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戦争を歴史に記録する場合にまず欠かせないのは、最初の攻

撃とその目撃者の話です。そうした話からは、戦争の発端だけ

ではなく、当時の人々が生きた時代の性質も垣間見ることがで

きます。

1861 年のアメリカ南北戦争の最初の攻撃について歴史家が

説明するときには通常、サウスカロライナ州チャールストン近郊の

要塞を取り囲んだ機関砲、大砲、帆船の話が登場します。

1914 年、第 1 次世界大戦の開戦の引き金となった事件では、

サラエボの街の通りでテロリストが手榴弾とピストルを使ってオー

ストリア・ハンガリー帝国の大公を公衆の面前で暗殺しました。

その 25 年後にポーランドの国境付近で起きた事件を完全に理

解するには、ニュルンベルク軍事裁判を待たなければなりません

でした。1939 年、ポーランドの軍服を着たナチス親衛隊が、ドイ

ツのラジオ局を攻撃したのです。アドルフ・ヒトラーはその事件を

口実に電撃的侵略を正当化し、戦車、戦闘機、軍事部隊を

結集してポーランドの都市と市民を攻撃しました。

これらの事件にはまた、各時代のテクノロジー、つまり、その後続

く戦争や、その戦争を生き抜いた人々の生活において一役を

担ったテクノロジーの話がつきものです。

ウクライナ戦争も例外ではありません。2022 年 2 月 24 日、ロ

シア軍は兵士、戦車、航空機、巡航ミサイルを結集し、大軍で

ウクライナの国境を越えました。しかし、実は、最初の攻撃が行

われたのは、その数時間前である 2 月 23 日でした。

ウクライナのコンピューターに対して放たれた "Foxblade" と呼ば

れるサイバー兵器によるものでした。現代のテクノロジーの賜物と

言うべきか、この攻撃を最初に観測したのは、地球の裏側、米

国のワシントン州レドモンドで働いている人達でした。

この点は何よりも、ウクライナで戦争が始まってから最初の数か

月を、一歩下がって大局的に評価することの重要性を表してい

ます。この間、破壊、罪のない一般市民を含む命の喪失という、

壊滅的な被害を同国は受けています。この戦争がいつまで続く

のかは誰も予測できませんが、過去 2 世紀の間に起きた他の

大きな紛争で見られてきた傾向が反映されていることはすでに

明白です。国々が最新のテクノロジーを駆使して戦争を行うこと

で、戦争自体がテクノロジーの変革を加速していきます。したがっ

て、テクノロジーの開発と使用方法にこの戦争が与えている影

響を継続的に評価することが重要です。

ロシアの侵攻は、ある程度、サイバー戦略に依存しており、サイ

バー戦略には少なくとも 3 種類の活動 (複数連携もあり)、すな

わち、ウクライナ国内での破壊的サイバー攻撃、ウクライナ国外

でのネットワーク侵入とスパイ活動、世界中の人々を標的とした

サイバー影響工作があります。本レポートでは、これらの各領域

に関する最新情報と分析結果、ならびに領域間の連携につい

て記載しています。また、この戦争および将来において、より効

果的にこうした脅威に対抗するためのアイデアや、政府と民間セ

クターがより効果的に協力できる新たな機会についても提案し

ています。

今回の戦争のサイバー的側面は、ウクライナという枠をはるかに

超えて、サイバー空間独自の性質を反映しています。国が戦場

にコードを送り込むと、この兵器は光速で移動します。世界中に

張り巡らされたインターネットにより、サイバー活動では、国境、

壁、海が長年果たしてきた防御機能のほとんどが意味を成さな

くなります。そして、インターネット自体は、陸、海、空とは異なり、

官民入り交じった所有・運用・保護の上に成立している人間の

創造物です。

つまり、新しい形の集団防衛が必要なのです。この戦争でサイ

バー大国ロシアと戦うのは、連合諸国だけではありません。ウクラ

イナのサイバー防衛は、国、企業、そして NGO から成る連合に

極めて大きく依存しています。
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世界は今、サイバー活動による攻撃/防衛の初期の相対的な強

み/弱みの評価を始めることができます。集団防衛が攻撃の阻

止に成功している領域はどこか? 失敗している領域はどこか? ど

のような種類のイノベーションが起きているのか? そして、特に大

事な点として、将来のサイバー攻撃を効果的に防御するために

必要な処置は何か? 何よりも重要なことは、こうした評価を正

確なデータに基づいて行うことです。一部の人が懸念していたほ

どウクライナでのサイバー戦争は破壊的ではないという外部認識

によって軽率に安心感を抱かないようにすることです。

本レポートでは、開戦後の最初の 4 か月から 5 つの結論を提

示しています。

第 1 に、軍事侵攻に対する防衛として、ほとんどの国に、デジタ

ル オペレーションとデータ資産を国外に移行して他国に分散さ

せる能力が必要になっています。ロシアが戦争初期にウクライナ

政府のデータセンターを狙って巡航ミサイル攻撃を行ったのは驚く

ことではありません。その他のオンプレミスのサーバーも同様に通常

兵器による攻撃を受ける可能性があります。ロシアはまた、オン

プレミスのコンピューター ネットワークを標的にした破壊的な "ワイ

パー" 攻撃も行いました。しかし、ウクライナ政府は、欧州各地の

データセンターでホストされているパブリック クラウドにデジタル イン

フラストラクチャーを移行するという処置を迅速に実施して、民間

活動と軍事活動を維持することに成功しています。

これには、マイクロソフトを含むテクノロジー業界全体が、緊急か

つ前例のない方法で関与しています。テクノロジー業界の活躍は

極めて重要でしたが、この活動から得られた長期的に有効な教

訓について考えることも重要です。

第 2 に、サイバー脅威インテリジェンスとエンドポイント保護の

最近の進歩のおかげで、ウクライナは高い割合でロシアの破壊

的サイバー攻撃に耐えることができています。サイバー活動は肉

眼では見えないので、ジャーナリストはもちろん、多くの軍事アナ

リストにとっても追跡は困難です。マイクロソフトは、ロシア軍がウ

クライナの 48 の政府機関や企業に対して、破壊的サイバー攻

撃を何度も行っていることを確認しています。まず数百台のコン

ピューターに侵入した後、ソフトウェアやデータを破壊するように設

計されたマルウェアを他の数千台のコンピューターに拡散するとい

う方法によって、ネットワーク ドメインに侵入しようとするものでし

た。

この戦争におけるロシアのサイバー戦術は、2017 年の対ウクライ

ナ NotPetya 攻撃で展開されたものとは異なっています。当時

の攻撃では、コンピューターのドメイン間をジャンプできる "ワーム

化可能" な破壊的マルウェアが使用されていたので、国境を越

えて他の国々へと広がりました。2022 年のロシアは、破壊的な

"ワイパー ソフトウェア" がウクライナ国内の特定のネットワーク ド

メインの範囲内にとどまるように慎重を期しています。ただし、現

在進行中の最近の破壊的攻撃は高度化しており、多くの報

告書で認識されているより広い範囲に及んでいます。そして、ロ

シア軍は、サイバー攻撃と通常兵器の使用を組み合わせるなど

して、戦争のニーズの変化に合わせて、こうした破壊的攻撃を適

応させ続けています。

これまでのところ、これらの破壊的攻撃の特徴的な側面として、

サイバー防衛の力が功を奏し相対的成功を収めていることがあ

ります。もちろん完璧ではなく、一部の破壊的攻撃を許してはい

ますが、サイバー防衛のほうが攻撃側のサイバー能力よりも優れ

ていることが実証されています。これは、最近の 2 つの重要な傾

向を表しています。1 つ目は、AI の活用をはじめとする脅威イン

テリジェンスの進歩により、こうした攻撃をより効果的に検出でき

るようになったことです。そして 2 つ目は、インターネットに接続さ

れたエンドポイント保護により、マルウェアを検出して無力化する

ための防御用ソフトウェア コードを、クラウド サービスや他の接続

コンピューティング デバイスに迅速に配布することが可能になった

ことです。戦時下もウクライナ政府とともに継続して行っているイ

ノベーションと対策により、この保護はさらに強化されています。し

かし、この防衛の優位性を維持するためには、継続的な警戒と

イノベーションが必要になりそうです。

第 3 に、ウクライナ防衛のために連合諸国が結束するにつれて、

ロシアの情報機関は、ウクライナ以外の同盟国政府を標的と

したネットワーク侵入やスパイ活動を活発化させています。マイ

クロソフトは、ウクライナ以外の 42 か国の 128 組織でロシアに

よるネットワーク侵入活動を検出しています。ロシアの第 1 の標

的は常に米国ですが、軍事支援物資と人道支援物資のロジ

スティクス活動の多くが取りしきられているポーランドも優先標的

となっています。バルト諸国もロシアの活動の標的となっており、

この 2 か月間は、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、

トルコのコンピューター ネットワークを標的とした同様の活動も増

加しています。また、他の NATO 諸国の外務省を標的とした

同様の活動も増加していることをマイクロソフトは観測しています。
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ロシアは、特に、NATO 加盟国の政府を優先的に標的にして

います。しかし、標的のリストには、シンクタンク、人道支援団体、

IT 企業、エネルギーなどの重要インフラストラクチャーのサプライ

ヤーも含まれています。開戦以来、マイクロソフトが検出したロシ

アの攻撃は、29% の確率で成功しています。この成功した侵入

のうち 4 分の 1 で、組織データの抜き取りが確認されています

が、本レポートで説明するように、これはロシアの成功率を過少

評価している可能性があります。

マイクロソフトは、クラウドではなくオンプレミスで稼働している政

府機関のコンピューターについて、依然として非常に懸念していま

す。これは、攻めのサイバー スパイ活動と、守りのサイバー保護と

いう現時点の世界的状況を反映しています。1 年半前の

SolarWinds 社の事件で実証されたように、ロシアの情報機関

は、コードを埋め込み、継続的にネットワークから機密情報を取

得および抽出できる持続的標的型脅威 (APT: Advanced

Persistent Threat) として機能させるための極めて高度な能力

を持っています。その当時からすると防御機能は大幅に進歩し

ましたが、そうした進歩の実装については、米国と比べて欧州の

政府間にはまだバラツキが見られます。その結果、集団防衛に

大きな弱みが残っています。

第 4 に、こうした他のサイバー活動と連動して、ロシア当局は、

戦争活動を支援するためのサイバー影響工作も世界的に実

施しています。こうした工作では、KGB が数十年かけて開発して

きた戦術を新しいデジタル テクノロジーやインターネットと組み合

わせることで、より広い地理的範囲に向けて、より多くの情報量

により、より正確に標的を狙い、より速くかつ機敏に、他国への

影響工作を展開しています。残念なことに、周到に計画され巧

妙化された、こうしたサイバー影響工作は、民主的社会が持つ

従来からのオープン性と、現代特有の国民の二極化につけこん

で、これを巧みに利用することができるのです。

ウクライナ戦争が進むにつれ、ロシア当局は 4 種類のターゲット

層にサイバー影響工作の照準を定めるようになっています。まず、

戦争活動への支持を持続させる目的で、ロシアの人々をター

ゲットにしています。そして、ロシアの攻撃に耐えるウクライナの意

欲と能力への信頼を揺らがす目的で、ウクライナ国民をターゲッ

トにしています。さらに、西側諸国の結束を弱め、ロシア軍の戦

争犯罪への非難を逸らす目的で、米国や欧州の人々をター

ゲットにしています。最後に、おそらくは国連などの会議で支持

の獲得を維持するといった目的のために、非同盟諸国の人々

もターゲットにし始めています。

ロシアのサイバー影響工作は、他のサイバー活動のために開発さ

れた戦術を基盤としており、そうした戦術と関連性があります。

ロシアの情報部局の内部で活動している APT チームと同様に、

ロシア政府機関に関係する持続的標的型マニピュレーター

(APM: Advance Persistent Manipulator) チームも、ソーシャ

ル メディアとデジタル プラットフォームを介して活動しています。こ

のチームは、マルウェアなどのソフトウェア コードを事前集積するの

と同じような形で、虚偽の物語を事前集積しています。その後、

政府の管理下/影響下にある Web サイトから、そうした虚偽の

物語を同時に広範囲に "報道" し、ソーシャル メディア サービス

を悪用するように設計されたテクノロジー ツールによって物語を拡

散しています。最近の例では、ウクライナの生物研究所関連の

物語や、ウクライナの民間人に対する軍事攻撃をごまかすため

の複数の活動などがあります。

マイクロソフトは新しい取り組みの一環として、AI、新しい分析

ツール、幅広いデータ セット、増員した専門家スタッフにより、こ

のようなサイバー脅威を追跡および予測しています。こうした新し

い機能の使用により、ロシアのサイバー影響工作により、開戦

後、ロシアのプロパガンダ拡散がウクライナで 216% 増、米国で

82% 増となった、とマイクロソフトは推定しています。

継続的に行われているこうしたロシアの工作は、COVID-19 に

関する虚偽の物語を複数の西側諸国に流布した最近の巧妙

な活動が基盤になっています。たとえば、2021 年には、英語の

インターネット記事を介してワクチンの導入を妨害しようとすると

同時に、ロシア語のサイトを介してワクチン接種を奨励しようとす

るサイバー影響工作が国家主導で行われています。この半年の

間では、ニュージーランドとカナダで、COVID-19 の政策に反対

する国民を煽ろうとする同様のロシアのサイバー影響工作が行

われています。

マイクロソフトは、今後数週間から数か月の間に、この分野の取

り組みを拡大していく予定です。これには、社内成長だけではな

く、先週発表した、他国のサイバー影響工作の検出と対応を

専門とする、サイバー脅威分析調査のトップ企業 Miburo

Solutions 社の買収合意が含まれます。
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マイクロソフトは、適切に検出、分析、公表されることなく、ロシ

アによる多数のサイバー影響工作が数か月も継続して行われて

いることに懸念を抱いています。官民両方のさまざまな種類の

重要な機関が、ますます影響を受けるようになります。そして、ウ

クライナでの戦争が長引けば長引くほど、ウクライナ自体にとっ

ても、こうした工作は重要なものとなるでしょう。戦争が長期化

するほど、必然的に疲弊が増した困難な状況で、国民からの

支持を維持しなければならないからです。そのため、このような

種類の他国からのサイバー影響攻撃に対する西側諸国の防衛

を強化することは喫緊の重要課題です。

最後に、ウクライナで得られた教訓は、破壊的攻撃、スパイ活

動、影響工作という全種類のサイバー活動に対する防衛を強

化するために、連携した包括的な戦略が必要であることを示し

ています。ウクライナの戦争からわかったように、これらの脅威に

は相違点がありますが、ロシア政府はそれぞれを別個の活動と

して進めているわけではありません。したがって、我々もこれらの

脅威を別々のサイロに分けて分析していてはいけません。また、

防衛戦略では、ウクライナで見られたように、こうしたサイバー活

動とキネティック (物理的) な軍事活動の連携も考慮しなけれ

ばなりません。

このようなサイバー脅威を阻止するためには新たな進歩が必要

です。そして、その進歩の基盤となるのは、4 つの共通原則と

(俯瞰的に見ると少なくとも 1 つの) 共通戦略です。第 1 の防

衛原則は、ロシアのサイバー脅威が、ロシア政府内外の共通の

アクター集団によって進められていること、また、類似したデジタ

ル戦術に依存していることを認識することです。そのため、この脅

威に対抗するには、デジタル テクノロジー、AI、データの進歩が

必要になります。これを反映して、第 2 の原則は、従来どおり

の過去の脅威とは異なり、サイバー対応には、官民の協力の強

化が必要であることを認識することです。第 3 の原則は、開か

れた民主的社会を守るために、多国間共通の緊密な政府間

協力が必要であることを受け入れることです。そして、最後の第

4 の防衛原則は、サイバー影響工作を含む、あらゆる種類のサ

イバー脅威に対処するために新たな措置が必要であるとしても、

民主的社会の表現の自由を守り、検閲を避けることです。

これらの原則を基盤とし、4 つの戦略的柱を支えとすれば、効

果的な対応を構築できるはずです。4 つの戦略的柱とは、他

国のサイバー脅威をより効果的に (1) 検出し、(2) 防御し、(3)

破壊し、(4) 抑止するための集団的能力を向上させるものです。

このアプローチは、破壊的サイバー攻撃やサイバーベースのスパイ

活動に対処するための多くの共同施策にすでに反映されてい

ます。

また、ランサムウェアの攻撃に対処するために必要な重要かつ

継続的な取り組みにも適用されています。ロシアのサイバー影

響工作に対抗するためには、皆が、類似した包括的なアプロー

チを取り、新たな機能と防衛を配備する必要があります。

本レポートで述べているように、ウクライナの戦争は、単に教訓

を与えているのではなく、民主主義の未来を守る鍵となる効

果的な対策を取るように行動要請を発信しています。企業と

して、マイクロソフトは、政府、企業、NGO、大学を支援するテ

クノロジー、データ、パートナーシップへの投資を継続的かつ新規

に行うなどの方法により、これらの活動を支援していくことにコ

ミットします。

ブラッド スミス

プレジデント兼副会長

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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戦時下におけるデジタル オペレーションの分散

1
ウクライナの戦争によって、21 世紀に世界中の政府にもたらさ

れた変化に、ある程度注目が集まっています。第二次世界大

戦でロンドンが爆撃される中、英国政府を持続可能にした鍵

の 1 つは、通信装置を地下の内閣戦時事務室 (Cabinet

War Rooms) に移動したことでした。現代の政府はデジタル通

信およびデータに依存しています。そして、ウクライナ政府を維持

可能にした鍵の 1 つは、そうしたデジタル オペレーションを国外

のパブリック クラウドに移行したことでした。

戦争が始まるまで、ウクライナでは長い間、データ保護法によっ

て、政府機関がパブリック クラウドでデータを処理および保管す

ることは禁止されていました。つまり、同国の公的機関のデジタ

ル インフラストラクチャーは、国内に物理的に配置されたサーバー

のローカルで稼働していました。ロシアが侵攻する 1 週間前のウ

クライナ政府は、完全に、政府庁舎の内部に配置されたサー

バーだけで稼働していました。ミサイル攻撃や砲撃を受けやすい

場所です。

ウクライナのデジタル変革大臣、ミハイロ・フェドロフ (Mykhailo

Fedorov) 氏と国会議員たちは、この脆弱性に対処する必要

性を認識していました。2 月 17 日、ロシアの軍隊が侵攻する

ほんの数日前に、ウクライナの国会は、政府のデータを既存のオ

ンプレミス サーバーからパブリック クラウドに移行することを許可

するため、データ保護法を改正するという行動に出ました。これ

により、実質的に、重要な政府データを国外に "避難" させ、

欧州全土の複数のデータ センターに分散させることが可能にな

りました。

複数のテクノロジー企業が競うようにして支援しました。マイクロ

ソフトは、この移行に立ち会い、求められているスピードで移行で

きるように支援しました。10 週間足らずで、ウクライナのデジタル

変革省、ならびにウクライナ政府全体にいる 90 人以上のデジ

タル変革最高責任者が、企業と協力して中央政府の非常に

重要なデジタル オペレーションとデータの多くをクラウドに移行し

ました。マイクロソフトは総額 1 億 700 万ドルのテクノロジー

サービスを無償提供してこの活動を支援しました。支援した省は

20 省、州政府機関と国有企業は 100 を超えました(合計す

ると、マイクロソフトはウクライナをサポートするために、2 億

3,900 万ドルの経済的および技術的支援を提供しています。こ

れには、政府、企業、非営利団体、避難民支援団体が含ま

れます)。

フェドロフ氏の切羽詰まった様子は予言のようでした。ロシアの

初期のミサイル攻撃で標的とされたのは、ウクライナ政府のデー

タ センターでした。詳しくは後述しますが、ロシア軍は、"ワイパー

型" の破壊的サイバー攻撃で政府のオンプレミスのコンピューター

ネットワークを標的にしました。キネティックな攻撃とサイバー攻撃

によるオペレーションへの影響が抑えられた理由の 1 つは、デジ

タル オペレーションとデータがパブリック クラウドにすでに移行され

ていたからです。

これにより、平常時と戦時下における公的機関のデータの保護

方法の重大な違いに注目が集まりました。近年、世界では一

部の政府が、いわゆる国家データ センターと呼ばれる、国内に

配置されローカル制御される、より特化されたデータ センターに

政府のデジタル オペレーションを一元化する取り組みを進めて

います。平常時の国家安全保障という観点から見れば、この

取り組みにも魅力的な要素はありますが、ウクライナのここ数か

月を振り返れば、戦時下においては、まったく異なる防衛ニーズ

が求められることが明らかです。戦時下における国家のデジタル

回復力の鍵となるのは、政府のデジタル オペレーションのために

データに接続して使用できる状態を維持しつつ、迅速にデータを

国外に移すことができる能力です。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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サイバー攻撃とサイバーセキュリティ オペレーションの攻防の進化

2
攻撃および防衛のための軍事テクノロジーと戦術のイノベーショ

ンは常に行われており、この 2 世紀の間は特に顕著でした。戦

争は、こうしたイノベーションの真価を問う新たな機会になります。

「戦場の霧」と呼ばれる不確定要素により、攻撃能力および防

衛能力の相対的な強さを評価することは簡単ではありませんが、

そうであるからこそ、評価を実施することへの緊急性も高まりま

す。サイバー攻撃、サイバーセキュリティ保護などの観点では、ウ

クライナの戦争も例外ではありません。

よく理解されている歴史的類推から始めると役に立つはずです。

1940 年のブリテンの戦い (Battle of Britain) は、爆撃機とい

う攻撃テクノロジー対、最新鋭の戦闘機およびレーダーという 2

つのテクノロジーによる防衛の戦いでした。レーダー波は肉眼では

見えないので、この戦いの最中でさえ、レーダー波が広く使用さ

れていることを国民は知りませんでした。しかし、レーダーは、英国

空軍が爆撃機の襲来を検出し、迎撃するために戦闘機を向か

わせるうえで必要不可欠な役割を果たしました。爆撃機はイン

グランドへの爆弾投下に成功しましたが、侵攻の土台を築くた

めに必要な制空権を獲得するという戦略は失敗に終わりました。

この歴史には現代との重要な類似点があります。ウクライナの

戦争は、肉眼では見えないサイバー攻撃と、サイバーセキュリティ

のテクノロジーおよびオペレーションの進化の戦いです。1940 年の

爆撃機と同じく、サイバー攻撃の一部は、標的に到達して無力

化することに成功しています。しかし、より広い範囲で見ると、こ

れまでのところ、そうした攻撃はウクライナの防衛を無力化すると

いう戦略面では失敗に終わっています。この理由の 1 つは、前

述のように、ウクライナのデジタル オペレーションがクラウドに移行

されたことにありますが、もう 1 つの理由は、こうした攻撃を防御

できるサイバー防衛の全体的な能力にあります。

ウクライナにロシア軍が展開した破壊的サイバー戦術に注目する

ことは重要です。それらの戦術には 3 つの側面があります。1 つ

目の側面は、ランサムウェアや国家レベルのサイバー スパイ活動

にも共通しており、コンピューター ネットワークに入るために標的

型フィッシングや同様の活動を行うことです。この戦術には、ロシ

アの情報コミュニティと軍部のサイバー活動に長い間見られてき

た、執拗性、巧妙性、持続性が反映されています。2 つ目は、

コンピューターのハード ディスクを "一掃" してデータをすべて破壊

するように設計された "ワイパー型" のマルウェアを仕掛けることで

す。そして、3 つ目は、このようなマルウェアをネットワーク ドメイン

全体 (政府の一部門全体のネットワークなど) の他のコンピュー

ターに複製または拡散するように設計されたソフトウェア アーキテ

クチャです。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

サイバー攻撃を実施している

ロシアの政府機関

STRONTIUM

データ窃盗、フィッシング (軍事ターゲット)

IRIDIUM

破壊: FoxBlade ワイパー、CaddyWiper、

Industroer2

DEV-0586

破壊: WhisperGate ワイパー、データ窃盗、

影響工作

NOBELIUM

パスワード スプレー、フィッシング (ウクライナと

NATO 加盟国の外交ターゲット)

ACTINIUM

フィッシング、データ窃盗

BROMINE

データ窃盗

KRYPTON

偵察、フィッシング

GRU

SVR

FSB
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ほとんどの報告書ではウクライナの戦争は今年 2 月 24 日に

始まったとされていますが、実際には、その前日に最初のサイ

バー攻撃が行われています。最初に放たれた兵器は、マイクロ

ソフトが "Foxblade" と名付けたワイパー ソフトウェアでした。マ

イクロソフトの脅威インテリジェンス センター (MSTIC) は、ウクラ

イナ全土の 19 の政府機関や重要インフラストラクチャー機関

にこのワイパーが展開されたことを検出しました。このワイパーを

開発および展開したのは 、2017 年のウクライナに対する

NotPetya 攻撃を開発および展開したのと同じ、ロシア軍情

報部に関係するグループです(マイクロソフトではこのグループを

IRIDIUM (イリジウム) と呼んでいますが、「サンドワーム」と呼ん

でいる人たちもいます)。

この最初の攻撃は 1 回目の一斉攻撃に過ぎませんでした。開

戦以来、MSTIC は、ウクライナの 48 の政府機関や企業に対

して、8 種類のマルウェア プログラムを使用しようとする動きを何

度も検出しています。ワイパー型のものもあれば他の形式の破

壊的マルウェアもありました。それらの攻撃では、まず数百台のコ

ンピューターに侵入してから、さらに他の数千台のコンピューターに

マルウェアを拡散するという方法により、時には何度も繰り返し

ながら、ネットワーク ドメインへの侵入が試みられています。

CyberPeace Institute (ジュネーブを本拠地とする中立的な独

立非営利組織。マイクロソフトをはじめ多くの組織から支援され

ています) も同じように、ワイパーとその他の破壊的マルウェア攻

撃の発生件数の増加を確認しています。

戦争の進展に伴い、ロシア軍は、戦争のニーズの変化に合わせ

て破壊的サイバー攻撃を適応させています。ロシア軍が同じ標

的に対してサイバー攻撃と通常兵器を組み合わせて使用した

ケースも何度か確認されています。長い間、陸海空軍共同侵

攻で海軍と陸軍の連合が使用されてきたのと同じように、ウクラ

イナの戦争では、地上部隊、航空部隊、またはミサイル攻撃に

よって標的の制圧を試みる前に、サイバー攻撃を使用して標的

のコンピューター ネットワークを無力化しようとするロシアの活動が

見られています。

たとえば、4 月 27 日に公開したウクライナについてのスペシャル

レポートにも記載したように、3 月初めの原子力発電所への攻

撃では、ロシア軍はサイバー兵器と通常兵器を組み合わせて使

用していました。3 月 2 日、MSTIC は、ロシア人グループがウク

ライナの原子力発電企業のコンピューター ネットワークを水平移

動していることを検出しました。次の日、同企業の最大の原子

力発電所をロシア軍が攻撃して占拠しました。同じ週、MSTIC

で STRONTIUM (ストロンチウム) と呼ばれているロシア軍グルー

プがビンニツァの政府コンピューター ネットワークに不正侵入し、そ

の 2 日後に同市の空港を狙った巡航ミサイルが 8 発発射され

ました。同様に、3 月 11 日、ロシア軍はドニプロの政府機関を

破壊的サイバー攻撃の標的にすると同時に、政府庁舎に対し

て通常兵器による攻撃を行いました。

• WhisperGate/WhisperKill

• FoxBlade (別名 HermeticWiper)

破壊的攻撃に使用されたロシアのマルウェア ファミリー

WhisperGate、FoxBlade、DesertBlade、CaddyWiper はすべて、データを上書きしてマシンを起動不能にするマルウェア ファミリーです。

FiberLake は、データ削除のために使用される .NET 機能です。SonicVote は、FoxBlade とともに使用されることがあるファイル暗号化

プログラムです。Industroyer2 は、オペレーショナル テクノロジーを特異的に標的として、産業生産や産業プロセスに物理的な影響を発

生させます。

• Lasainraw (別名 IssacWiper)

• FiberLake (別名 DoubleZero)

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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• SonicVote (別名 HermeticRansom)

• CaddyWiper

• DesertBlade

• Industroyer2

https://cyberconflicts.cyberpeaceinstitute.org/threats
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4Vwwd


連動しているロシアのウクライナでのサイバー活動と軍事活動

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

戦争におけるロシアのサイバー戦術は戦略的で巧妙ですが、

2017 年の NotPetya 攻撃とは異なっています。この点を認識

することが重要です。これまでのところ、ロシアは、コンピューターの

ドメイン間をジャンプできる (その結果、国境を越えて経済的損

害を広げてしまう) "ワーム化可能" な破壊的マルウェアを使用し

ていません。代わりに、ウクライナ国内にとどまるように攻撃を設

計しています。ロシアは破壊的マルウェアがウクライナ国内の特

定のネットワーク ドメインの範囲内にとどまるように慎重を期して

いますが、こうした攻撃は高度化しており、多くの報告書で認識

されているより広い範囲に及んでいます。

この 1 か月は、ロシア軍がドンバス領域に攻撃を集中させている

ので、破壊的攻撃の件数は減少しています。最近の破壊的サ

イバー攻撃はミサイル攻撃と連動しており、兵器や軍事物資を

輸送しているウクライナの鉄道と輸送システムを標的にしていま

す。たとえば、5 月 3 日、軍事支援物資や人道支援物資を輸

送するための重要な物流センターとなっているリヴィウの鉄道用

変電所をロシアのミサイルが直撃したとき、ロシア軍グループ

IRIDIUM はすでに同機関のデジタル ネットワークを攻撃してい

ました。
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ウクライナで戦争が始まって以来、一部の観測者は、ロシアの

破壊的サイバー攻撃が比較的少ないことに驚きを表しています。

このような所感は、ある程度、NotPetya によって引き起こされ

た国際的な破壊との比較が基になっています。これまでのところ、

ロシアは同じような破壊が再現されないようにしています。

しかし、影響が抑えられているように見える理由は他にもありま

す。サイバー攻撃は肉眼では見えないので、攻撃が成功してコン

ピューター ネットワークが稼働を停止しない限り、一般の人々に

認識され、ジャーナリストによって報道されることは通常ありませ

ん。そして、少なくともこれまでのところは、サイバー防衛とサイ

バー オペレーションが攻撃に耐えた件数が、防衛に失敗した件

数をはるかに上回っています。



NotPetya 攻撃から 5 年の間、サイバーセキュリティ脅威インテ

リジェンスは強化されてきました。民間セクターでは、MSTIC のよ

うな組織が、世界規模のエコシステムのデバイスとクラウド サービ

スからマイクロソフトが毎日受け取っている 24 兆のシグナルに

よって作り出される可視性を利用できるようになりました。この世

界規模の膨大なデータ セットは、新たな異常を迅速に検出し、

同じ攻撃を受けている他の利用者やネットワークを特定すること

を可能にする類い希なリソースです。AI ベースのサイバーセキュリ

ティ保護の最近の進歩によって、この保護がさらにいっそう強化

され始めています。

この種類の検出機能は、特に、クラウド サービスを使用している

組織の役に立ちます。たとえば、3 月にロシアの IRIDIUM チー

ムがリヴィウの輸送会社にワイパー マルウェアを仕向けましたが、

クラウド保護を有効にした Microsoft Defender を実行してい

るシステムでそのマルウェアは検出されました。AI 機械学習モデ

ルの集合で、クライアントのネットワークとクラウドのシグナルの組

み合わせを使用することにより、人間が介入することなく即座に

このマルウェアをブロックしました。現在、このようなレベルの AI

ベースの検出をクラウド サービス以外に適用することはできません

が、最近の広範囲の脅威インテリジェンスと脅威分析の重要

性、ならびに将来の投資と改良の機会に注目が集まりました。

もう 1 つ、同じように重要なイノベーションがあります。インター

ネットに接続されたエンドポイント保護により、破壊的マルウェア

を検出して無力化するための防御用ソフトウェア シグネチャ コー

ドを、インターネットを介してデバイスに配布することが可能になっ

たことです。マルウェアの攻撃を検出して迎撃のための防衛軍を

向かわせるので、ある意味、これは 1940 年にレーダーが果たし

た役割に少し似ています。MSTIC は、ほんの数時間で新しいシ

グネチャを開発し、ウクライナのみならず世界中のデバイスに配

布することに何度も成功しています。これらのシグニチャは、組織

のネットワーク ドメイン全体に広く拡散するであろう破壊的マル

ウェアの動きを止めるという点で重要な役割を果たします。

戦時下もウクライナ政府とともに継続して行っている対策とイノ

ベーションにより、この保護はさらに強化されています。マイクロソ

フトの直接的関与という点では、2 つの同様の対策が非常に

重要な役割を果たしています。1 つ目は、RiskIQ 社から獲得し

たテクノロジーを使用して、組織の攻撃面を検出し、マッピングし

ていることです。攻撃面には、既知の脆弱性に対するパッチが

未適用であるために非常に攻撃を受けやすいデバイスも含まれ

ます。サイバー防衛の強化を加速するために、このような情報を

ウクライナ政府に無料で共有しています。ウクライナのネットワー

ク防衛部隊は、この情報を使用して国中のコンピューターを保護

するために、CERT UA から常時サポートを受けながら休むことな

く働きました。

2 つ目の対策は、ウクライナ政府の協力と支援のもとに、戦時

下もイノベーションを進めていることです。MSTIC は、「フォルダー

アクセスの制御」と呼ばれる Microsoft Defender の機能をオ

ンにすることで、ロシアのマルウェアを効果的に抑制できることに

気付きました。オンにするには、通常、IT 管理者が組織中のデ

バイスにアクセスしなければならないので、大変な作業になるだ

けではなく、戦時下においてはかえって危険を招く可能性さえあ

ります。そのため、ウクライナ政府は、特殊な法的措置を講じて、

政府の全デバイスをはじめ国中のデバイスでこの機能をプロアク

ティブにリモートからオンにすることをマイクロソフトに許可しました。

突き詰めていくと、これはすべて、21 世紀の第 2 四半期に近づ

いている現在のサイバーセキュリティ保護の状態をよく表す 3 つ

の特性を表しています。1 つ目は、民間セクターが戦時下の国

を保護する役割を果たすようになったことです。陸、海、空とは

異なり、サイバー空間は、ある程度、企業が所有および運用し

ています。これが、ウクライナの戦争が過去の大戦と様相を異に

している原因です。さらには、テクノロジー企業に対して、利用可

能な最高のテクノロジーを使用して、時には非常手段を講じて

でも、(さらに、ウクライナへのマイクロソフトの支援の場合は無料

で) 攻撃への国の防衛を支援するという高い責任が課される原

因でもあります。

2 つ目に、この役割によってさらに、サイバー攻撃の戦術や機能

のイノベーションに防衛機能が後れを取ることなく、むしろ先行す

るように、継続的なイノベーションに投資し続けるという高い責

任もテクノロジー業界に課されることになります。ウクライナで戦

争が始まってから最初の 4 か月の間、サイバーセキュリティ保護

による防衛が相対的に成功を収めていることが観測されている

のは明るい話題ですが、防衛イノベーションは決して停滞させて

はなりません。

最後に、ウクライナの戦争からは、世界中のあらゆる組織および

個人のサイバーセキュリティ保護に当てはまる重要な教訓が得ら

れています。アメリカ合衆国サイバーセキュリティ・社会基盤安全

保障庁 (CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security

Agency) が発表した、今では有名になったフレーズ「Shields

Up (厳重警戒)」に、この教訓がよく反映されています。かつてな

いほどに、あらゆる人があらゆる場所で、多要素認証などのサイ

バーセキュリティ機能を使用しなければならなくなっています。マイ

クロソフトのようなテクノロジー企業は、こうした機能を使いやすく、

適用しやくするための活動を続けていく必要があります。そしてま

た、組織や個人は、こうした機能を利用する必要があります。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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ウクライナ以外でのロシアによるネットワーク侵入およびサイバー スパイ活動

3
破壊的サイバー攻撃は、高度なサイバー能力を戦争活動の支

援に利用しようとするロシア政府の広範な取り組みの一環とし

て行われています。ウクライナ防衛のために連合諸国が結束す

るにつれて、ロシアの情報機関は、ウクライナ以外の政府を標

的としたネットワーク侵入やスパイ活動を活発化させています。

驚くことではありませんが、この活発化は、当戦争への西側諸

国の対応において重要な役割を果たしている国の政府内部か

ら情報を取得することに注力しているようです。

開戦以来、MSTIC は、ウクライナ以外の 42 か国で 128 の標

的に対してロシアがネットワーク侵入活動を行ったことを検出して

います。これは、ウクライナの防衛の支援に直接的または間接

的に関与している可能性のあるものとして戦略的スパイ活動の

標的にされた多様な機関を表しています。そのうちの 49% は政

府機関です。別の 12% は NGO です。最も代表的な NGO

としては、外交政策に関するアドバイスを提供するシンクタンク

や、ウクライナの一般市民に支援物資を提供したり避難民を支

援したりしている人道援助団体があります。残りの標的としては、

IT 企業、そして、重要な防衛または経済業界に関係するエネ

ルギー企業などの企業が続きます。

ウクライナで戦争が始まって以来、

ロシアのサイバー スパイ活動の

標的にされた国 (ウクライナ以外)

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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とリトアニアを合計すると、ウクライナ以外の侵入の合計の 14%

に相当します (一方、3 つ目のバルト海沿岸国であるエストニア

では、国家がクラウド サービスをすでに導入済みであり、ウクライ

ナ戦争の勃発以来、ロシアによるサイバー侵入は検出されてい

ません)。

また、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデンを標的とし

たロシアのサイバー活動も活発化しています。これらの活動を合

わせると、世界中で観測されたロシアの攻撃の合計のうち 16%

近くに相当します。

ウクライナ以外でのロシアによる最近のネットワーク侵入およびサイバー スパイ活動

ロシアによるネットワーク侵入の標的

政府機関

49%
IT 業界の

大企業

20%

重要

インフラストラクチャーの

組織

19%

NGO

12%

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

ロシアによるネットワーク侵入

か国

成功率

被害組織のほとんどがクラウドではなく

オンプレミスで事業を運営

ウクライナで戦争が始まって以来、MSTIC が検出したところでは、

ロシアのアクターの成功率は 29% です。侵入に成功したケース

の 4 分の 1 で、組織データの抜き取りに成功していることが

MSTIC の調査では明らかになっています。

マイクロソフトは、国家レベルの攻撃が観測された場合には、そ

の攻撃が成功したかどうかにかかわらず、顧客に通知しています。

おそらくは、データ侵害の被害者にすばやく通知するこうした取り

組みが、ネットワークの防衛の成功につながっています。しかし、

被害組織のほとんどが、クラウドではなくオンプレミスで事業を運

営しています。そのため、マイクロソフトが可視化できている攻撃

件数の総数、成功率、特にデータ抜き取りの程度は、ロシアの

サイバー スパイ活動の成功の程度を過少評価している可能性

があります。
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これはすべて、サイバー スパイ活動という攻撃と、サイバー保護と

いう防衛の現時点の世界的状況を反映しています。1 年半前

の SolarWinds 社の事件で実証されたように、ロシアの情報機

関は、コードを埋め込み、継続的にネットワークから機密情報を

取得および抽出できる APT として機能させるための極めて高度

な能力を持っています。その当時からすると、特にクラウド サービ

スやクラウド セキュリティ テクノロジーにおいては防御機能が大

幅に進歩しましたが、そうした進歩の実装については、特に欧州

の政府間にはまだバラツキが見られます。その結果、集団防衛

に大きな弱みが残っています。

これらの標的は世界中に広がっていますが、観測された活動の

うち 63% は NATO 加盟国に関係しています。MSTIC の観測

によると、ロシアのサイバー スパイ活動は、他のどの国よりも米国

の標的に焦点を当てています。アメリカの標的は、ウクライナ以

外の世界の標的の合計の 12% に相当します。

この米国に注力した活動に僅差で続いているのが、ウクライナに

地理的に最も近い NATO 加盟国を標的にした活動です。その

リストのトップに位置するのが、侵入の 8% が見られたポーランド

です。軍事支援物資と人道支援物資のロジスティクス活動の

多くが取りしきられている国です。バルト海沿岸国であるラトビア



ロシアのサイバー影響工作

4
ウクライナの戦争は、ロシアの高度なサイバー活動に関連する 3

つ目の側面を浮き彫りにしました。破壊的サイバー攻撃とサイ

バー スパイ活動に加えて、ロシアの機関は、戦争の目的を支持

するように設計されたサイバー影響工作も展開しています。これ

には、デジタル テクノロジーとインターネットを使用して、複数の

目的を達成するための虚偽の物語を作成し、広めるようとする、

巧妙で組織的な活動が含まれます。戦争が長引けば長引くほ

ど、特に、西側諸国の結束と支援を弱めるために効果的に使

用できる場合に、こうした工作がより顕著で重要になる傾向が

あります。

他国の影響工作自体は新しいものではありません。何世紀に

もわたって国家は目的を推し進めるためにプロパガンダを利用し

てきました。

長い間、ソビエト連邦は他の国々に疑念、無秩序、混乱の種

をまくことに投資してきたため、この分野に長けています。数ある

例の 1 つとして、1980 年代初めに AIDS の感染拡大を米国

の責任だとする工作がありました。たとえば、1983 年 7 月、イ

ンドの無名の新聞社「The Patriot」に匿名の文書が届きました。

その文書の見出しは「インドで AIDS の感染拡大の可能性: 米

国の実験から生まれた謎の病」でした。"アメリカの著名な科学

者兼人類学者" と称する作者は、AIDS のまん延がペンタゴン

での実験の結果であると主張しました。文書には、米国がその

研究所の運営をパキスタンに移そうとしているので、インド国民

が大きなリスクにさらされると記述されていました。

後に文書の出所を調査したところ、KGB によるものだと結論付

けられました。これは、「Operation Infektion」として知られるよ

うになった広範囲の作戦の一部でした。他国の影響工作として

歴史上最も効果的な工作の 1 つとなりました。文書の出所を

知らずに、もっともらしい根拠を信じるに足る正確な情報が十

分にあると思った読者たちによってパニックが発生しました。これ

は、長い間、ロシアの効果的な影響工作を生み出してきたレシ

ピの一部です。こうした工作は、広範囲の政府戦略を支援する

ために周到に計画され、オペレーション上の忍耐 (Operational

Patience) を駆使して実行され、国民の特定の問題や懸念を

利用し、真実を十分に織り交ぜることで虚偽の物語がもっとも

らしく聞こえるように構成します。

しかもこれはすべて、インターネットが登場する前の話です。

ウクライナでの戦争を支援するために、ロシア政府は、新世代の

テクノロジーと戦術を展開してサイバー影響工作を支えています。

こうした工作では、従来の戦術にデジタル テクノロジーやインター

ネットの使用を組み合わせることで、より広い地理的範囲に向

けて、より多くの情報量により、より正確に標的を狙い、より速く

かつ機敏に、他国への影響工作を展開しています。そして、残

念なことに、こうしたサイバー影響工作は、根気強く持続的に続

けられた場合に特に、民主的社会が持つ従来からのオープン性

と、現代特有の国民の二極化につけこんで、これを巧みに利用

することができるのです。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

1980 年代のロシアの情報操作

出典: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の歴史、哲学、新聞図書館

(History, Philosophy, and Newspaper Library)
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ロシア政府は現在、ウクライナでの戦争活動を支援するために

サイバー影響工作の展開を拡大しています。工作の照準は 4

種類のターゲット層に定められているようです。まず、戦争の責

任はウクライナ軍にあるとして戦争への支持を持続させる目的

で、ロシア国内の人々をターゲットにしています。そして、ロシアの

攻撃に耐えるウクライナの意欲と能力への信頼を揺らがす目的

で、ウクライナ国民をターゲットにしています。さらに、西側諸国の

結束を弱め、ロシア軍の戦争犯罪への非難を逸らす目的で、

米国や欧州の人々をターゲットにしています。最後に、国連など

の会議でロシアの活動への支持の獲得を維持するという目的

のために、非同盟諸国の人々もターゲットにしています。そのため

に、民主主義と西側諸国の意図を悪者扱いした、長い間続け

られてきた物語に加えて、食糧難の可能性を西側諸国の責任

にしようとする新たな活動が行われています。

ロシア政府の機関は、サイバー影響工作を通して、それぞれの

ターゲット層を判を押したような形で標的にしています。それらの

中では、マイクロソフトが長い間、ロシアの他のサイバー活動に見

てきた戦術と似たものが使用されています。したがって、後述す

るように、こうした工作を効果的に検出して対抗するためには、

新しいデジタル テクノロジーと高度なデータ利用法が必要である

ことは明白です。

ロシア政府のサイバー影響工作

Presidential

Administration

• Media initiatives & branding
• State media control

• Funding

GRU

SVR

MOD

Diplomatic accounts

Interaffairs

Rossotrudnichestvo

Strategic Culture 

Odna Rodyna

New Eastern Outlook 

Oriental Review

NewsFront

SouthFront

PolitNavigator

Antifascist

Zvezvda

War correspondents

• Agenda setting
• Global outreach

• Leveraging cyber
• Flooding the zone

• Historical revisionism
• Think tanks & academia

• Near-abroad focus

• Establishing new media

environment

• Frontline communications
• Providing access for

preferred media

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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InfoRos

Donbass Tragedy

Anonymous social media

FSB

MFA



現在使用されているロシアの戦術がよくわかる例をいくつか紹介

します。組織のコンピューター ネットワークの内部に気長にマルウェ

アを事前集積するのと同じように、ロシアのサイバー影響工作で

は、インターネットのパブリック ドメインに虚偽の物語を事前集

積します。この事前集積という作業が、長い間、ロシアの従来

のサイバー活動に有効に寄与してきました。IT 管理者が最近の

ネットワーク活動を詳しく調べている場合は特に有効です。ネッ

トワーク上で長い間休眠していたマルウェアを、時間を空けて後

から利用すると、より高い効果を得られる場合があります。同じ

く、インターネット上で見過ごされていた虚偽の物語も、後から

引き合いに出されると、より信ぴょう性のある話に聞こえることが

あります。

サイバーセキュリティの専門家がロシアやその他の情報機関を

APT と呼んでいる理由の一部は、このアプローチにあります。同

様に、ロシアの機関は、APM チームを通じた活動により、まず虚

偽の物語を仕掛けておき、後からその話を拡散させます。これら

のチームは、虚偽の物語を事前集積した後に、政府の支援を

受けたメディア、インフルエンサーのメディア、チャンネルを通じて物

語を伝える組織的な作戦を展開し、ソーシャル メディアやイン

ターネットを悪用するように設計されたツールを介して話を拡散さ

せます。

このアプローチは、ウクライナの生物兵器や生物研究所にまつわ

るロシアの虚偽の物語を裏付けることを目的として、2021 年後

半から適用されています。この物語は、モスクワを拠点としている

アメリカ人海外生活者による英語の定期配信動画の一部とし

て、2021 年 11 月 29 日に YouTube に初めてアップロードさ

れました。同人は、米国が資金提供しているウクライナの生物

研究所が生物兵器に関係していると主張していました。この話

は数か月間ほぼ見過ごされていました。2022 年 2 月 24 日、

ちょうどロシアの戦車が国境を越えた日に、この物語は戦場に

送られました。マイクロソフトのデータ分析チームは、ロシアの管理

下または影響下にある 10 個のニュース サイトで、2 月 24 日に

"去年のレポート" を紹介し、信ぴょう性があるものに見せようとし

た報道が同時に行われたことを突き止めています。そして、ロシ

アの支援を受けている複数のチームが、その物語をソーシャル メ

ディアやインターネット サイトで、より広い範囲に拡散しました。

マイクロソフトは、ここ数か月の間、データ分析と新しいデータ

セットを使用して、ロシアのサイバー影響工作のフローと影響を詳

しく追跡してきました。それらの技法により、マイクロソフトのチーム

は、2 週間の間に、ロシアの支援を受けている 300 以上の

Web サイトが、生物研究所の物語を広めるようとする記事を

公開していたことを明らかにしました。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

生物兵器作戦のタイムライン

2021 年 11 月 29 日 2022 年 2 月 24 日 2022 年 3 月 11 日
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プロパガンダのフローの割合を測定するものであり、地理的領域、

オンライン チャンネル、インフラストラクチャ プロバイダー (レジスト

ラーや Web ホストなど) について算出可能です。同研究所は、

新しいプロパガンダ サイトの出現を検知する AI ツールも開発し

ました。このツールは、多様なインターネット ソースからのデータとそ

の他の識別特性を使用して、他国のサイバー影響工作への関

与が疑われる新しいドメインを判別および予測します。このテクノ

ロジーをサード パーティの審査機関 (NewsGuard、Global

Disinformation Index (GDI) など) と組み合わせて使用するこ

とで、国の支援下にあるメディアの既知の提供者であるサイトを

見つけ出しています。

こうした技法により、RPI を使用して、インターネットでのロシアの

プロパガンダ活動を、地域別に正確なタイムラインでグラフにする

ことができます。以下の 2 つのグラフは、ロシアの管理下および

支援下にあるサイト由来の物語の消費量が、開戦してから最

初の数週間の間に、ウクライナと米国の両方で急増していること

を示しています。ウクライナでは 216% 増と急上昇、米国でのロ

シア プロパガンダの広がりは 82% 増となっています。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

• 2 月の最後の週からウクライナでロシア プロパガンダ指標

が 216% 増

• プロパガンダは 3 月 2 日にピークを迎えた後に下降してい

るものの、開戦前と比べると高い状態を維持

米国でのロシアのプロパガンダ活動

• 2022 年 1 月からロシアのプロパガンダ用 Web サイトへの

トラフィックが大幅に増加

• ロシアのプロパガンダ活動は 2 月 24 日に 82% 増でピーク

に達する。

• Sputniknews および RT.com へのトラフィックを削減する

ためにあらゆる処置を講じているが、ロシアのプロパガンダ

活動は、開戦前と比べて依然として高い状態 (米国で約

60 MM/月、WSJ と同等)
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ウクライナでのロシアのプロパガンダ活動

その後もロシアのチームは同様の方法でこうした戦術を使用して

います。ただし、戦時下で計画にかけられる時間が少ないことを

反映して、応急的な活動になっています。もう 1 つ、2022 年 3

月 7 日の例で説明すると、ロシアは国連ロシア連邦政府代表

部 (Permanent Mission of the Russian Federation) ととも

に、マリウポリの産科病院が明け渡され、軍事拠点として使用

されるようになっているという主張をオンラインで公開しました。そ

の 2 日後の 3 月 9 日に、ロシア軍は同病院を爆撃しました。

これに対して国連当局が懸念を表明すると、ロシアの代表は即

座に直前の報告を引き合いに出し、国連の懸念は "フェイク

ニュース" だとツイートしました。

こうした例を掘り下げていくと、より広い範囲で、ロシアのプロパ

ガンダの作成と利用の状況を追跡し、計算することが可能にな

ります。マイクロソフトの AI for Good (AI の社会貢献) 研究所

は、ロシアの管理下および支援下にあるメディアと拡散者からの

ニュースのフローを監視するために、ロシア プロパガンダ指標 (RPI:

Russian Propaganda Index) を作り出しました。この指標は、

インターネット上のすべてのニュース トラフィックに対する、このような



インターネット データとこうした技法により、こうした記事を勧めてトラフィックを誘導するために使用されているソーシャル メディア、検索サ

イト、その他のサイトを検出することも可能になっています。以下に示すように、特定の地理的領域および期間においてトップ レベルの

消費量が見られた具体的な報道記事および物語を検出できます。

2 月 24 日の攻撃を正当化する記事

「長年の度重なる交渉の失敗、停戦協定の破棄、キーウ政府を転覆させた 2014

年の騒乱に端を発するロシアと西側諸国の対立がエスカレート」

約 1 万 2,000 人のチェチェンの志願兵がウクライナの戦闘に向かう準備ができ

ているという記事

「金曜、地方首都、グロズヌイの中央広場に現地の志願兵 1 万 2,000 人が集結。

カディロフは、出版社『Chechnya Sevodnya』に対し、クレムリンへの支持と、クレムリ

ンの目的を支援する準備が我々にあることを示すために当集会を開催したと伝えた」

ウクライナの降伏条件に関する記事

「ペスコフによると、ロシア大統領、ウラジミール・プーチンは、中立的立場の保証と、領

域の非武装化の誓約を得る方法について、ウクライナ大統領と話し合う準備ができ

ていると述べた」

ウクライナの革命が戦争へとつながった経緯に関する記事

「ウクライナの国粋主義過激派と西側寄りの活動家の寄せ集め集団が、民主的に

選ばれた政府を変えようとした。それから 8 年、残念な結果に終わったようだ」

西側諸国がウクライナを支援しなくなるという記事

「金曜、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、西側諸国がウクライナを突き放して独力

でモスクワに対峙させようとしているとして非難し、ロシアの『侵攻』の終結について交渉

することを恐れてはいないが、そのためには安全保証が必要になるだろうと述べた」

期間: 2022 年 2 月 1 日～ 28 日

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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米国でのロシアのプロパガンダ記事: 訪問者数トップ 5 (2 月)



前述のように、ある程度、この 2 月の急増は、選ばれた物語の

ために数か月の準備期間があったことを反映しているように見え

ます。しかし、先ほどのグラフからわかるように、3 月初旬にテクノ

ロジー業界が RT と Sputnik の物語の拡散を抑制する取り組

みを行ったことで、ロシアのプロパガンダの広がりを 2 月より前の

レベルに戻すことができた可能性があります。そして、前述のよう

に、戦争の開始によって、計画性と忍耐とを欠いた応急的なロ

シアの活動の増加へとつながっているようです。

ただし、米国とウクライナの広範囲の RPI レベルが両方とも 2

月より前のレベルを維持していることは見落とせません。これはロ

シアのサイバー影響工作のフローが安定していることを表しており、

依然として膨大な活動が維持されています。たとえば、ロシアの

プロパガンダ活動のアメリカでの平均推定消費量は 6,000 万

～ 8,000 万ページ ビュー/月であり、ロシアのサイバー影響に由

来するものをすべて合わせると、米国の「Wall Street Journal」

のような主要出版物に匹敵することになります。さらに、使用さ

れているすべてのメディアを確信を持って突き止め、計算に含め

ることが現時点ではできていないことを考えると、このロシアのプ

ロパガンダの推定量は、ほぼ確実に実際の到達量よりも過小

評価されています。

そしてこれは、ロシアのサイバー影響工作が長年をかけて進化し

てきたことを表しています。影響工作は 1 つの問題または 1 つ

の国に限定されていません。たとえば、類似したデジタル ツール

や AI ツール、広範囲のデータ セットを使用して、COVID-19 の

ワクチンやロックダウンの問題に焦点を当てたロシアのサイバー影

響工作について振り返って考察し、影響工作の広さと深さを詳

しく評価することができます。ロシアの活動では、20 以上の言

語で初期コンテンツを公開している RT や Sputnik などのメディ

アを利用した、多言語による広範なアプローチが取られています。

広い範囲で使用されている公開データを見てみると、RT などの

サイトに掲載されたワクチンに関する情報発信に異常な対比が

あることがわかります。たとえば、RT で最も広くアクセスされたロ

シア語のストーリーでは、ロックダウンやブースター接種が COVID-

19 の感染拡大を防止することが示唆されていましたが、最も広

くアクセスされた英語のストーリーでは、ワクチンは感染拡大の抑

止にならず、新しい変異株には効果がないと主張されていまし

た。民主的社会では、何が真実で何が嘘かを見分けることが

国民に委ねられていますが、このようなストーリーが同時に両方と

も真実であるわけがないことは理屈的に考えれば明らかです。

言語によって異なるロシアの COVID-19 に関する情報発信

ロシア以外の読者を標的にした反ワクチン プロパガンダ

RT.com のコロナウイルスに関する記事のうち閲覧数トップ 10 のトピック

ロシア語 (以下は和訳したもの)

• 「ロックダウンとブースターによって感染拡大を防止」

• 「ロシアの著名人の検査結果が陽性」

• 「ロシアの感染者数と死者数が増加」

• 「スプートニク V ワクチンは非常に有効」

• 「公共交通機関にはワクチン証明書が必要」

「ヤマロ・ネネツ自治管区の公衆衛生・予防医学センター

(Center for Public Health and Medical Prevention) の

医長が、特定の集団に対する COVID-19 のワクチン義務

化のアイデアを支持」

出典: https://ru.rt.com/iqtq

「クルスク地域では、死亡率、入院率、人工肺換気を要す

る重症患者率が非常に深刻な状況にある… とゴリコワは

述べている」 出典: https://ru.rt.com/jpge

期間: 2021 年 10 月 1 日～ 2022 年 4 月 30 日

英語

• 「ワクチンは感染拡大の抑止にならず、新しい変異株には

効果がない」

• 「ファイザーのワクチンには危険な副作用がある」

• 「ワクチンの集団接種は政治的な理由によるもの」

• 「ファイザーとモデルナが実施した試験は規制に沿っていな

い」

「食品医薬品局が発表した文書によると、ファイザー製薬は

COVID-19 ワクチンを展開後の最初の数か月の間に 16 万件

近い副作用を記録していることが判明」

出典: https://on.rt.com/bmzd

「ワクチンの展開には成功したがコロナの感染拡大は止まってい

ない。『The Lancet』の医学調査によると、新しいデータでは接

種者の間でウイルス感染が広がっていることが示されている」

出典: https://on.rt.com/bm4s

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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ニュージーランド

この比較には、ロシアのサイバー影響工作のグローバル リーチ (世

界展開) に加えて、地域に特化した計画と影響もあることが表

されています。たとえば、ニュージーランドについてのマイクロソフト

の RPI 数値には、2021 年 12 月に、オーストラリアと米国の数

値を超える急上昇が見られます。

ニュージーランド、オーストラリア、米国のロシア プロパガンダ指標 (RPI: Russian Propaganda Index) の比較

2021 年 12 月の最初の週までは、

ニュージーランドでのロシアのプロパガ

ンダ活動は、オーストラリアと類似し

ている。

12 月より後は、ニュージーランドでの

ロシアのプロパガンダ活動は、オース

トラリアおよび米国でのプロパガンダ

消費量と比べて 30% 以上増加し

ている。

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓
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2021 年後半にニュージーランドでのロシアのプロパガンダ活動を押し上げていたストーリーを評価すると、以下のストーリーを含め、

COVID-19 の問題に明確に焦点が当てられています。たとえば、上位 2 つのストーリーでは、ワクチンの有効性を疑問視し、命にかか

わる副作用があると述べています。原因と効果について現時点で具体的な結論を引き出すことは時期尚早かもしれませんが、ニュー

ジーランドでのロシアのプロパガンダ活動の消費が急上昇した後、2022 年の初めに同国の首都、ウェリントンで抗議行動が増加して

います。

ニュージーランドでのロシアのプロパガンダ記事: 訪問者数トップ 5 (10 月～12 月)

ワクチン接種者の死亡リスクが増加しているという記事

「義務化されようとしている現在のワクチンは効果的なのだろうか? 誤ったシミュレーショ

ン、無数の嘘、守られることのない約束、プロパガンダ、不安をあおるキャンペーンを土

台とする、この 18 か月間におよぶ、いわゆる『医療戦略』の失敗は、耐え難いものと

なっている」

ワクチン反対論者になったファイザー元研究員、マイケル・イードンに関する記事

「ワクチンは必要ない。これまでに導入された対策も何 1 つとして必要ない。それな

のに政府や政府科学顧問は 1 年間私たちに嘘をつき続けている...騒ぎを起こして

いるだけだ」

ファイザー ワクチンによる副作用と死亡に関する記事

「これらの副作用には軽度のものから重度のものまであり、1,223 人が死亡している。こ

れらの症例報告の大半は、米国の 31 歳～ 50 歳までの年齢層の人のものである」

中絶胎児の組織をワクチンに使用したことをファイザーが認めたという記事

「世界中にいる何十億人という信者にとって、中絶は最も罪の重い殺人と見なされて

いるが、コロナウイルス ワクチンの開発には胎児の組織が使用されている。『1 人の命の

犠牲によって数百万人もの命が救われる』と主張する人もいるが、同意できない人達

も多くいる」

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

期間: 2021 年 10 月～ 12 月
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ワクチンの有用性を疑問視する記事

「COVID-19 の感染者数が急増する中、ジブラルタルはクリスマスの公式行事を中

止し、4 週間にわたって私的な会合を控えるように人々に『強く』要請した。ジブラル

タルのワクチン接種対象者への接種はすべて完了している」



ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

カナダ

カナダの RPI 数値にも同じような状況が起きています。驚くこと

ではありませんが、カナダと米国の傾向線は大体並行して推

移しています。しかし、今年初めの 1 月 18 日から相違が出始

め、カナダでのロシアのプロパガンダは 2 月 5 日にピークに達し

ています。

米国とカナダのロシア プロパガンダ指標の比較 (正規化済み)

1 月の最後の週までは、カナダでのロ

シアのプロパガンダは、米国と同じよ

うな傾向にある。

2022 年 1 月 20 日～ 2022 年

2 月 28 日は、カナダでのロシアのプ

ロパガンダが、米国に比べて約 20%

増加している。
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ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

マイクロソフトのデータによると、この期間にカナダで最も広く読まれたインターネット ベースのプロパガンダ ストーリー 5 つのうち 4 つが、オ

タワで発生した COVID 関連の抗議にフォーカスしたものであったことがわかっています。それらのストーリーは部分的に、この抗議運動に

ついての主要メディアの報道が十分でない、または偏っているというプロパガンダ物語に反映されました。プロパガンダが急増した後の 1

月 28 日、トラックに乗った抗議者の大集団がオタワに押し寄せています。そして、1 月の最後の週と 2 月の最初の週にわたり、抗議

者たちは議事堂周辺を占拠し、抗議活動はカナダと米国の国境にまで及び、プロパガンダの拡散がピークに達した直後の 2 月 8 日

には、貿易に混乱が生じました。

カナダでのロシアのプロパガンダ記事: 訪問者数トップ 5 (1 月 20 日～ 2 月 7 日)

カナダの抗議運動が主要メディアで報道されていないという記事

「1 月 29 日土曜、カナダの首都オタワに自由の車列が集結したが、この抗議について

メディアは 1 週間にわたり沈黙を続け、その結果、主要メディアへの非難がすぐさま広

がった」

主要メディアの偏見に関する記事

「民主主義が『暗闇の中で死ぬ』ことは許さないと誓った報道機関は今や、自ら濃い

影と化して真実を覆い隠している」

イーロン・マスクとジョー・ローガンがカナダのトラック運転手を支持したことについて

の記事

「テスラおよび SpaceX の創設者であるイーロン・マスクとポッドキャストの配信者である

ジョー・ローガンが、政府の COVID-19 に関する規制に抗議して国を横断しているカナ

ダのトラック運転手について話をした。この規制については、マスクが木曜午後に

『Canadian truckers rule (カナダのトラック運転手は最高)』とツイートしていた」

米国のエジプトへの軍事支援の中止に関する記事

「人権に関する懸念を理由に、米国がエジプトへの 1 億 3,000 万米ドルの軍事支援

を中止することを発表。バイデン政権が北アフリカの同国への 25 億米ドルの武器の

販売を承認したわずか数日後のことであった」

期間: 2022 年 1 月 20 日～ 2 月 7 日

4 | ロシアのサイバー影響工作 21

オタワが緊急事態を宣言したことを記述した記事

「自由の車列 (Freedom Convoy) のトラック運転手達および彼らを支持する歩行

者達が首都を占拠し続ける中、オタワ市長であるジム・ワトソンは、『市民の安全と

安心を脅かす重大な危機と脅威がある』と述べて緊急事態を宣言した」



ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

これはすべて、ロシアのサイバー影響工作のグローバル リーチを表

しています。これらの活動は基本的にはデジタル テクノロジーに

依存しています。また、テクノロジー エコシステムのイネイブラーた

ちによる意図しない行動にも依存しています。たとえば、インター

ネット ドメインを登録する企業、Web サイトをホストする企業、

ソーシャル メディアや検索サイトで情報を広めようとする企業、ト

ラフィックを誘導する企業、デジタル広告を通して活動資金を

支援しようとする企業などがあります。そのため、こうした工作と

関連するテクノロジー業界の役割を詳しく評価することが重要に

なります。ウクライナの長期化する戦争を支援するために、ロシ

アのサイバー影響工作でこうしたリソースがすべて悪用される
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危険が高まっています。戦争が長引けば長引くほど、広範囲の

国際連合の結束と献身を維持することが難しくなっていく可能

性があります。去年のロシアの工作が COVID-19 の疲労に焦

点を当てていたのと同じように、ウクライナと NATO およびその

他の同盟国は、サイバー影響工作を使用して各国の国民のウ

クライナへの支持を弱めようとするロシアの活動に対して備える

必要があります。また、後述しますが、サイバー テクノロジーを基

盤とする他のあらゆる脅威と同じように、こうした脅威に対抗す

るためには、テクノロジーと、官民の協力との両方において、新し

いイノベーションが生み出されなければなりません。



あらゆる種類のロシアのサイバー脅威に対する戦略的対応

5

ウクライナを守る: サイバー戦争の初期の教訓

実際に、これらのすべてのサイバー脅威に対する防衛において新

たな進歩の基盤となるのは、いくつかの共通原則と (俯瞰的に

見ると少なくとも 1 つの) 共通戦略です。第 1 の防衛原則は、

ロシアのサイバー脅威が、ロシア政府内外の共通のアクター集団

によって進められていること、また、類似したデジタル戦術に依存

していることを認識することです。たとえば、同じ機関が、サイバー

上の破壊的攻撃、スパイ活動、影響工作において相互関連す

る役割を果たしています。そして、ロシア側に過失があったり防

衛テクノロジーが早い段階で勝利を収めたりすると勇気づけられ

るかもしれませんが、最も安易で最も大きな過ちは、時期尚早

に勝利を宣言してしまうことです。戦争に勝つには長い期間がか

かり、敗退は挽回可能です。ロシアの機関は長い間、高度なサ

イバー戦術および技法に投資してきているのです。

ロシアのサイバー脅威に対抗するための 4 原則

デジタル戦術

ロシアのサイバー脅威が、ロシア政府内外の共通のアクター

集団によって進められていること、類似したデジタル戦術に

依存していることを認識する。デジタル テクノロジーとデジタル

戦術を使用して、これらの脅威に対抗する。

官民の協力

従来どおりの過去の脅威とは異なり、サイバー防衛には、

ユニークなレベルの官民協力が必要であることを認識する。

多国間主義

開かれた民主的社会を守るために、多国間共通の緊密な

政府間協力が必要であることを受け入れる。

表現の自由

あらゆる種類のサイバー脅威に対処するために新たな措置が

必要であるとしても、民主的社会の創造性および表現の

自由の重要性を支持する。
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おそらく、ウクライナで得られた教訓から、他の何よりも求められ

ているものは、ロシアによる破壊的攻撃、スパイ活動、影響工

作という全種類のサイバー活動に対する防衛を強化するために、

多国間ならびに複数の利害関係者間で連携される包括的な

戦略です。おそらく、ロシア以外の人は、この 3 つの領域を、

別々のサイロに分類されるものと見なすでしょう。しかし、イギリス

の随筆家でありジャーナリストでもあるジリアン・テット (Gillian

Tett) が、著書『The Silo Effect』の中で広く記述している教訓

を思い出すと役に立ちます。特に重要な点は、問題や課題を

別々のカテゴリに分類してしまうと、それぞれの間にある点を結

んで全体像を作り上げることに失敗する可能性があるということ

です。その場合、分析が断片化し、サイバー防衛の種類ごとに

視野狭さくに陥るリスクが発生します。そして、バラバラの防衛

活動の隙間に他国の敵対者が付け入る可能性が生まれます。
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第 2 の防衛原則は、従来どおりの過去の脅威とは異なり、サ

イバー防衛には、ユニークなレベルの官民協力が必要だというこ

とを認識することです。脅威が進化していく状況下では、社会

全体で取り組むアプローチが必要です。民間セクター、特にテク

ノロジー企業は、サイバー攻撃や情報攻撃の最前線にいます。

同様に、市民社会団体も、鍵となる会議招集者として、取り

組みの中で極めて重要な役割を果たします。時にはサイバー

データの分析にも関与し、こうした作戦の標的にされることもあり

ます。

本レポートを作成したのが一企業であるという事実こそ、現代世

界の国家のサイバー防衛ではテクノロジー業界が不可避の役割

を果たすということを示す明確な証拠です。この役割の重要性

を否定することはできません。問題は、その役割をうまく果たせる

かどうかということだけです。そして、そのためには、業界トップのテ

クノロジー企業が順応すること、政府が新しい方法で民間セク

ターと協働することが必要です。

第 3 の防衛原則は、開かれた民主的社会を守るために、多国

間共通の緊密な政府間協力が必要であることを受け入れるこ

とです。ロシアの破壊的サイバー攻撃はウクライナ領域に限定さ

れていますが、その他のサイバー関連の側面については、はるか

に広い範囲に展開されています。本レポートに記載したように、ウ

クライナの防衛は、国境を越えてデータにアクセスできる状態を

維持しながらデータ移行を実現できたことに大きく依存していま

す。サイバー スパイ活動とサイバー影響工作の組み合わせにつ

いて考えると、世界の民主主義国家が共通の強さと弱さを抱

えていることは明らかです。そして、こうした弱さを守るために、結

束して共通の対応を取ることがますます求められています。

4 つ目の最後の防衛原則は、あらゆる種類のサイバー脅威に

対処するために新たな措置が必要であるとしても、民主的社会

の創造性および表現の自由の重要性を支持することです。表

現の自由があること、そして時にはまったくの反対意見を取り入

れた資料も含め、人々がコンテンツを作成/共有/検索できるこ

と——自由で民主的な社会はまさにこれを基盤に成り立ってい

ます。民主的社会では、これを弱みではなく強みと見なしていま

す。英国で第 1 次産業革命が始まって以来、思想の自由が、

経済的および技術的なイノベーション、ならびに新しい政治潮

流を刺激してきました。

これらの原則を基盤とし、4 つの戦略的柱を支えとすれば、効

果的な対応を構築できるはずです。4 つの戦略的柱とは、他

国のサイバー脅威をより効果的に (1) 検出し、(2) 防御し、(3)

破壊し、(4) 抑止するための集団的能力を向上させるものです。

このアプローチは、破壊的サイバー攻撃やサイバーベースのスパイ

活動に対処するための多くの共同施策にすでに反映されていま

す。また、ランサムウェアの攻撃に対処するために必要な重要か

つ継続的な取り組みにも適用されています。他国のサイバー影

響工作の増大する脅威に対抗するためには、皆が、類似した

包括的なアプローチを取り、新たな機能と防衛を配備する必要

があります。現時点では、この取り組みはあまり進んでいません。

そのため、下記で詳しく説明します。

他国のサイバー影響工作に対抗するための包括的な戦略

検出

他のサイバー脅威と同様に、

他国のサイバー影響工作の

ハンティング、追跡、調査を

共同で実施する。

現在は別々のデータ セット、

別々の組織サイロに分かれて

実 施 さ れ てい る こ と が 多い

各種活動の分析をまとめて

行う。

従来のジャーナリズムを復活

させる。

利用者が他国のプロパガンダ

を見分けられるようにするテクノ

ロジーを開発して配備する。

公民教育を進める。洗練され

た情報利用者になる方法を

人々に教える。

防御 破壊

透明性の力を利用して、他国

の新たなサイバー影響工作に

ついての警告を出す。

他国のサイバー影響工作サイト

として既知のサイトへの資金供

給に対処する (デジタル広告に

よる供給を含む)。

抑止

国際的規範を強化・拡張して、

他国のサイバー影響工作を

防御する。
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他国のサイバー影響工作への戦略的対応を開発するときには、

表現の自由が非常に重要になります。この表現の自由はその

性質ゆえに、インターネット上のコンテンツ関連問題の対処にあ

たって民主主義政府が果たす役割に影響を与え、その役割を

制限することもあります。これは、超党派的議論と深い考察を

必要とする要素です。

また、テクノロジー企業の役割は政府の役割とは重要な点が異

なりますが、テクノロジー企業の役割にとっても表現の自由は同

じように重要です。表現の自由を支持するために、マイクロソフト

は、この領域の当社の取り組みの基盤とするべく 4 つの理念を

採用しています。まず、第 1 の指針として、表現の自由を尊重

し、当社のプラットフォーム、製品、サービスでお客様が情報を作

成、公開、検索できるように機能を維持することにコミットします。

第 2 に、当社のプラットフォームおよび製品が、他国のサイバー

影響工作サイトやコンテンツの拡散に使用されないようにプロア

クティブに取り組みます。第 3 に、他国のサイバー影響工作コン

テンツやアクターから意図的に利益を得ることがないようにします。

そして最後に、当社の製品では、内部データおよび信頼できる

サードパーティのデータを使用して、他国のサイバー影響工作に対

抗するコンテンツの表示を優先します。

マイクロソフトは、この領域の当社の取り組みの基盤とするべく

4 つの理念を採用しています。まず、第 1 の指針として、表現

の自由を尊重し、当社のプラットフォーム、製品、サービスでお

客様が情報を作成、公開、検索できるように機能を維持する

ことにコミットします。第 2 に、当社のプラットフォームおよび製

品が、他国のサイバー影響工作サイトやコンテンツの拡散に使

用されないようにプロアクティブに取り組みます。第 3 に、他国

のサイバー影響工作コンテンツやアクターから意図的に利益を

得ることがないようにします。そして最後に、当社の製品では、

内部データおよび信頼できるサードパーティのデータを使用して、

他国のサイバー影響工作に対抗するコンテンツの表示を優先し

ます。

検出。サイバー防衛と同様に、他国のサイバー影響工作に対抗

するための最初のステップは、工作を検出する能力を養うことで

す。マイクロソフトは、すでに成熟したサイバー脅威インテリジェン

ス インフラストラクチャーを基盤として、他国の影響工作を含む

広い範囲の視野を養っています。

前のセクションで説明したデジタル、AI、データの進歩に加えて、

先週、マイクロソフトは、他国のサイバー影響工作の検出および

工作への対応を専門とする脅威分析調査企業の大手である

Miburo Solutions 社を買収する契約を締結したことを発表し

ました。Miburo 社のアナリストたちがマイクロソフトのサイバーセ

キュリティ チームに加わり、当社の脅威検出/分析機能を拡張

するために重要な役割を果たしてくれるはずです。それにより、

新しいサイバー攻撃に対処し、どのように他国のアクターがサイ

バー影響工作と他のサイバー攻撃を組み合わせて目的を達成

しようとしているかを解明できるようにします。

もちろん、1 つの企業や組織だけでは、これらの領域のどれにつ

いても進歩を遂げることは期待できません。テクノロジー業界全

体の広範囲の新しいコラボレーションが重要になるでしょう。また、

他国のサイバー影響工作についての分析と報告の分野で進歩

を遂げるには、学術機関や非営利組織を含む市民社会の役

割も大きな鍵となるはずです。

このような役割を認識したうえで、プリンストン大学の研究者、

ジェイク・シャピロ (Jake Shapiro) とカーネギー国際平和基金の

研究者、アリシア・ワンレス (Alicia Wanless) は、新しく

「Institute for Research on the Information Environment」

(IRIE) (情報環境研究所) を創設する計画を策定しています。マ

イクロソフト、ナイト財団 (Knight Foundation)、クレイグ・ニュー

マーク・フィラントロピーズ (Craig Newmark Philanthropies) の

支援のもと、この新しい研究所は、ヨーロッパ合同原子核研究

機関 (CERN) に倣い、複数の利害関係者によるインクルーシブ

な研究所を創ろうとしています。データ処理とデータ分析の専門

知識を組み合わせることにより、この分野の新発見を加速かつ

拡大していく予定です。この研究所から得られた洞察を使用して、

政策立案者、テクノロジー企業、消費者に広く情報を伝えること

ができます。
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防御。2 つ目の戦略的柱は、民主的な防衛を支えることです。

これは長期的な優先事項として、投資が必要であり、イノベー

ションすべき時期にあります。その一環として、テクノロジーが民

主主義にもたらした課題と、テクノロジーが民主社会をより効果

的に防衛するためにもたらした機会について検討する必要があ

ります。

まずは現代のテクノロジーの大きな課題の 1 つである、インター

ネット/デジタル広告が従来のジャーナリズムに与えた影響から

始めるのが適切でしょう。です。1700 年代以来、自由で独立

した報道機関は、地球上のあらゆる民主主義を支持するため

に特別な役割を果たしてきました。ウォーターゲート不法侵入事

件が起きてからほぼ 50 年となる節目にこのレポートが出ること

は感慨深いものがあります。いつの時代も自由出版物が不正

を暴き、戦争を記録し、大きな社会的課題に光を当てるという

役割を長く果たしてきたことを再認識するのにふさわしいときです。

しかし、インターネットが広告収益を吸い上げ、有料購読者を

引き離したことにより、地方のニュースは壊滅しました。あまりにも

多くの地方紙が廃刊となりました。マイクロソフトの最近の調査

で得られた多くの洞察の 1 つは、新聞社が不足しているアメリ

カの地方では、気づかないうちに否応なく、平均を上回る量の

他国 (特にロシア) のプロパガンダを目にしやすくなる、というもの

です。

こうした理由から、民主主義国家の重要な防衛手段の 1 つと

して、特に地方レベルで、従来のジャーナリズムと自由出版物を

強化する必要があります。そのためには、さまざまな国や大陸の

現地のニーズを反映した投資とイノベーションを継続的に行うこ

とが必要です。これは簡単な問題ではありません。複数の利害

関係者によるアプローチが必要です。マイクロソフトやその他のテ

クノロジー企業はこうしたアプローチへの支援を強化しています。

公共政策において新たなイノベーションを起こすこともますます必

要になっています。これも、公共上の優先課題として注視すべき

です。たとえば、出版社が集団で広告収入についてテクノロジー

企業と交渉できるようにする法律や、地方の報道局に対して、

雇用するジャーナリストの給与税の一部を免除する税額控除を

提供する法律などが挙げられます。

ジャーナリストの仕事には、他にも多くのツールが必要です。1 つ

は、正当な情報源と詐欺的な情報源に由来するコンテンツを

区別する機能です。テクノロジーにより、コンテンツを偽り、出所

を隠す機能が作成されています。また、"ディープ フェイク" の作

成に使用できる AI が発展し続けていることも、この問題をさらに

悪化させるリスクとなっています。このため、テクノロジー業界とメ

ディア業界が、コンテンツの来歴と真正性のための連合 (C2PA:

Coalition for Content Provenance and Authenticity) を

通して、メディア コンテンツの出所と来歴を証明する技術標準

の最初のバージョンの確立を支援しているように、両業界の協

力が重要になっています。

また、他国のサイバー影響工作によるプロパガンダを見分ける高

度な能力を養えるように消費者を支援するというニーズも急速

に進化しています。これは非常に大変な作業に見えるかもしれ

ませんが、ある意味では、テクノロジー業界が長い間、他のサイ

バー脅威に対抗するために続けてきた活動と似ています。スパム

やその他の詐欺的メールを見分けられるように、メール アドレスを

注意深く確認する方法を消費者に教えることを検討してくださ

い。フィンランドやスウェーデンなどの国では、何十年にもわたって、

ロシアのプロパガンダを見分けられるように消費者を教育してき

ました。「News Literacy Project」や「Trusted Journalism

Program」などの米国の取り組みでは、ニュースや情報について

十分な知識を持った消費者を育成することを支援しています。

そして世界では、NewsGuard 社のブラウザー プラグインのような

新しいテクノロジーが、こうした活動を加速する役に立っています。

これはまた、民主主義の基盤の一部が市民の教育であることを

思い出させてくれます。いつの日も、教育は学校から始まります。

しかし、現代の世界は、私たち全員が市民教育を一生受け続

けることを必要としています。戦略国際問題研究所 (Center

for Strategic and International Studies) が主導する新しい

取り組み「Civics at Work」は、企業コミュニティの中で市民の

教養を再活性化することを目指しています。これは、民主的な

防衛を強化できる幅広い機会があることを示す良い例です。
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破壊。近年、マイクロソフトのデジタル犯罪対策部門 (DCU:

Digital Crimes Unit) は、ランサムウェアからボットネット、国家

レベルの攻撃に至る、多様なサイバー脅威を破壊するのに役立

つように、戦術を改良し、ツールを開発してきました。この経験か

ら多くの重要な教訓が得られました。まず、積極的に破壊する

ことが、幅広いサイバー攻撃に対抗するために果たす役割につい

て学びました。

他国のサイバー影響工作に対抗する方法について考えると、破

壊がさらに重要な役割を果たす可能性があります。また、破壊

に対する最良のアプローチも明確さを増してきています。

広い範囲に展開された虚偽に対抗する最良の防御手段は、

透明性を高めることです。より良い情報を国民に提供すること

で、国民をミスリードしようとする他国の活動に対抗する機会が

生まれます (これは、独立したジャーナリズムが非常に重要であ

る理由の一部です)。より多くの情報によって透明性を高めよう

と努力することで、検閲から生じる無理からぬ懸念や論争を避

けられるだけではなく、信頼と信用を築くことができます。誰もが

履歴で、信頼できる情報源からの情報を評価できるようになっ

ている場合は特にこれが当てはまります。

マイクロソフトは、この種類の透明性を、多様なサイバー脅威に

対する処置に導入しています。たとえば、マイクロソフトが社内で

議論したうえで、あるサイバー攻撃の原因が特定の国家にある

という結論を初めて下したのはほんの数年前のことでした (ロシ

アが関与していたことは、おそらく偶然ではないでしょう)。私たち

は、政府、テクノロジー企業、NGO が、サイバー攻撃の原因を

結論付けるときには、慎重に、十分な証拠に基づいて行う必要

があることを学びました。しかし、このような破壊が与える影響は

極めて重要です。他国のサイバー影響を破壊させるという点で

は、さらにいっそう役に立つ可能性があります。ロシアのウクライナ

侵攻という結果に至るまで、米国政府が情報を公開し、フェイ

ク動画の使用計画などの具体的な作戦を含め、ロシアの各種

計画を公表してきた中で、透明性が有効に作用してきたことを

目の当たりしました。

ジュネーブの CyberPeace Institute が最近公開した、ウクライ

ナの内外で続いているサイバー攻撃に関する資料のように、さま

ざまな市民社会組織および民間組織において、ロシアのサイ

バー影響工作に関連する透明性を高める機会があります。新

たに発見され、十分な裏付けが得られた工作に関する、信頼で

きるレポートがあれば、一般の人々が、特にインターネット上で、

読んだり、見たり、聞いたりするものをより正しく評価できるよう

になります。

この目的のために、マイクロソフトは、既存のサイバー レポートを

基にして内容を拡張し、ロシアのサイバー影響工作について発

見したことに関連する新しいレポート、データ、および最新情報を

リリースする予定です。該当する場合には、帰属表示文も記載

します。また、2022 年後半から、当社のプラットフォームにおける

他国からの情報操作の広がり、マイクロソフトの継続的な取り

組みの有効性、漸進的な改善を実現するための次の処置につ

いて、データ駆動型のアプローチを使用して当社全体を調査した

年次報告書を発行します。

この種類の透明性を基盤とする追加の手順を検討することが

重要になります。デジタル広告の役割は特に重要です。広告は、

他国の工作活動に資金を供給する役に立つと同時に、その過

程で、他国の支援下にあるプロパガンダ サイトを正当なサイトに

見せる役にも立つからです。ランサムウェアと同様に、ロシア政府

は、利益のために不正を続けるサイバー影響エコシステムの育成

を、ある程度デジタル広告収入を糧にして支援してきました。こ

うした資金の流れを分断するには、新たな取り組みが必要にな

ります。

抑止。最後に、国際的なルールに違反したことへの説明責任が

なければ、行動を変えることを国家に期待することはできません。

このような説明責任は政府独自の責任です。しかし、国際規

範の強化と拡張において、複数の利害関係者による行動が果

たす役割はますます重要になってきています。マイクロソフトを含

め、30 以上のオンライン プラットフォーム、広告主、出版社が、

欧州委員会の最近更新された偽情報に関する行動規範

(Code of Practice on Disinformation) に署名し、この深刻

化する課題に取り組むために強化されたコミットメントに同意し

ました。最近の「パリ コール」、「クライストチャーチ コール」、「イン

ターネットの未来に向けた宣言 (Declaration on the Future

of the Internet)」のように、多国間および複数の利害関係者

による行動によって、民主主義国家の政府と国民を結束させる

ことができます。その後、各国政府は、これらの規範と法律に基

づいて、世界の民主主義国家が果たすべき、かつ当然果たして

もらうべき説明責任を促進することができます。
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/code-practice-disinformation
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