                      
13 たとえば、「プライバシーの保護と国境を超える個人データに関する OECD のガイドライン」

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (セキュリティの保護手段の原則) を参照してください。 

14 IEEE Security & Privacy 誌「The Evolution of Online Identity」、第 7 巻、第 5 号、 56-59 ページ、 2009 年 9 月、10 月号 を参照してください。 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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大型のデータや政府の関与がすべての社会、商業、テクノロジに及ぼす影響を説明することは、あまり

役に立たない中、特定の問題が最先端で起こりつつあります。進化する脅威モデルやそれがインターネットの

セキュリティにもたらす影響、大型データの誕生、プライバシーが、おそらくジョージ オーウェル的なデータ

分析論では失われるのかどうか、そして社会がより (完全に？) システムやデータの可用性に依存するようにな

り、こうしたコア資産が通常のイベント (ハードウェア障害、ソフトウェアの脆弱性、構成エラー) や周到な攻

撃により使用できなくなったらどうなるのか、などです。こうした問題は、個体または総体として、将来 TwC の

中核を担う新しい考えを生み出します。 

 

III. セキュリティ 

 

A. 背景 

 

            Bill Gates は、信頼できるコンピューティングを 10 年前に宣言した際に、セキュリティ、プライバシー、

信頼性ならびにビジネス慣習といった 4 つの柱に着目しました。この事実にかかわらず、ほとんどの人々は当

初 TwC をセキュリティと同等にみなしていました。このことは、TwC が一連のセキュリティに関連する重大な

事件の後に TwC 宣言があったことが一因となっていました。2001 年の夏、Code Red ワームによりインターネッ

ト ユーザーは、悪意ある攻撃により生じると考えられる結果について理解しました。そして、2001 年 9 月 11 

日の同時多発テロ攻撃により、 米国の証券市場は情報システムの混乱を一因として、 5 日間にわたって閉鎖さ

れました。IT システムのこのような混乱が、サイバー攻撃によっても起こりうることが認識されると、9 月 11 

日の事件は、重要なインフラストラクチャの保護に関して新たな懸念事項を生み出しました。最後に、9 月 11 

日の同時多発テロが発生した 1 週間後、新たなウィルスである Nimda ワームが発生し、世界中に影響を及ぼし

ました。このため、世界はセキュリティを大きく重視し、マイクロソフトも製品のセキュリティ改善に多大な

労力とリソースを割くことになりました。マイクロソフトは、SD3 (Secure by Design (設計でセキュア)、Secure 

by Default (既定でセキュア)、Secure in Deployment (展開でセキュア)) と呼ばれるアプローチに着目して、これを

実行しました。Secure by Design (設計でセキュア) とは、コードの脆弱性の軽減に関することを指し、弊社が 

Security Development Lifecycle (SDL) の使用を義務化することで追及した目標です。15 Secure by Default (既定で

セキュア) は、製品に既定でオンになる機能を少なくして、製品の攻撃面を減少することを意味しています。Secure 

in Deployment (展開でセキュア) を徹底するために、弊社は修正プログラムのテクノロジと適用プロセスを更

新して、修正プログラムのインストーラーの数を削減し、より優れた修正プログラム適用ツールを作成して、

修正プログラムの適用がより予測しやすいリパターンで行われるようにしました。 

 

                                                      
15 SDL では、設計時に脅威モデルを構築してから、製品の設計、構築、テストを行い、この脅威が確実に緩和されるようにします。SDL の説明の詳細は、

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx および Michael Howard 氏、Steve Lipner 氏共著「The Security Development Lifecycle」(2006) を参照

してください。 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
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マイクロソフトは、技術以外の解決策にも力を入れました。顧客が直面するオンライン セキュリティの

脅威の多くが、ソフトウェアの脆弱性ではなく、人間の信じやすい性質を利用したものであることを認識する

ことは重要です。マルウェアがどのようにコンピューターを侵害するかを測定する、弊社のブロード ストリー

トと呼ばれるプロジェクトでは、現在侵害の 50 % 以上にはソーシャル エンジニアリングが関わっていること

がわかっています。16 問題の一部は、信頼性の判断がわかりにくく、困難であることにあります。セキュリティ 

リスクを理解するために必要な情報を持っている人はほとんどおらず、セキュリティに関する意思決定に必要

なガイダンスが欠けているのです (プライバシーに関する意思決定にも同様のことがいえます)。ユーザーが行

わなくてはならない意思決定の回数を減らし、意思決定の容易さを維持することで、ソフトウェア業界には、

セキュリティ (およびプライバシー) を改善する機会があります。この目標を達成するため、マイクロソフトで

は信頼のユーザー エクスペリエンスの設計、つまり「NEAT: Necessary (必要な)、Explained (説明された)、Actionable 

(すぐ使用できる)、Tested (テスト済み)」となるべきエクスペリエンスについてのガイダンスを公開しています。

NECESSARY (必要な) とは、ユーザーは、意思決定に必要な唯一の知識やコンテキストを有する場合のみ、信頼

の意思決定に関与すべきであることを意味します。正しい意思決定を行う手順は、わかりやすい言葉で説明す

る (EXPLAINED) 必要があります。この説明は、すぐに使用できること (ACTIONABLE) が必要で、この中でユー

ザーはうまくいくシナリオとうまくいかないシナリオの両方で適切な意思決定を行えるようにする必要があり

ます。最後に、エクスペリエンスはテスト (TESTED) を必要とします。これにより、広範なユーザーがこれを利

用できることを示します。17 

 

これらの技術上の努力あるいは技術以外の努力にも関わらず、コンピューターのセキュリティを改善す

ることが困難なことは変わりません。これは、(インターネットはグローバルな接続性、追跡可能性への大きな

課題、豊富な目標を提供する) 目標の性質、(サプライ チェーンの攻撃、脆弱性、システムの誤った構成、ソー

シャル エンジニアリングにより) さまざまな方法で目標を攻撃可能であること、ならびに攻撃者の適応能力(オ

ペレーティング システムがよりセキュアになったため、攻撃がアプリケーション層のスタックに移行したり、

アプリケーションがよりセキュアになったため、サイバー犯罪者がソーシャル エンジニアリングに着目するよ

うになったこと) のすべてを原因とします。18 こうした現実は、マイクロソフトがセキュリティに関して行った

初期の膨大な作業の効果を制限するものとなり、この事実を認識したため、マイクロソフトはセキュリティ戦

略を継続して進化させるようになりました。 

                                                      
16http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in

_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf 、  
17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx を参

照してください。 
18 攻撃のタイプに加え、セキュリティは、システムを攻撃する側とこれを保護しようとする側の激しいせめぎ合いとなっています。たとえば、マイ

クロソフトが「Patch Tuesday」に更新プログラムを公開するにあたって予測しやすいパターンを作り出すと、ハッカーはこれらの更新プログラムのリ

バース エンジニアリングを行って、「Exploit Wednesday」にマルウェアをリリースしました。マイクロソフトは、Microsoft Active Protections Program 

(MAPP) でこれに対処しました。このプログラムでは、MAPP のパートナーは早期に脆弱性の情報を受け取ります。これにより、ウィルス署名の更新、

ネットワーク ベースおよびホストベースの侵入防止システムなど、自社のセキュリティ メカニズムから顧客に更新された保護対策を提供することがで

きます。http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx を参照してください。 

http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
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これらの変化のうち、よりわかりやすいものの中から、弊社は 2008 年に発表された同じ名前のホワイ

トペーパーで戦略を説明した、エンド ツー エンドの信頼の構築に着目しました。19 この更新された戦略では、

IT システムにセキュリティを構築する問題に、より細かい異なるアプローチをとっています。私たちは、SD3 は

必要であるが十分ではなく、成功には必須であるが、成功の達成には不十分であることを認識しました。この

ため、マイクロソフトはハードウェアからソフトウェア、ユーザーまでの IT スタック全体をより注意してみる

ようになりました。困難な問題への解決策には、社会、経済、政治、ならびに IT における利害と能力が合致し

なくてならず、これは滅多に起こらないことにも気づきました。エンド ツゥー エンドの信頼の作業に加え、脅

威モデルの変化、20さらに公共衛生のモデルのインターネットへの適用が、どのようにしてセキュリティ状態を

積極的に改善するかといったその他いくつかの主要なエリアにもテーマとして注目しました。21 

 

この間ずっと特定の統計を追跡して弊社の成功を計測しました。当初、成功は「コードの脆弱性を削減

する」として定義されていましたが、後に「顧客をより安全にする」へと変わりました。この変化は、特に複

雑な製品において脆弱性の数をゼロにすることは不可能であることを認識した場合、重要です。これは、戦略

的な方向づけを定義するために役立つことからも重要です。弊社では、脆弱性の緩和に SDL の改善を続けてき

ましたが、多層防御を重視することがますます重要になってきました。 

 

多層防御戦略の目標は、付加的な保護を行うことで、脆弱性のある製品であっても悪用しにくくするこ

とにあります。DEP (データ実行防止) や ASLR (Address Space Layout Randomization) など、このために作られ

たテクノロジは、SDL に統合され、攻撃の緩和に予想どおりの効果を発揮しました。統計によると、早期には

マイクロソフトの脆弱性は著しく削減されましたが、脆弱性の研究者が増え、そのツールが改善されたため、

最終的に脆弱性の削減スピードは横ばいになりました。この事実にかかわらず、セキュリティの更新を適用し

たソフトウェアの後期のバージョンを実行するコンピューターは、悪意のあるソフトウェアの感染の影響を受

けにくくなりました。もっとも成功する攻撃はソーシャル エンジニアリングの産物で、すでに存在する更新プ

ログラムの脆弱性を悪用するものです。22 より具体的には、(毎月自動更新プロセスの一環として、感染したマ

シンをクリーンアップする) 弊社の悪意のあるソフトウェアの削除ツールによると、32 ビット システムの場合、

Windows XP SP3 では 1000 回のスキャンにつき 10.9 台をクリーン アップ、Vista SP2 では 1000 回のスキャン

につき 4.4 台をクリーンアップ、Windows 7 SP1 では、1000 回のスキャンにつき 1.8 台をクリーンアップした

ことがわかっています。23  

 

                                                      
19 「Establishing End to End Trust」

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf を参照してください。 

20 「Rethinking Cyber Threats」、http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747 を参照してください。 

21 「Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet」http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx  

(ダウンロード可) を参照してください。 

22www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results および  

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit を参照してください。 

23 SIR Report、 73-80 ページ、http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 を参照してください。 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx%20%0b(ダウンロード可)
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx%20%0b(ダウンロード可)
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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これらの統計において、特に、製品の新しいバージョンを展開する、脆弱性の修正プログラムを速やか

に適用する、注意して構成を管理する、継続したモニタリングを行うといった、コンピューター ユーザーが「基

本的なコンピュータ セキュリティの検疫」を実行した場合、コンピューター セキュリティへの投資は便乗型の

脅威を鈍らせるために役立つことが明らかになっています。また、ユーザーは引きつづき度々フィッシングに

反応して添付ファイルをクリックし、危険な Web サイトを開きがちなので、ソーシャル エンジニアリングが

手ごわい問題であることも明らかになりました。 
 

B. 脅威モデルの進化 – しつこく諦めない攻撃者に対処する 
 

 コードの質が改善され、ウィルス感染率が下がる一方で、脅威モデルは手ごわい方法で進化を続けてい

ます。だんだん巧妙な手口を使うようになってくる犯罪者への対応はもちろんですが、自社の防御スキルに磨

きをかけるなど、組織の中には、コンピューター セキュリティに非常に高い関心をいだいていく組織もありま

す。便乗型の脅威に、よりしつこく、そして多くの場合、より面倒な攻撃が加わってきました。この種の的を

絞った攻撃は、「高度でしつこい脅威 (Advanced Persistent Threats)」または「APT」と呼ばれていますが、こ

れは、間違った名称であるといえます。これらの攻撃には、(「洗練された」というように) 「高度」なものも

ありますが、その多くは違います。むしろ、修正プログラムを適用していない脆弱性や誤った構成 (いずれも単

純かつ広く手に入るツールで悪用できる)、ソーシャル エンジニアリングなど、攻撃のベクトルは昔ながらの単

純な方向へ進むことがよくあります。高度かどうかにかかわらず、これらの攻撃が示すことは、攻撃者はしつ

こく (作業の負荷をいとわない)、諦めない (特定の被害者のサイトに侵入することを固く決めている) というこ

とです。重要なことは、組織が決意の固い攻撃者によって執拗に標的となる場合、侵入や大きな混乱が生じる

可能性が高いとことが明らかになっているということです。 
 

コンピューター セキュリティのコミュニティは、便乗型の脅威、標的を絞った脅威のどちらの数も増え

つつある、この新しい世界に適応する必要があります。この適応は、2 つの柱からなる戦略をカバーすることを

意味します。まず、IT システムの管理者は、基本的な検疫を改善して、便乗型の脅威に対抗し、しつこく決意

の固い攻撃者の作業を増やす必要があります。これには、人、プロセス、あるいはテクノロジにかかわらず、

現在よりもさらに効果的にリスクを管理するため、より新しくセキュアなシステムへ移行する、脆弱性に修正

プログラムをすぐに適用する、システムを正しく構成する (一部、自動化の増幅による)、ソーシャル エンジニ

アリングのリスクをユーザーに教育することなどが含まれます。企業のセキュリティの専門家には、こうした

ことは何ら真新しいもために見えないかもしれません。しかし、まったく積極的に管理されていない、手持ち

の IT システムやコンピューティング デバイスを自分で管理するホーム ユーザーにも同様に、このことがあて

はまります。24 これは、政府がますます積極的な役割を果たすであろう、もう 1 つの分野といえます。なぜな

ら国によっては、情報リスク管理プランの採用を法律で義務化すること、情報通信テクノロジ (ICT) システムに

依存する国が直面するリスクをより多く開示することを検討しているためです。25 

                                                      
24 インターネットに公衆的な健全性のモデルを適用してホーム マシンを健全な状態にし、感染したマシンに速やかに対処することを確実に行うという

方法があります。「Applying Public Health Models to the Internet」(http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx) を

参照してください。 

25 法制化の例には、米国で 2012 年 2 月 13 日の週に上院で提出された、2012 年サイバーセキュリティ法 (Cybersecurity Act of 2012) があります。開示

については、米国の 証券取引委員会が、「サイバー事故については、会社への投資を投機的、あるいはリスクを伴うものとする重大な要因になる場合、

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx


 

15 

 

この戦略の後半は、コンピューター セキュリティの専門家が、しつこく諦めない攻撃者に根本的にどの
ように対処すればよいかということを取り上げます。こうしたケースの多くで、攻撃は長期にわたる作業によっ
て、コンピューター システムにこっそりと侵入してから、強固な境界がいったん突破されると、長期にわたっ
て簡単に操作できる脆弱な内部をさらすという事実を利用していることが示されています。このため、便乗型
の脅威を鈍らせるために展開される、防御を第一に、事故対応を第二に考えるセキュリティ戦略は十分ではあ

りません。これに代わるものとして、防御、検出、抑制、回復の 4 つに重点を置かなくてはなりません。 
 

これらの要素は、当然目新しいものではありませんが、これらの分野で弊社の効果性を大きく高めてい
く機会があります。たとえば、多くの組織は侵入検出システムを管理しながら、セキュリティ戦略では攻撃者
の動きを正しく伝えない不具合を検出するために、企業全体から監査イベントの取得、関連付け、分析を行う
ことを重視していません。ホスト エリアにおいて新しい機会を生み出す大型データがあることで、プライバシー
の懸念に確実に取り組むことはもちろん、セキュリティに関しては、大型データにどうやったら状況による認
識を生み出せるかを検討する必要があります。さらに、サービスがどのように相互に関連するようになったか

にかかわらず、(ネットワークのセグメント化、最小限の特権へのユーザー アクセスの制限など) 抑制を重視し
て、ネットワークの一部が侵害された場合には、攻撃者がきちんと抑制されるようにしなくてはなりません。 

 

ここには、セキュアな開発を推奨してきたこれまでの努力との重要な類似点があります。セキュリティ

の専門家の多くは、2002 年までにセキュリティ業界はすでに、セキュリティ開発技術やツールを開発しており、
場合によっては多層防御のコード保護を実装していると言うでしょう。しかし、こうした努力は大規模には行
われませんでした。重要な教訓は概念上の慣習を形式化し、分散化された環境で、複数の製品リリース上で大

規模に適用する努力が払われるまで習得できません。マイクロソフトが長年にわたって、セキュアな開発と SDL 
に取り組んでいるのと同様に、抑制と回復に必要な技術は、新しいものではありません。しかし、この技術を
大規模に時間をかけて適用する努力は、同様に攻撃からの防御、検出、抑制、回復の方法を学ぶ貴重な教訓と
なることは間違いありません。つまり、昔からの考えは、新しい取り組みによって補完され、こうした取り組
みは大規模かつ厳密に実施される必要があります。 

 

C. クラウドとビッグ データ 

しつこく諦めない攻撃者の出現に加え、クラウドとビッグ データも、コンピューター セキュリティ対
策に影響してきます。概念のもっとも高いレベルで、マイクロソフトは「クラウドはセキュリティに関してよ

り優れていますか、それとも劣っていますか」と頻繁に尋ねられます。答えは、あまり役に立ちませんが「Yes」

となります。別の言い方をすると、今日使用されている分散型の IT 環境よりもさらに環境をセキュアにする側
面がクラウドにはあります。しかし、その他のクラウドの特性は、セキュリティをより困難なもためにします。

もっとも具体的に言うと、設計でセキュア、既定でセキュア、展開でセキュアの原則は、操作でセキュア (Secure 

in Operation) の原則でより補強されなくてはなりません。まず、クラウドへの移行に関する広い範囲の見解か

ら始めて、次にクラウドをどのように考えるかについてより深く掘り下げていきます。26 

                                                                                                                                                                                                     
登録者はそのリスクを開示すること」というガイダンスをこの度発表しています。 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm を参照してください。 

26 本ホワイトペーパーは、クラウドが特定の組織や組織部門に適しているかどうかをどのように決めるかの入門書となることを意図してはいません。こ

れらの問題については、http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx ならびに「Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, 

v2.1」、https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf を参照してください。 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
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もっとも高いレベルで、クラウドには、既存の分散型システム モデルと比べ、大きなセキュリティ上の

利点が少なくとも 4 つあります。まず、世界的にコンピューター セキュリティの専門家がかなり不足しており、

この問題は短期間では解決されないでしょう。27 実際に、小規模な組織の多くには IT スタッフがいない可能性

があり、セキュリティの専門家が取り残されたままになっています。クラウド プロバイダーが、ビッグ データ 

センターでセキュリティの専門知識の一元化を実現し、運用するセキュリティについて新たに作られつつある

国際基準を順守する範囲で、セキュリティは時間をかけて劇的に強化される可能性があります。28 2 番目に、

より優れたモニタリング ツールと組み合わせると、データの一元化は、モニタリングがあらゆる組織において、

厳密ではない可能性があり、組織間でのデータの相互関連付けは難しいままとなる現在の非常に分散化された

世界より、優れた保護ができる場合があります。3 番目に、クラウド自体に作成されたコードのほとんど (クラ

ウド用オペレーティング システムの Windows Azure および仮想化テクノロジなど) は、SDL などのセキュアな

開発実務の実装後に作成されているため、セキュリティ コードの品質をより優れたもためにするために役立ち

ます。4 番目に、「アプリ ストア」を介してサンドボックス化されたアプリケーションの環境の構成がますま

す増えている中で、より多くのユーザーが既知のソース (あるいは非常に高く評価されたデータを含むソース) か

らアプリケーションをダウンロードすることができます。こうしたソースは、アプリケーションが不正である

ことがわかると、対応できる優れたセキュリティ管理が備わっている場合があります。 

 

同時に、クラウドの到来が新たな脅威となることも間違いありません。クラウドに関する脅威のいくつ

かは現在すでにさまざまな議論が積極的に行われており、その他の脅威も、将来より掘り下げて分析をされて

いくでしょう。たとえば、セキュリティの専門家は、クラウドがビッグ データ統合へと繋がっていくため、こ

れに関連してサイバー犯罪者に大きく魅力的な標的を提供してしまうことを認識しています。さらに、こうし

た大きなデータ セットへのアクセスは、ユーザー名と共有の秘密 (パスワード) に依存しすぎになっている認証

システムを使用することが非常に多くあります。これは、エンド ユーザー自身あるいは不正なユーザーにうっ

かりアクセス権限を付与できてしまう、コール センターのソーシャル エンジニアリングによって、非常に簡単

に盗み出して、割り出すことができます。実際に、他人を偽装することが非常に難しい、非常に強固な ID メタ 

システムが今後も必要となります。29 3 番目に、(特定の顧客データがあると思われるデータ フローから探り当

てようとするなど) クラウドの内部情報を悪用しようとする犯罪者が現れるでしょう。クラウドの力を使って他

人を攻撃する可能性もあります。30 最後に、デバイスが拡散し、接続性が広がることで、攻撃者は認証なしで

システムやデータにアクセスする方法をいくつも手に入れることができます。 

 

                                                      
27 CSIS 監修「A Human Capital Crisis in Cybersecurity」、http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity を参照してく

ださい。 

28 http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850(政府のクラウド 提唱者が、更新プログラム適用の簡便化など、クラウド セ

キュリティのメリットについて言及) を参照してください。 

29 より多くの団体が、より強固な認証メカニズムを採用し始めています。たとえば、ドイツでは eID カードを発行しており、カナダ政府も銀行が発行す

る電子 ID を近々承認します。

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (ドイツ)、 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (カナダ) を参照してください。 

30http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html(Report: Sony PlayStation attack launched from Amazon cloud) を

参照してください。 

http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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たとえば、デバイスに侵入してクラウドを攻撃したり、クラウドに侵入してデバイスを攻撃することが

できます。つまり、この新しい環境には、新しい脅威モデルの開発が必要であり、これはセキュリティ イベン

トからの防御、検出、抑制、保護を行う総合的なプログラムに通知するものではなくてはならないのです。 

  

IV. プライバシー  

 

A. 背景 
 

2002 年に信頼できるコンピューティングのイニシアチブが発表された当時、セキュリティは間違いな

く主要な柱でありながら、最初の TwC コミュニケーションは、プライバシーに関するユーザーの関心も、情報

テクノロジにおいてよりレベルの高い信頼を開発するにあたって、非常に重要になりつつあることを認識しま

した。実際、プライバシーは最初から信頼できるコンピューティングのコアとなる柱であり、マイクロソフト

はプライバシー プログラムの強化と構築に多大な投資を行ってきました。マイクロソフトは、最高プライバシー

責任者を最初に指名した企業の 1 つであり、現在数百人の従業員が、世界中のあらゆる製品、サービス、プロ

セスやシステムに適用されるプライバシーに関する確実なポリシー、手順、ならびにテクノロジの実施を手が

けています。こうした担当者は、プライバシー保護の法規制を解釈して、準拠できるようサポートするプライ

バシー専門の弁護士から、弊社のプライバシー プログラムの開発と実装を手掛ける、さまざまなソフトウェア

のエンジニア、マーケティング担当者、科学者およびビジネス アナリストまで非常に多岐にわたります。さら

に、新しいプライバシー強化技術に関するリサーチと開発により、マイクロソフトは従業員がプライバシーの

問題を深く意識し、尊重する環境を作ってきました。こうした投資は、エンジニアが顧客のニーズに基づき、

顧客のプライバシーの問題に敏感なテクノロジ、サービスや機能を作る機会を促進します。 

 

この作業の具体例は、弊社がソフトウェアの設計、作成を行う工程に関連します。プライバシーの基準

が、弊社の Security Development Lifecycle には組み込まれており、SDL と同様に公開されているため、エンジ

ニアはすべて、より信頼でき、プライバシーを保護できる製品やサービスの開発を行うことができます。31 2008 

年に公式化され、一般に公開された弊社のプライバシーの原則は、顧客とパートナーの情報の収集と使用の手

引きとなり、データをきちんと責任をもって管理するためのわかりやすい枠組みを、弊社の従業員にはっきり

と示しています。32 さらに、弊社のプライバシーに対する取り組みを満たすことは、すべての製品やサービス

に義務付けられています。これは、弊社のグローバルなポリシーを、エンジニア、セールスやマーケティング

の従業員がすぐに実行できる手順やプロセスに置き換える、明確なプライバシー要件によってサポートされて

います。また、設計でプライバシー保護 (Privacy by Design、PbD) の原則を適用することで、プライバシーへ

のサポートの強化も実行しています。マイクロソフトにとって、PbD とは、弊社のソフトウェア製品やオンラ

イン サービスに、開発着手時点でプライバシー固有の設計目標を進める原則、ポリシー、ならびに手順の開発

と実装を行い、継続して プライバシーやデータ セキュリティの検討事項を製品のライフサイクルを通して対処

していくことを意味します。 

                                                      
31http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx を参照してください。 

32http://www.microsoft.com/privacy/principles.asp x を参照してください。 

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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B. クラウドとビッグ データ 
 

プライバシーへの弊社の積極的な取り組みは変わりませんが、新しいコンピューティング モデルは、プ

ライバシー保護に努める従来のやり方に課題を提示しています。過去 40 年にわたって、情報プライバシーは、

その大部分を Fair Information Principles (FIP) の採用と準拠によって保護されてきました。世界の多くの国では、

FIP またはこれから派生したものが法律や規制に成分化されていますが、その他の国では自主的な規制スキーマ

の一部として機能しています。FIP は世界の地域によって多少異なる ことがありますが、一定の共通テーマに

大きな重点が置かれるようになってきました。このことでもっとも重要なのは、収集の限度、通知、(通常「合

意」によって示される) 選択、補償、セキュリティが含まれていることです。33 こうした特定の原則が、時間の

経過とともに、より大きな比重を置かれるようになりました。たとえば、これまで「通知と合意」ならびに「収

集」により大きな比重が置かれてきました。前者の原則については、どのように情報が収集・使用されるかに

ついてユーザー コントロールをサポートしました。後者の原則は、一度も収集されなかったデータはおそらく

誤用されないため、予防的な保護を示しています。 
 

 おそらく、概念的に十分である一方で、収集時に通知と選択 (合意) を強く重視するこのモデルは、相当

な脅威にさらされ、個人にもたらしている負担は容認できるものではありません。実際に、これは実質的に崩

壊しており、意図した方法ではもう社会的に有用ではないと述べている人もいます。34 クラウド対応の世界は、

すでにデバイスの拡散、豊富なデータ (ユーザー作成のコンテンツ、地理的な位置やトランザクション データ

などネットワークが生成したデータ、ユーザーのアクションによって派生した分析的なデータなど)、増加する

ストレージや、より優れた検索と意思決定拡張のアルゴリズムによって示されています。 
 

個人の過去とおそらく予測される未来の多くを明らかにする、このデータが豊富な世界は個人と社会の

両方に、リスクとメリットの両方を示しています。たとえば、データを分析すると、治療可能な病状を抱えて

いる人や、今後こうした病状に発展するリスクのある人が明らかになる可能性があります。こうしたデータは、

その他のデータと組み合わせると、個人と社会全体にメリットをもたらす、非常に待ち望まれている、画期的

な医学上の大進歩を実現できるかもしれません データ分析がいかに有効であるかを認識することは重要です。

一例として、病院でビック データを使用すれば、新しい考察を引き出して患者の治療を改善できる場合があり

ます。これに関連して、マイクロソフト リサーチは、最近、再入院と院内感染という医療分野における 2 つの

重要な問題に集中的に取り組んでいます。ある調査では、予測モデルを使用して複数の変数 (診断、研究結果、

患者が受けている治療、患者が入院中に滞在した特定の病棟に関する情報など) を分析すると再入院を減らすた

めに役立つと報告されています。別の調査では、院内感染のパターンを特定するためには変数の数が重要であ

ることが示されています。具体的にいうと、この調査では、病院の異なる複数の病棟内の “保菌圧” に加えて 

25,000 を超える他の変数を調べて、患者が感染する確率を予想するために利用しています。この調査では、そ

の他の数多くの要因と共に病院内での病室の場所が感染リスクを高める原因になっていることがわかりました。 

                                                      
33 概要は、「Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles」(http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm)、「OECD Privacy Principles」

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html および「Fair Information Practices, U.S. Department of Health, 

Education and Welfare 1973」(https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1 に転載) を参照してください。 

34 Fred Cate 氏著「The Failure of Fair Information Practice Principles」、http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972 を参照してください。 

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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特にデータのテーマとデータのユーザーの関心が常に一致しているわけではないため、当然、実際の問

題は、個人と社会がこの新しい世界におけるプライバシーへの期待を根本的に再確認、再定義、あるいは変更

しなければならないことです。実際に、この新しい一元的なデータ 世界が展開されたため、プライバシーに関

する懸念が強まっており、プライバシーがなくなったという恐怖、35あるいは社会が対策を取る必要がある具

体的ではっきりとしたプライバシーの害が生じることへの懸念としてよく表されます。この新しい世界では、

一元的なデータ社会がもたらすプライバシーに関する課題は、データ収集と収集時に提示される通知に重点を

置く、従来のプライバシー原則では充分に解決することはできません。 

 

こうした従来のアプローチには、問題が 3 つあります。まず広い範囲で、個人がデータ収集と使用に関

する選択肢を理解し、管理する非常に大きな負担を負うようになります。データ収集を行う団体でさえ、相当

量のデータを理解できる範囲で使用を行う可能性があることはともかく (データは顧客の要求を満たすためだけ

ではなく、不正を防いだり、ネット ワークのセキュリティを確実にするために使用される場合があります)、ま

すます複雑なビジネス 関係は、単一の団体が指定されたデータを収集・使用しており、個人とデータ収集者は

厳密に双方向の関係にあるという考えを打ち消すものです。実際に、データ収集を行う団体が他社と提携して

いたり、(マーケティング業者、データ分析業者、広告ネットワークなど) 関連するサービスを提供するその他

さまざまな組織とこれを共有する可能性があるため、ユーザーは解析するプライバシー声明のリンクの数がどん

どん増え続ける状態に直面し、個人に意義ある選択を保証する実用性と効果がどんどん低くなる方法が示され

ています。また、実際には提示される選択肢が、ユーザーに望ましいコントロール レベルを付与しない可能性

があることもわかっています。ユーザーは、詳細なプライバシーに関する通知をクリックして、プライバシー

情報の収集時に使用に同意するか、やりたかったことを選択肢から外さなくてはなりません。 

 

次に、既存のモデルは個人とデータの収集と使用を行う団体間に対話的な関係があることを想定してい

ますが、これは実際には存在しない場合があります。たとえば、最近報告されたように、障害保険の支払いを

請求する人物が、この保険請求が不正であることを示す行動をおこなっていないかどうかを確認するために、

保険会社は Facebook に載せられた写真を見るかもしれません。36 同様に、人相認識テクノロジでは、公共の

場で撮られた人物の写真が、その他の公共の場における人々のその他の写真と合致することを必要とする場合

があります。実際に、身元が「照会」される人物の本当の身元は、データ収集・使用時には未知の場合がある

ため、ユーザーの同意に関する議論を行うのは実用的ではありません。このような場合、データを収集・使用

する組織は、まったく関係や身元に関する知識のない人物について、意志決定をしている可能性があります。 

 

                                                      
35 おそらく、この感覚を表した最も有名なものは、Sun Microsystems 社元 CEO の Scott McNealy 氏の「プライバシーなんてものはどうしたってないん

だから、そのうち慣れるよ」という発言でしょう (http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html)。 

36 「Are insurance companies spying on your Facebook page?」http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (2011 年 11月 7日、

月曜日)。 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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3 番目に、データの収集時には、データの真の価値が理解されていない場合があり、個人や社会に重要

なメリットをもたらす将来的な使用がなされない可能性があります。ここでは、もちろん、(あらゆる場合にお

いて、ストレージとセキュリティのコスト増加を招くこととなる) 不要なデータを収集すべきであるとか、1 つ

の目的に収集されたデータは、新たに有用な目的が後に発生した場合はいつでも無頓着に使用されるべきであ

ると言っているのではありません。むしろ、ここで言いたいのは、この新しい一元的なデータ世界は、社会に

広範にわたる新しい可能性を提示するものであり、その中にはデータ収集時には予測されないものもあるとい

うことです (40 年前の血液サンプルの収集者は、考えられる使用法として DNA テストのことに言及しなかった

が、無罪の人の身の潔白を証明するために使用されているなど)。同時に、データの濫用が可能であることも間

違いのない事実です。赤線が引かれた個所 (マイノリティの割合が非常に高いエリアに対する貸付が拒否される) 

は、こうした例を示しています。しかし、データの使用法が「よい」か「悪い」かにかかわらず、つまりは使

用に関する判断なのです。データ収集の制限が、重要な予防目的に使用され、適切な状態におかれる一方、コ

ストはかかってきます。本当の話し合いは、使用、そして社会のメリットと個人のプライバシーにおける正し

いバランスを保つ方法について行われるべきです。これは、より深い洞察を必要とする問題として、今後も残

る可能性が高いと言えます。 

 

 FIP をデータが豊富な世界に適用する方法を変えることが必要な場合、これは確かに必要なのですが、

新しいビジネス モデル、新しいデータ使用モデル、新しい形のテクノロジ、そして時間を経ても非常に回復力

があるか、あるいは非常に変わりやすいことが判明すると思われる個人のプライバシーに関する感性が用意さ

れている、新しい世界を考慮することに新たな焦点を置く必要があります。すでに今日では、インターネット

上の対話は、個人がサービスを得るために身元を特定できる情報を交換する物々交換のような取引へ進化しつ

つあると議論する人がいれば、この物々交換は取引される「価値」という点で、あまり透過的ではない (つまり、

性別を示すチェック ボックスを記入することにどのような価値があり、これを記入することで見返りに何を得

られるのかが明らかではない) と主張する人がいるかもしれません。それでも、個人情報は透過的に「価格付け

される」ものであり、その他の資産と同様、売買の対象となるという人もいるかもしれません。37 こうした議

論はすべて価値のあることであり、論理的に議論することができます。そして、データの収集と使用に関する

プライバシーの感性を変えることで、こうしたさまざまなアプローチにどのような影響が及ぼされるのかははっ

きりしないままとなります。この変化の時にあって答えなくてはならない主な質問は、(1) Fair Information Principles 

はこの変わりゆく環境を反映するように進化すべきか、そしてもしこの答えが「Yes」なら、(2) このような原

則は、個人と社会の両方に役に立つ、プライバシーを保護してデータを使用可能にするという 2 つの目標に貢

献するのか、の 2 つです。 

 

                                                      
37 たとえば、「Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data」

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1 を参照してください。 

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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今日の一元的なデータの世界にあって、データの収集や関連する通知や同意のスキーマよりも、データ
の使用は、個人情報に関連する義務を定義するにあたって、より優れた焦点となることが明らかであるように
思われます。一見して、収集に関する原則に重点を置かないことに矛盾があるように思われるかもしれません
が、収集と通知の原則は新しいモデルにおいても適切に保たれることに気づくことは大切です。違いは、主な

焦点が収集や通知から、使用へ移行した点にあります。このような使用モデルは38すべての組織が透過的であ

り、適切な選択肢 (コントロール) を提示・尊重して、データ使用に関する個人へのリスクが評価・管理される

ことを要求します。これは、(双方向の関係から派生したインタラクティブな使用だけではない) すべての使用を
把握して、個人にはより効果的で、ビジネスにはより管理しやすく、規制当局がよりしっかりと監督できるガ
バナンスのアプローチを提示します。 

 

このようなモデルを適用するにあたって、新しい形式のデータやデータの使用方法がある一方、結局デー

タの使用について考えるには、次の 3 つの方法しかないことを認識することは重要です。使用には、(1) 広く容

認され、ときに法的に承認・要請されるもの、(2) 禁止されているもの、そして (3) 個人の感情によるもの (つ
まり、容認する人もいるが、全体的な規則が不適切であるためその他の人によって十分に反対される可能性の

ある使用) があります。社会あるいは個人が、使用を可とするか不可とするかを指定する場合がある一方、この
見方は時がたつと変わる可能性があり、すでにあるデータに新たな使用方法を強制することは難しくなる場合

があります (情報を一般に利用できるようにしたが、発表後に後悔した場合、たとえば、アラジンの魔法のラン

プから出て行った魔人に意味のあるコントロールを課すことは不可能である可能性があります)。それでも、こ
の方法で使用法を考えれば、社会は正しいカテゴリーに正しい使用法を定めることができるフレームワークの
作り方を今の時点で決めることができます。そして、この後、特定の使用に関する適切な「義務」を作る方法を
決めることができます。 

 

たとえば、広く容認されるカテゴリーでは、特定の使用は明確なユーザーの合意がなくても承認できる

とみなされる場合があります。これには、消費者データを使用して、要求された製品やサービスを提供する (受

注処理)、関連する製品やサービスを販売または取引する (消費者がこうしたデータの使用を見合わせた場合を

除く)、(適切な場合、ビジネスや技術的な手段によってデータが特定されない限り) リサーチに取り組む、サー
ビスに対する不正を予防する、また、法的に認可あるいは要請されている場合、違法行為の調査を担当する政
府機関に報告することが含まれます。広く容認される使用について合意に達する場合、個人はこれらの使用が
実際に行われると考え、こうした実施に関する通知を読む時間を最小限に抑えることができます。広範に容認
される使用をあまり重視しなようにすることで、合理的な考えに違いがある場合、使用に関連する選択肢はよ
り顕著になります。データの機密性によっては、指定された使用方法を選択したり、しなかったりするなど、
こういったアクティビティに関連するリスクの管理にエネルギーが注がれるようにします。次に、データを使
用する組織は、この設定を尊重することに責任を持つことができます。使用方法に関する通知は今後も提示す

る必要があることに注意してください。本当の違いは、ルールの実施負担が、(リンクされたプライバシーに関

する声明を読んだ後で、自分で対処しなくてはならないことがあまりに頻繁にある) 個人からデータを使用する
組織へ移行することにあります。これにより、より一貫性があり、実行可能かつ施行可能な社会のルールを作

ることができます。(ポリシーをメタデータに適用するなどして) テクノロジ、個人、ならびに規制当局によっ
て、適切に施行できるルールです。 

                                                      
38 「The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward」  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf を参照してください。 

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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このモデルでは、データを使用する組織が、その義務の履行に実際の責任を負うことが重要です。この

ため、一元的なデータ世界の FIP は、「責任の原則」を含める必要があります。直接または間接にデータを受

け取る団体は、こういったデータが合法的に収集され、個人と社会の期待に合った方法で使用、保護されるこ

とを保証します。「責任を持つ」ということは、社会の常識を鑑み、ユーザー コントロールを尊重して、デー

タが合理的にセキュアであることを保証するデータ使用のルールを実施するために役立つ、プライバシーのリ

スク評価、ポリシー、プロセスや手順を作成、実施する手順を組織が踏んでいることを意味します。39 重大な

ことは、規制当局の要請に応じて、組織はこの原則における責任をどのように果たしているかを示すことがで

きなければなりません。 

 

今日明らかなとおり、個人が事業目的でデータを収集する場合、(1) そのデータの使用目的、(2) 該当す

る場合は、そのデータを共有する人物、(3) こういった使用や共有が個人にどのようなメリットをもたらすのか、

(4) 事業目的または技術上の手段を通して、ユーザーの身元不特定は保たれるかどうか、(5) 収集される情報の

一般的な種類と性質 (6) 該当する場合、ユーザーはこのデータの使用と共有に影響をあたえる、どういったコン

トロールを実施することができるか、(7) どのようにデータは保護されるか、を示した通知を提示しなくてはな

りません。あらゆる収集とデータの使用は、もちろん法的な必要条件を満たさなくてはならず、提示された通

知と合理的に一致していなくてはなりません。 

 

            合理的に考え実用的な場合、ユーザー コントロールは詳細にわたり、コンテキストに基づき、自動化さ

れ、データ譲渡の見返りに関して、より意義のある意思決定を行えるようにすべきです。これに関して、現行

のルールには優れたガイダンスを示しているものもあります。たとえば、このコントロールの一環として、デー

タの収集、譲渡および追加使用について、あるいは収集や共有されるデータの機密性が高い場合は、明示的な

合意を得る必要があります。40 このコントロールでも、匿名性または身元不特定のデータについてのルールに

ついて記述する必要があります。たとえば、データの利用価値がはっきりしない場合、確立されたビジネス プ

ロセスまたは技術的な手段によって、41可能であれば身元を特定しない選択肢を選択できる必要があります。

最後に、アクセスや補償、セキュリティ、そして違反通知に関連するこれまでの原則はすべて、現在私たちの

新しい一元的なデータ世界において重要な意味を持つもつのであり、今後も厳密に遂行していくべきです。 

 

                                                      
39 責任の原則が組織に要求することは、一般に容認され、合意されていることです。http://www.informationpolicycentre.com/resources/ および 

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf を参照してください。 

40 個人を特定できる、繊細な個人情報 (別名 消費者機密情報) には、(i) 差別に使われる可能性がある (人種、民族的出自、宗教や哲学的な信条、政治見

解、労働組合の会員、性生活、身心の健康状態など)、(ii) 個人情報の盗難を促進する可能性がある (母親の結婚前の苗字など) 、あるいは (iii) ユーザーの

アカウントへのアクセスを許可する可能性がある (パスワードや PIN など) PII や別名のデータなどが含まれます。また、表向きは PII ではないが、これ

までユーザーを神経質にしてきたその他のデータや (ユーザーの詳細な所在地など) 、ユーザーに恥ずかしい思いをさせる可能性が十分に予想できるデー

タなどもこれに含まれます。 

41 多くの場合、データの身元を不特定にすることは、データの再特定化によって克服できると議論されているため、「ビジネス プロセス」に対して、

これに言及することは重要です。データの再特定化を防ぐ弊社の技術的な能力には限界があるかもしれませんが、技術的な手段は社会規範の適用に利用

できる唯一の手段ではありません。たとえば、携帯電話の盗聴は、技術的に達成が困難ではなかったときに、法律で禁止されました。 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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前述のとおり、このアプローチは、これを破棄するのではなく、40 年の歴史の上に構築する、明らか

な移行を示すものです。そして、(1) 意味のある方法でプライバシーを保護する、(2) 個人と社会の両方にメリッ

トのあるデータ使用を最適化する、(3) データの利用者がその使用に責任を必ず負う、(4) 規制当局がより効果

的に監督できる制度を提供する、(5) 社会に接続された現代で効果的に作用する、という 5 つの目標を達成する

ために作られたものです。データが豊富な世界では、こうした目標に達成するには、データ使用、意味のある

ユーザー コントロール、そして透過性が必要になります。 

 

C. 政府によるデータへのアクセス 
 

個人や組織がサービスを利用するようになると、政府によるデータへのアクセスに関する疑問が生じま

す。特に事前の連絡なしにアクセスされる場合が問題です。この新しいデータを中心とするサービス指向の世

界では、個人と政府の間の力のバランスがある程度シフトします。それは、以前は、第三者から入手可能な記

録 (電話の通話記録や銀行取引記録など) もありましたが、多くの個人用ドキュメント (個人の手紙、写真、そ

の他の個人用書類) は自宅やオフィスに保管されていたためです。このため、そのようなデータが必要な場合、

政府機関が個人に直接働きかける必要があり、強制的な差し押さえ (捜査令状の執行など) の場合も同様でした。

今日、IT サービスを利用する個人は多くの個人情報を第三者に預けており、それには、手紙 (電子メール)、テ

キスト文書、写真、財務記録、健康記録のコピーなどが含まれます。さらに、他の形式の興味深い情報 (オンラ

イン ショッピングの履歴、正確な位置情報データなど) も入手可能です。政府が個人に連絡せずにサービス プ

ロバイダーからそのような情報を入手できるという点で、これが懸念の種になっています。大きなデジタル上

の痕跡を残さずに社会に完全に参加することが困難な現在の状況では、特に不安が大きくなります。42 

 

実際に、2 つの明白な問題があります。1 つは、国内捜査に関連する問題です。すべての捜査が国内で

行われるとすれば、どのような規則の下に政府は個人のデータにアクセスできるでしょうか。2 つ目の問題は、

国際捜査に関するものです。国際的なケースでは、政府は、国際的な支援を受けない場合、他国に保存されて

いるドキュメントをどの程度まで強制的に提出させることができるでしょうか。 

 

1. 国内の調査 
 

各地に保存されている記録に政府がアクセスするという問題は、長い間プライバシーに関する議論の対

象になってきました。ある米国政府のレポートに 次のように記載されています。 

 

                                                      
42 米国では、過去に確定した判決により、第三者に提供されたデータを政府が入手しても、憲法修正第 4 条の捜査令状要件に違反することにはなりま

せん。Smith ・ Maryland 訴訟、442 U.S. 207 (1986 年) を参照してください。しかし、最近、1 つの巡回裁判所が、Electronic Communications Privacy Act 

(電子通信プライバシー保護法) が令状なしで電子メールへのアクセスを政府に許可していることは違憲であるとしました。米国政府 ・ Warshak 訴訟 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf を参照してください。 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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個人が自分で保管していない個人記録の存在は、プライバシー保護に関する重大

な問題となり、特に政府がそれらの記録にアクセスしようとしている場合に問題

になります。記録保管者は、個人の了承を得ずに個人に関する記録を政府に開示

するか、開示「しなければならない」ことがあります。政府の要求に応じて開示

する場合もあれば、記録保管者が自発的に開示する場合もあり、通常、開示行為

の記録は作成されません。個人は政府機関によって自分の記録が調査されている

ことを知らない場合もあります。わずかな例外を除いて、記録保管者も政府も、

政府による調査のために記録が開示されたことを知らせる義務はありません。 

 

この報告は、ビッグ データやクラウド サービスに関するものではなく、事実、パーソナル コンピューティン

グ時代より前に書かれたものです。43 しかし、個人がクラウドにデータを保存する (そのために第三者が保有す

る) 機会が増えたことにより、個人がプライバシー保護に対して期待できるレベルは、どの程度犠牲になるので

しょう。米国 最高裁における最近のある判決で、この問題が取り上げられました。 

 

根本的に、第三者に自発的に開示した情報に関しては、プライバシー保護を期待

することは妥当ではないという前提について再考する必要があるかもしれません。

Smith、442 U. S.、at 742; 米国政府対 Miller、425 U. S. 435, 443 (1976 年) に例が

あります。このアプローチは、日常的な活動を行う過程で自分自身に関する膨大

な情報を第三者に開示しているデジタル世代には不向きです。人々は、ダイヤル

した電話番号やテキストを携帯電話会社に、アクセスした URL や連絡に使用した

電子メール アドレスをインターネット サービス プロバイダーに、購入した書籍、

食糧雑貨、薬の情報をオンライン小売業者に開示しています。JUSTICE ALITO (ALITO 

判事) の意見のように、利便性の見返りにプライバシーが犠牲になることは "妥当

だ" と考える人々や、この "プライバシーの縮小" は "不可避" と考える人々がいま

す。この 10 番目の意見はおそらく違います。すべての情報が限定的な目的のた

めに公共機関の職員に自発的に開示されることが、その理由だけで憲法修正第 4 条

の権利を剥奪しているとは考えられません。44 

 

Jones 判決の前から、マイクロソフトは、第三者からのデータ取得に関する基準を再検討するように求めてい

ます。45 

 

                                                      
43 1977 年 7 月 12 日にジミー カーター大統領に提出された「Personal Privacy in an Information Society の第 9 章: The Report of the Privacy Protection 

Study Commission (プライバシー保護研究委員会に関するレポート)」の第 9 章 http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm に記載されています。 

44 米国・ Jones、http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (Sotomayer 判事の同意見)」を参照してください。 

45 Brad Smith の「Cloud Computing for Business and Society」(http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html) を

参照してください。 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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 クラウド コンピューティングとビッグ データの出現は、このようなプライバシーに関する懸念を明ら

かに大きくしています。個人の活動を反映するデータは高度なレベルでは以前から存在しますが (たとえば、ク

レジット カードの明細には購入品、日時、場所が記録されています)、開示されるデータの量と質は劇的に増加

しています。現在では、紙の記録を継ぎ合わせたり、物理的に監視して居場所を追跡したりしなくとも、日付

や時刻などのメタデータを含む監視カメラで撮影された画像を、顔認識技術を使用して後で分析することがで

きます。電話、車、コンピューターなどの広範囲におよぶモバイル デバイスから非常に正確な GPS 信号を取得

することができます。この新しい環境で、このようなデータが違法行為の捜査にどれだけ役立つかはすぐわか

ります。46また、政府は、この問題に関して、団体組成の自由に関連する合法的な活動を押さえ込もうとして

います。クラウドに保存される情報の保護に関する厳粛な議論が必要なタイミングになっていることは明らか

です。 
 

2. 国際的な調査 
 

国家が国内で適用される規則を決定できるのは当然ですが、外国に保存されているデータに、一国の政

府がどのようにアクセスするかということになると問題は複雑になります。簡単に言うと、いつでもどこでも

アクセスできるにクラウドにデータを移動する人々が増えると、世界中の政府がそのデータにアクセスする必

要があるため、通信的、地理的、および最終的には統治的な境界上で深刻な疑問が発生します。世界の一部で

この懸念が表面化したのが、9 月 11 日のテロ攻撃の後に成立した米国の "the Patriot Act (愛国者法)" です。こ

の法律では、 米国企業がデータを他国に保管している場合でも、米国企業に 所有しているデータを提出させる

権限を米国政府に与えています。47 実際には、Patriot Act がテロに関連しているという主張は誤りであり、 デー

タ アクセスに関する判例は、9 月 11 日のテロ攻撃の約 20 年前に出ており、これは Patriot Act の成立よりかな

り前のことです。この歴史を知っている人は多くはありませが、知っておく価値はあります。 
 

1983 年 3 月 4 日のことです。カナダのトロントに本店を置く Bank of Nova Scotia は、64 か国に支店、

オフィス、代理店を持っていました。その日、フロリダにあるマイアミ支店は、フロリダ州南部地区連邦地方

裁判所大陪審によって発行された文書提出令状に対応していました。この令状は、特にケイマン諸島の支店か

ら 2 人の個人と 3 社の企業に関する財務文書を提出することを要請していました。銀行は、ケイマン諸島の秘

密保護法に違反するので要請された文章提出をできないと主張しました。地方裁判所は、銀行に文書の提出を

強制する次のような命令を発行し、この決定は最終的に上訴裁判所で支持されました。 
 

国際的な商取引が行われる世界では、衝突は避けられません。裁判所および立法

機関は、すべての妥当な予防措置を講じて、この銀行に見られるような状況に個

人が陥ることを回避する必要があります。しかし、当裁判所は、他国の利害との

衝突があるたびに米国の犯罪に関する捜査が阻止されるべきであるという主張を

黙認することはできません。 

 

                                                      
46 米国では、最近最高裁で、政府機関が車に GPS 装置を設置する前に捜査令状を取得する必要があるという判決が出されました。米国政府 対 Jones、

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 を参照してください。 

47 「European distrust of U.S.data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S.Patriot Act prefer to keep their data in the 

EU」http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 を参照してください。 

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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簡単に言うと、裁判所は、米国政府が、データが保存されている場所に関係なく米国に拠点を置く会社が所有

している データを強制的に提出させることができるという決定を下しました。48 興味深いことに、反対意見を

唱えたり、データが外国に保存されているという理由で強制的な文書の提出を自国企業が拒否することを示唆

したりする他国の政府はありません。 

 

"銀行" という言葉を "クラウド プロバイダー" に置き換えて、クラウド ユーザー、クラウド プロバイダー、

および政府に対する意味を考えると、興味深いことがわかります。ユーザーにとっての疑問は、"どの政府が自

分のデータを入手できるのか、また開示されたときに知らせてもらえるのか"49ということです。外国の政府が

自分のデータにアクセスすることをユーザーが心配するのは当然です。また、たとえばサービス プロバイダー

が別の国に拠点を置いているかどうか、または信頼性を向上させるためにバックアップしたユーザー データを

地理的に別の場所に置いているかどうかなどによって、どの政府がデータにアクセスできるかが変わる場合も

あります。クラウド ユーザーは、政府機関に自分のデータが要求されたときには通知されるだろうと安心して

いることはできません。なぜなら、クラウド プロバイダーがそのような通知を義務付けるポリシーを採用して

いたとしても、政府が機密保持命令を出すことで通知させない可能性があるためです。そのような場合、クラ

ウド ユーザーはこの問題をどのように考えればよいでしょう。 

 

政府によるデータ アクセスは、クラウド サービスの使用を検討するときに考慮する必要がある 1 つの

リスク管理要因にすぎません。たとえば、機密性の高い取引情報をクラウド サービスに保存する場合、知的所

有権を尊重しない政府によってそのデータにアクセスされる可能性があるので、組織はこれを避けたいと考え

ることがあります。一方で、一般に公開されているデータを基にしてコラボレーションを行う場合は、クラウ

ド サービスを使用しても何も心配は発生しません。また、顧客が社内で実装するよりも効果的なセキュリティ

管理をクラウド プロバイダーが提供することがあるため、多くの組織が部分的にクラウドに移行しているとい

う点も重要です。そのような場合、組織は、ハッカーが社内のシステムから機密情報を盗むというビジネス上

のリスクの方が、政府が合法的な手続きを経てデータにアクセスするというリスクよりも大きいと結論付ける

のは理にかなっています。 

 

リスクを適切に数量化することも重要です。多国籍企業が特定の国に拠点を置いている場合、既にその

国の統治対象になっています。そのため、政府は文書の保存場所に関係なく、会社の文書を強制的に提出させ

ることができます。このような場合、クラウド サービスを使用することのリスクは、政府がデータにアクセス

できることではなく (政府はどのような方法でもアクセスできます)、そのようなアクセスが通知なしに行われ

ることです (つまり政府はクラウド プロバイダーを介してデータにアクセスし、捜査中の企業であれば、企業

へのアクセスの通知を禁止することができます)。通知なしでデータにアクセスされることのリスクも適切に検

証する必要があります。これは、通常の法執行機関による調査では、企業は政府による調査活動を十分に認識

しているためです。つまり、社員が事情聴取を受け、手元にある文章が調べられ、企業が調査に協力している

ことを公に発表することさえあります。ユーザーが規定どおりに政府の調査に協力するという点において、文

                                                      
48 Bank of Nova Scotia 対 米国政府、 740 F.2d 817、828 (11th Cir. 1984)、上告棄却、469 U.S. 1106 (1985 年 1 月 7 日) を参照してください。 

49 前に説明したように、自国の統治権内に拠点を置く組織に対して強制的にデータを提出させる権限は、すべての政府が持っています。そうは言っても、

大半の主要なクラウド プロバイダーは米国に拠点を持っているので、 多くの場合、米国政府によるアクセスが議論の焦点になります。 
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書が社内に保管されているかクラウド上に保管されているかはほとんど問題ではありません。要約すると、ク

ラウド ユーザーにとって重要なことは、適切な疑問を抱き、政府によるアクセスのリスクとクラウドによって

可能になる生産性向上や他のメリットのバランスを取ることです。 

 

Bank of Nova Scotia の件もクラウド プロバイダーにとって意味があります。"クラウド プロバイダーが

データの提出を強制する可能性があるすべての国におけるすべての法律を守るにはどうすればよいか、特にあ

る国の法律を守ることが他の国の法律違反になる場合はどうすべきか" という大きな疑問が浮かびます。合法

的なクラウド プロバイダーは、国の法律に違反してもメリットはありません。それにもかかわらず、国の法律

の違いのために統治者によってこのような受け入れ難い状況に追い込まれることがあります。また、Bank of Nova 

Scotia の件で明らかになったように、政府が自発的に調査権限を制限することは考えられません。 

 

Bank of Nova Scotia のケースには、1 つの国における犯罪捜査と別の国における民法の競合があったこ

とにも注意する必要があります。将来的には、刑法間に矛盾が生じ、会社の従業員がその意思決定に関係なく

刑事訴追の対象となったり、投獄されたりする状況になる可能性があります。一方、組織が外国にデータを保

管することによって地元の法律を回避することは許容できないことであり、また、法律を守っている人々がそ

の行為に関係なく刑法に違反することになるというのも本質的に問題がある許容できない状況です。その意味

で、Bank of Nova Scotia のケースで法廷が行なった判断は正しいといえます。 

  

政府にとっての疑問は、"どのような権限でデータを入手できるか"、"すべてが犯罪者および犯罪のため

としても、データもクラウド プロバイダーも統治下にない場合どのようにしてデータにアクセスすればよいか

"、"この新しいクラウド環境で伝統的な権限を発動して、保存済みのデータおよび通信中のデータの両方にア

クセスできるようにするにはどうすればよいか" といったあたりでしょう。オンライン調査に携わっている政

府が、調査対象者の正確な身元または現在位置を知らない場合や、個人のデータ保存を管轄する司法権を明確

にできない場合、これらの疑問に対する答えがさらに難しくなります。そのため、場所、国籍、または他のす

ぐに判断できる要因に依存する捜査ルールが問題を引き起こしています。50  

 

クラウド コンピューティングとビッグ データの経済的および社会的なメリット (政府が支援するメリッ

ト) の一部は、世界中に分散したビッグ データ センターでのデータの統合から生じます。すべての国にデータ 

センターを配置しても各データ センターがその地域の人々にのみサービスを提供するようでは、このモデルの

意義や価値はありません。しかし、同時に政府は、これらのデータにアクセスできないと社会や国家の安全を

守るという責任を果たすことができないので、可能な場合はいつでもデータを強制的に取得できるという権限を

放棄することはありません。 

                                                      
50 場所がわかっている場合でも、国境を越えた支援に関する国際的なメカニズムが迅速に機能することはありません。さらに重要なのは、これが自由意

志によって提供されるということです (刑事共助条約によって支援が許可および促進されますが義務ではありません)。場合によっては、国の法律によっ

て支援が禁止されることもあります。たとえば、米国の盗聴法では、米国政府職員が 特定の米国の法律に違反していると主張している場合のみ盗聴を

許可しています (指定されている違法行為の一覧については、18 U.S.C. 2516 を参照してください)。誰かが外国で米国の電子通信サービスを使用し、そ

の国で犯罪行為を行っていたとしても、 米国は合法的に通信の傍受を支援することはできません。また、地域の法律に違反していると疑われている地

域の人間に関する電子的な証拠を得ようとしているときに、国際的な支援に頼る必要があるのはなぜかと疑問視する国もあります。 



 

28 

 

裁判所の命令がある場合でも政府による重要なデータへのアクセスを拒否するということは正しくあり

ませんが、同様に、市民の自由および当事者の他の利害を保護する法的体系がない状態で、すべてのクラウド ユー

ザーのすべてのデータをすべての政府に提供するということも正しくありません。そのため、政府にとっては、

将来的により有効なルールを作成することに重点を置きながら、一部のケースだけでもこの矛盾を軽減できる

フレームワークが存在しているかどうかを確認することが重要です。実際、いくつかの特に難しいケースがあっ

たとしても (法律や文化の重大な違いが関係するケース、政府同士が双方の不正行為を非難し合っているケース

など)、それがすべてのケースが難しいことを意味するわけではありません。多くのケースを解決できるルール

は国際的な衝突の数を大幅に減らすことができます。 

 

新しいフレームワークの下では、データが置かれている国がそのデータの統治権を持つという考えが出

発点になるでしょう。多くの国は、少なくともいくつかの犯罪に関して、要求元の国が司法手続きを経てその

国でビジネスを行っている企業に対し (データが他の場所に保管されている場合でも) データを要求できるとい

うことに同意できるでしょう。要求されるデータは、要求元の国の統治権に属する個人またはその統治権内で

発生したまたは将来発生する犯罪に関係するものでなければなりません。このフレームワークの一部として、

提出を強要された企業は、データの統治国 (取得されるデータが置かれている国) に要求の性質 (誰が何を要求

しているか) を通知することができます。この通知の目的は、データの統治国が要求に関する懸念を持っている

かどうかを確認し、要求元の統治国とその懸念について話し合えるようにすることです。操作の存在を公表す

ること自体に懸念を抱く国があることは事実ですが、フレームワークの範囲 (両国で懸案となっている違法行為

など) が適切に設定されていれば、そのような公開が問題になることはありません。最終的に、このフレームワー

クの下で強制命令に答える当事者は国際的な法律に従って行動すれば、罪に問われることはないということが

合意されるでしょう。 

 

V. 信頼性 
 

A. 背景 
 

1999 年に、マイクロソフト リサーチは、コードの品質を向上させるためのさまざまな手法を研究する

ために Programmer Productivity Research Center (PPRC) を設立しました。このチームは、新しい静的な分析と

テストの手法、およびソフトウェア品質保証を改善し、将来的には自動化するために役立つツールを開発しま

した。たとえば、PPRC は、C/C++ の分析ツール、依存関係分析ツール、コード カバレッジ ツール、テスト優

先度設定ツール、パフォーマンス分析ツール、および高度なデバッガーを開発しました。これらのツールは、

マイクロソフト製品特に Windows と Office のソフトウェア品質の向上に主要な役割を果たしました。TwC が

発表されたときからこの業務はさらに激務になりました。マイクロソフトは、実用的で測定可能な信頼性の定

義を採用し、機能が増加している製品から提供されるデータを使用して、その製品が信頼性の目標を達成して

いるかどうかを判断するという新しく増えた仕事に取り組んでいます。当然ながら、信頼性を定義してそれを

達成するのは簡単なことではありません。定義の点から見ると、「学術的な文献と商業的な文献の両方で "信

頼性" に関する議論が盛んに行われている中で、我々はそれを定義し、議論し、理想的な標準と実装形態を比
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較している」51と言えます。辞書もあまり役に立ちません。Merriam-Webster では、"信頼性" とは "信頼できる

品質または状態" であり、より具体的には "信頼するために適している: 頼りになること"52と定義されています。

この定義は、製品またはシステムの信頼性に関してさまざまな期待を抱いている顧客を満足させるものではあ

りません。可用性を重視する人もいれば、パフォーマンスの測定値を含める人もいます。管理や復旧の容易さ、

予測可能性が重視されることもあります。 

 

この文書で、信頼性に関するさまざまな意見を統一することはできませんが、TwC のコンテキストにお

ける使用方法は明確にする必要があります。パーソナル コンピューターの世界では、"エンジニアリングを目

的とする場合、信頼性とはデバイスが所定の状態で指定された時間内に意図する機能を実行できる見込み" と

定義されます。53 この単純な定義でさえ、IT の世界に固有な課題を生み出します。車や従来型の電話機とは異

なり、IT システムを使用する場合、ユーザーは広い適応能力を持っていて、"所定の状態" とは大きく離れた方

法で使用する可能性があります。おそらくより重要なことは、この従来型の定義がデバイスに焦点を当ててお

り、接続されるデバイスやサービス (およびそこに含まれるデータ) が増加している世界で、サービスが実際に

期待される妥当なパフォーマンス目標を満たしているかどうかを考慮していないということです。一定範囲の

重要または重要ではない活動においてデバイスとサービスに依存している密接につながった世界では、システ

ムの信頼性を宣言する前に、信頼性に関するユーザーの妥当な期待を満たしている必要があります。 

 

これは、実際にはそれほど単純ではなく、従来からのやり方に単純に依存することはできません。今ま

では障害につながる欠陥 (デザインまたは実装に内在する短所) を防ぐことが重視され、多くの場合、"平均故障

間隔" (MTTF) で評価されていました。各デバイスの信頼性が重要であることは変わりませんが (サービスはデバ

イスの組み合わせによって提供されるためです)、サービスが抱える技術的および組織的な依存関係が増加して

おり、それらには認識されているものと認識されていないものの両方があります。このことは、多くの自然災

害が発生したときに顕著になります。システムの存続能力および構成要素の可用性が問題になり、壊れた設備

の復旧作業が長引くことがあります。54 

 

昔の障害と現在の障害を比較するだけで、現在の世界の複雑さを十分に理解することができます。昔の

世界では、家の明かりが消えたとき、家の持ち主の反応は単純で、窓の外を見て近所が暗くなっているかどう

かを確認するだけでした。近所の明かりがすべてついていれば、家の問題であり、周りもすべて消えていれば、

電力会社の問題です。電力会社の複雑な発電および送電システム (発電所、送電線、変電所、家屋への配電) に

問題がある場合でも、ほとんどの場合、電力会社の内部だけで、問題を特定して修復することができました。

言い換えれば、障害には技術的な依存関係があっても、組織的な依存関係はなく、1 つの組織がインフラスト

ラクチャのほとんどを管理していました。 

                                                      
51 Herbert Thompson 氏、James Whittaker 氏共著「Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points」(2005 年 5 月) 
52http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability を参照してください。 
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability を参照してください (IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (1990 年) Standard Computer 

Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries、 New York, NY ISBN 1559370793 が参照されています)。 
54"1975 年に 100 回未満だった災害の数は 2005 年には 400 を超えており、毎年確実な割合で増加しています" ルーバン カトリック大学 (ベルギー、ブ

リュッセル) の EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database (OFDA/CRED 国際災害データベース) (www.emdat.be) より。

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/ も参照してください。 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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今日、技術的な依存関係と組織的な依存関係の両方において、システムははるかに複雑になっています。

ユーザーが自宅のラップトップから Web ページにアクセスできない場合、問題の場所として (1) ラップトップ 

(ハードウェア、ソフトウェア)、(2) ワイヤレス ルーター、(3) ブロードバンド モデム、(4) アクセス プロバイ

ダー (伝送回線またはバックエンド システム)、(5) リモート システム (ハードウェア、ソフトウェア)、(6) 接続

チェーンの一部での実際の停電などが考えられます。診断ツールがあったとしても、多くの場合、問題を特定

して解決するのは大変です。 
 

B. クラウド 
 

クラウドの採用を考えている人々がこれらのグローバル システムの複雑さを忘れていることはありません。
55最近、大々的に報道された停電によって問題は悪化し、ほとんどすべてのクラウド サービス プロバイダーが

頭を悩ませています。56 これは単なる不便さだけの問題ではなく、IT システムの信頼性の問題は、ビジネスの

生産性または57公共の健全性や安全性に影響することがあります。危機的状況が発生したとき、政府はメディ

アを通じて市民に最新の情報を提供し続けます。最初に気づいた人々が、効果的に行動できる場合があります

が、それは、ラジオを持っていたからではなく、GPS 機器、地図機能、ストリート ビュー、ビデオ会議、その

他クラウド ベースのサービスのおかげです。しかし、そのようなメリットが具現化するのは、情報システムが

サービス全体の信頼性に対する妥当な期待度を満たしている場合に限られます。このような事実を認識した上

で、政府は重要なインフラストラクチャの一部としてのクラウドまたは少なくとも特定のクラウド コンポーネン

トに対する注目度を高めています。 

 

インターネットは安全性を考慮して設計されたわけではないため、信頼性の要旨も複雑になります。一

方で、インターネットは軍隊による攻撃に耐えられるように設計されました。つまり、どのような緊迫した状

況でも利用できるように設計されています。セキュリティに関して言えば、インターネットの想定される用途

は特定の目的に限定され、インターネットの機能を使用するのは信頼できる人々でした。現在見られるような

多数のさまざまなユーザーを対象として設計されたわけではなく、ましてや悪意を持ったパケットを送信する

ために使用されるとは想定できませんでした。インターネットの想定された用途とユーザー ベースを考えると、

"ベスト エフォート" の送信システムは当時の必要な要件を満たしていました。しかし、社会的な事物の流通や

商取引、緊急時の措置まで、生活基盤に組み込まれるテクノロジが増加するにつれて、信頼性に対する期待も

高まっており、現在提供されていないレベルの信頼性を実現する必要があります。 

 

                                                      
55 クラウド サービスを使用する予定がない理由の主なポイントを尋ねられた場合、IT の専門家は、セキュリティ、プライバシー、および信頼性の問題を

挙げるでしょう。ISACA/ITGI 「Global Status Report on Governance of Enterprise IT」2011 年 1 月 (pp. 38) より 

56 この停電は特に、マイクロソフト 

(http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx)、Amazon 

(http://aws.amazon.com/message/65648/)、Google (http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978))、および VMware 

(http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime) に大きな影響を与えました。 

57 「IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue」http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (IT の障害がクラウド 

コンピューティングなどの新しいテクノロジの信頼を失わせる可能性もあることが記載されています) 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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実際、特に重要なインフラストラクチャ間に発生している相互依存関係は、認知度が高まり、心配の種

になっています。 

 

国家防衛、経済繁栄、および生活品質は、長い間社会を支えるこの重要なサービ

スに依存してきました。これらの重要なインフラストラクチャ (エネルギー、金

融、輸送、医療、通信) は、情報時代の新しいコンテキストで見る必要がありま

す。通信システムとコンピューター システムの急増や統合により、インフラスト

ラクチャが接続され相互に依存する複雑なネットワークが形成されています。こ

の連鎖によって新次元の脆弱性が発生し、これらが一連の新しい脅威と組み合わ

されることで、前例のない国家的な危機が引き起こされます。58 

 

これらの相互依存関係は認識されていますが、ユーザーが技術的または運用上の依存関係を常に明確に

把握しているわけではないので、信頼性に対するリスクの管理が常に非常に困難になっています。図にすると

よくわかります。銀行は、さまざまなサービス プロバイダーの "冗長な" 通信チャネルに依存して、電子的な資

金転送ネットワークの可用性を確保しています。同時に、さまざまなサービス プロバイダーは、"貸借設備" を

共有することがあります。つまり、共有設備内に通信回線を敷設してコスト削減する場合があります。これは、

施設に障害が発生すると銀行が両方の通信チャンネルを同時に失うことを意味します (これはシングル ポイン

ト障害になります)。銀行はネットワーク マップを通信事業者と共有していませんし、通信事業者も顧客と互い

にマップを共有していないので、予想していた冗長性が構築されていないことを簡単に知る方法はありません。 

 

それでは何を変更する必要があるでしょう。簡単にいうと、2 つの根本的な変化を発生させる必要があ

ります。初めに、ビッグ データを人間の行動を予測するために役に立てるのと同じように、ビッグ データを活

用して、"エンジニアリング インテリジェンス" (EI) を作成する必要があります。つまり、"ビッグ データ" を使

用して、開発と運用を含む製品のライフサイクル全体にわたり、エンジニアリング関連の大量のデータを識別、

抽出、および分析し、エンジニアリング関係の意思決定をより効果的に行うことで、全体的なエンジニアリン

グの品質と生産性を向上させることができます。その意味で、EI テクノロジは、エンジニアリングと運用に関

する過去の履歴、現状、および将来の予想図を提供できます。たとえば、ネットワーク間のデータ フローを見

ているだけで、以前には理解できなかった大きな依存関係が明らかになることがあります。これは、研究およ

びツール開発にとっての成熟した対象分野となっています。さらに、依存関係の観点から限界状態を評価する

ための実用可能な分類を作成する必要があります。製品の脆弱性は、悪用されやすさおよび顧客のリスクを基

にして評価および緩和されていますが、複数のサービスまたは企業が含まれる依存関係から生じる脆弱性を緩

和することはより困難であり、より斬新なアイディアが必要です。 

 

                                                      
58 Marsh Commission Report 監修「Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures」 9 ページ目。http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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2 つ目として、短期的に、弾力性を確保するために製品やサービスのエンジニアリング方法を考え直す

必要があります。歴史的に見るとシステム関連の可用性の向上は、個々のコンポーネントの品質の改善、冗長

性およびデータの複製によって実現されてきました。冗長性は、1 つの要素に障害が発生してもシステムの運

用が中断されないように、重要な要素を複製することで実現されます。広範囲で予想される障害に対応する際

に有効であることは間違いありませんが、単純な冗長性メカニズムはクラウドの高レベルの可用性を保証する

という点では不十分です。ソフトウェアとハードウェアの供給元は、強固なフェールオーバー メカニズムの設

計に多くの投資を行っていますが、これらのフェールオーバー メカニズムにもこの仕事を任せることはできま

せん。それらを適切に実装し、適切にメンテナンスを行い、長期間にわたりアクティブに使用しながら中断な

くアップグレードする必要があることは別にしても、大規模なシステムにおける現在までの障害の発生頻度を

考えると、これらの過去の努力は十分ではないことがわかります。 

 

データの複製は、デバイスの障害が発生したときにすぐにデータを利用できる状態を保証するために、

IT プロフェッショナルや個人ユーザーによって広く採用されました。複数の同一のデータのコピーを異なるデ

バイスや異なる場所にあるホストに分散して持っていれば、データが失われる可能性が減少し、それによりシ

ステム全体の信頼性が向上します。しかし、これらのさまざまなサービスや場所にあるデータの一貫性を維持

しながら、システムをどのように更新させていくか点でかなり複雑になります。アプリケーション レベルの誤

動作や保守作業中の操作ミスの結果として、意図しないデータの破損や損失が発生することがあります。誤動

作や操作ミスに一定期間気づかなかった場合、ソースの完全な複製を作成するためのデータ複製メカニズムに

よって、重要な複製も壊されてしまう可能性があります。 

 

冗長性や複製は重要ですが、他の方法も行う必要があります。ソフトウェアおよびハードウェアのベン

ダーは、2 つの視点から信頼性を見る必要があります。1 つ目として、特定の構成要素の信頼性を重視するの

ではなく、現在のより複雑なエコシステムの全体的な信頼性にその構成要素がどのように寄与するかを考える

ことが重要です。この点については、故障モデリングをソフトウェアのライフサイクルの早期に使用すると最

も大きな成果を実現できます。2 つ目として、業界が共同作業で "混合的な信頼性" のエンドツーエンドのマッ

ピング シナリオを作成すれば、運用システムを実装するためのアーキテクチャと標準を共同で作成し、全体と

してエンドツーエンドの信頼性を提供することができます。業界団体を設立して優先度の高いシナリオを定義

したり、ベスト プラクティスと標準の開発を促進したりすると有効な場合があります。たとえば、Cloud Security 

Alliance やそれに似た Cloud Reliability Alliance などがあります。 

 

2 つ目として、クラウドに対する我々の依存度や環境の複雑さが増していることを考えた場合、歴史的

にはソフトウェアのエラーの防止を重視してきましたが、複合的なコンピューティング システムに関連する定

型的な障害を検出して隔離し、修復 (または回避) できるソフトウェアに重点を広げることでこれを補う必要が

あります。実際、クラウド サービスに固有ないくつかの重要な要因があり、そのためにサービス設計者やサー

ビス運用者はより多くの時間と作業をいわゆる "Recovery-Oriented Computing (回復指向のコンピューティン

グ)" に費やさなければなりません。59クラウド サービスをサポートするコンピューティング環境の定型的な障

害は、それが、デバイスの障害の形で現れるか、ソフトウェアまたはファームウェアの潜在的な脆弱性か、人

                                                      
59http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html を参照してください。 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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的なミスかに関係なく避けることはできないため、ソフトウェアは、これらの状況を予想して、障害に対応で

きるように設計されている必要があります。サービス コンポーネント間の依存関係は、できる限りゆるやかに

形成する必要があります。他のコンポーネントの障害に対しては、各コンポーネントが徐々に機能を低下させ

ることで反応し、サービス ダウン状態になるのではなく、部分的にサービスを提供する必要があります。これ

は、クラウド サービスの設計者が設計時に障害モデルを作成する必要があることを意味しており、前に説明し

た従来型の構成要素の障害モデルではなく、真のエンドツーエンドの障害モデルが必要です。 

 

設計者はまた、仕様で記述した "複製メカニズム" が開発中のソフトウェアに反映されていること、およ

び実際の運用環境への障害の状態の投入によってテストされていることを確認し、現実世界でも予想される動

作が実現されることを確認する必要があります (グローバルな規模のサービスの世界ではテスト環境の有効性が

薄れています)。理想を言えば、この慎重な投入 (現在は "本番テスト" と呼ばれます) が、プログラム的に実施

され、ソフトウェアの後続のリリース、ネットワークの容量または設計の変更、および新しいサブシステムの

追加が、それまでに検出されていない信頼性に対する脅威を発生させないことを継続的に確認する必要があり

ます。60 これらの作業では、障害発生時に変更をシームレスにロールバックする機能も追加し、サービスの実

際のユーザーに悪影響を与えないような信頼性のレベルを達成する必要があります。 

 

VI. 結論 

   

Bill Gates が信頼できるコンピューティングを発表したとき、コンピューティング社会は大きな曲がり角

に来ていました。IT システムへの依存度が高まるにつれて、ソフトウェア製品の、セキュリティ、プライバシー、

および信頼性に重点を置くことの重要性が明白になってきています。現在、我々は別の曲がり角に来ています。

コンピューティングは、無数のデバイス、世界規模のサービス、ビッグ データを伴うものに変わってきていま

す。コンピューティングへの依存度は、2002 年当時でも大きなものでしたが、この 10 年間でさらに劇的に増

加しています。インターネットは、教育の進歩および商業の発展を長期的に推進する手段であり、今では社会

の構造をつなぎ合わせる役目を果たしており、最近の歴史的な民主主義革命でも主要な役割を果たしています。 

 

昔から唯一の不変なものは、変化するものだと言われています。世界とコンピューティングの関わりが

進化を続けるならば、TwC も同様に進化する必要があります。後から考えてわかったことだとしても、過去 10 

年間の弊社の活動は非常に重要なものです。多くの企業が Security Development Lifecycle を採用し、弊社の絶

え間ないプライバシー重視の姿勢はお客様に大きなメリットを提供し、信頼性向上の取り組みは歴史的にシス

テム クラッシュを大幅に減らしました。しかし、情報テクノロジへの完全な依存、執拗な確信犯的攻撃者、デー

タ、デバイス、サービスの急増、ユーザー、インターネット、社会や国家の安全の保護を心配する政府に象徴

される世界では、セキュリティ、プライバシー、信頼性を守るために作成した戦略が継続的に進化する必要が

あります。 

                                                      
60 プログラム的に慎重に障害状態を投入する方法をよく表している標準的な例として、Netflix によって開発されたいわゆる "Chaos Monkey" ツールがあ

ります。このツールは、広範囲の予想される障害状態をカバーするように拡張されています (現在 Netflix では "virtual Simian Army" と呼んでいます)。

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html を参照してください。 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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TwC の実質的な柱となる各分野で新しい独特の課題に直面しており、これらを克服できるように進化す

る必要があります。防止、検出、抑制、および回復を含むより総体的なセキュリティ戦略を採用することによっ

て、世界は、増加する執拗な確信犯的攻撃者に、より効果的に対抗できるようになります。緊密に接続された

多くのデバイスやデータを内包する世界で生活することの意味を理解すれば、プライバシーの保護に継続的に

効果を発揮しながらも、同時にビッグ データがもたらすメリットを享受できるような原則を作成することがで

きます。エンジニアリング インテリジェンスを活用し、Recovery-Oriented Computing (回復指向のコンピュー

ティング) を追求することで、我々の情報システムに存在する複雑さ、相互接続性、および依存関係にもかかわ

らず、障害発生時に柔軟性を発揮し、デバイスやサービスの信頼性を保証できるような製品やサービスを作成

することができます。最終的には、開かれた透明度の高いビジネス慣習にすることで、情報テクノロジに依存

する人々の信頼を得ることができます。要約すれば、Bill Gates が 10 年前に定義した使命の重要性は今もまっ

たく変わっていません。 
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付録 A 
 

この文書の作成過程において、多くの人々から草案を提供され、概要をうかがい、非常に役に立つコメン

トをいただきました。個人やチームからまとまったコメントを提供されたこともありますが、すべてのレビュー

担当者の一覧はありません。場合によっては、開催されたイベントでこの文書の概念を説明し、イベントの後

の立ち話で役に立つご意見をいただくようなこともありました。全員に個別にお礼できないことを前もってお

詫びします。 

 

ですが、特にご協力に感謝の意を表したい皆様を次に挙げさせていただきたいと思います (敬称略)。Matt 

Thomlinson、Adrienne Hall、Fred Schneider、Jeannette Wing、Steven Gerri、Neeraj Suri、Malcolm Crompton、

Dean Hachamovitch、Martin Abadi、Mark Russinovich、Fred Cate、Ellen Cram Kowalczyk、Dan Reed、Scott Field、

Peter Haynes、Steve Lipner、Vijay Varadharajan、Viktor Mayer-Schonberger、Mike Adams、Xuedong Huang、

Jeff Jones、Diane D’Arcangelo、Shawn Aebi、Reese Solberg、Ellen McDermott、Peter Loforte、Rich Wallis、

Cristin Goodwin、Geff Brown、Adam Shostack。さらに、Peter Cullen、Brendon Lynch、Jules Cohen、David Bills 

による広範囲にわたる大きな貢献に特に感謝いたします。 
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