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 紙面を賑わす「サイバー」 

知的財産／ノウハウ 
 
事業継続 
 
・・・ 
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 経営の根幹を揺るがしかねない情報セキュリティインシデント 
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  ITがビジネスの一部として浸透している昨今、情報セキュリティは 
  企業経営の根幹に関わる問題 
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 被害規模 

世界経済に対するコスト：４４５０億ドル以上※  

米国 1000億ドル以上※ 

３５０万円／社※※ 

西欧 950億ドル以上※ 

※ Ｃｙｂｅｒｃｒｉｍｅ等による損失額（試算値） 
  Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime (June 2014, McAfee) 
  及び同社資料 
     
 

※※ 企業の情報セキュリティトラブルの被害額  
    情報処理実態調査からの試算値 （Ｈ２３年度 経済産業省） 
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2013年個人情報漏えいインシデント 

 企業等における情報漏えいインシデントの動向 

○企業等における情報漏えいインシデントについて、全体の件数自体は減少しているが、不正アクセスを原因と 
  する大規模な被害が急増。 

出典：2013年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告～情報漏えい編～（日本ネット
ワークセキュリティ協会（JNSA）） 
2013年1月1日～12月31日の1年間にインターネットニュース等で報道されたインシデントの記事、
組織から公表されたインシデントのプレスリリース等をもとに集計。想定損害賠償額については、
JNSAが開発したモデルを用いて推定。 

インシデントの規模トップ20 

   2013年原因別インシデント数 

被害が 
大規模
化 

件数は 
減少 

大規模な漏えいの上位を占める不正アクセス 
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 環境の変化 

スマートフォン 
普及率：４９．８％※ 

 
 

※ ＩＤＣ Japan調べ(2013年6月時点） 
※※ 「IT人材白書」（IPA）から作成 
※※※ ＩＣＴ総研調べ 2013年末（ネット利用人口(2011末9,510万人)に対するSNS利用者の割合） 
★ Android端末に感染するマルウェアを検出するパターンファイル数（トレンドマイクロ㈱） 
★★ 発見された新種ウイルス数 （トレンドマイクロ㈱調べ） 
★★★ フィッシング報告件数（フィッシング対策協議会） 

ＳＮＳ利用率 
54.5%※※※ 

ウイルス★★ 

フィッシング★★★ 

スマートフォン
を狙った攻撃★ 
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2011年度 2012年度 2013年度

SaaS (Software as a Service)
PaaS (Platform as a Service)
IaaS (Infrastructure as a Service)

企業におけるクラウド関連サービスの利用 
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機微な情報に対する巧妙な攻撃 

2011.9～ [三菱重工業、衆議院等]  標的型攻撃によるウイルス感染発覚 

2012.5 [原子力安全基盤機構]  過去数か月間の情報流出の可能性確認 

2013.1 [農林水産省]  TPP情報流出に関するサイバー攻撃事案報道 

2013.4 [宇宙航空研究開発機構]  サーバに対する外部からの不正アクセス発覚 

2013秋頃 ［政府機関等] 特定者がウェブ閲覧により感染するゼロデイ攻撃※発覚  

2014.1 [原子力研究開発機構]  ウイルス感染による情報の流出の可能性発覚 

【最近の主な事例】 

【政府機関への脅威件数等】 

約５倍に増加 

氷山の一角 

※※ GSOC（政府機関・情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム）により各府省等に置かれた 
   センサーが検知等したイベントのうち、正常なアクセス・通信とは認められなかった件数 

※ 「ゼロデイ攻撃」とは、ソフトウェアにおける未修正・ 
  未発表のセキュリティ上の脆弱性を悪用した攻撃 
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2011年度 2012年度 2013年度 

センサー監視等 
による脅威件数※※ 約66万 約108万 約508万 

センサー監視等 
による通報件数 

139 175 139 

不審メールに関する 
注意喚起の件数 

209 415 381 
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※ 重要インフラ事業者からＮＩＳＣへの連絡 

【重要インフラへの攻撃件数等】 

⑥ ガス  ⑪ 化学 
⑦ 政府・行政サービス ⑫ クレジット 
⑧ 医療  ⑬ 石油 
⑨ 水道 
⑩ 物流 

【重要インフラ分野】 
① 情報通信 
② 金融 
③ 航空 
④ 鉄道 
⑤ 電力 

保護対象の多様化 

危機の高まり 

［参考］米国の状況 
電力、水道及び交通分野等の重要インフラに対する攻撃が、2011年以降、17倍に増加 

（2013年6月デンプシー統合参謀本部議長講演） 

※※ 重要インフラ機器製造、電力、ガス、化学、石油の５業界・４５組織から情報処理推進機構（IPA）への提供 
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重要インフラ分野 

2011年度 2012年度 2013年度 

重要インフラ事業者等 
からの情報連絡※件数 15 76 １３３ 

2012年度 2013年度 

標的型攻撃メール等の
情報提供※※件数 246 ３８５ 

＜内訳＞ 
不正アクセス、ＤｏＳ攻撃  121 
ウイルスへの感染         7 
その他の意図的要因         5 
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攻撃の対象範囲の拡散 

【スマートフォンの普及等】 

国民1人1人へ 

スマートフォン 

スマートメーター 
（次世代電力量計） 

※ 総務省「平成25年版情報通信白書」 

スマートカー 1台に搭載される車載コンピュータは100個以上、ソフト
ウェアの量は約1000万行※※ 

※※ （独）情報処理推進機構（ＩＰＡ）「自動車の情報セキュリティへの取組みガイド」（2013年8月） 

電力会社による開発・導入の開始 
［主な予定］ 

世帯保有率が５倍に急増※ 

  （２０１０年末：約１０％→２０１２年末：約５０％） 

いつでもどこでも 
何でも 

【我が国社会全体への浸透】 
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・東京：2020年度までに2700万台の導入完了 
・関西：2022年度までに1300万台の導入完了 
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【海外からの我が国への攻撃状況※】 

国家関与の可能性 

グローバル化 

2011.3 
［韓国］ 政府機関等の４０のウェブサーバへのDDoS攻撃発生 

      → 日本の家庭用PCが踏み台となり攻撃指令サーバ化 

2013.3 
［韓国］ 重要インフラに対する大規模サイバー攻撃発生 

     → 使用された不正プログラムが我が国でも同時期に確認 

（参考） 

2013.5 ［米国］ 国家機密や企業機密を窃取する標的型攻撃について、 
     外国政府・軍の関与の可能性を政府が指摘※※ 

【最近の主な事例】 

※※ ホワイトハウス「営業秘密侵害を低減するための米国政府戦略」（２０１３年２月）及び国防総省「年次報告書」（２０１３年５月） 

グローバル問題 

※ （独）情報通信研究機構（NICT) のインシデント分析システム「nicter（ニクター）」より（右図は「国別ホスト数Top10」２０１４年４月７日現在） 

9 
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世界が直面するグローバルリスク 
 本年に入り、世界経済フォーラム（WEF）は、今後10年間で全世界及び全産業界に重大な悪影響を及ぼす可
能性が高いリスクとして、サイバー攻撃及び重要情報インフラの故障を位置づけ。 

サイバー攻撃 

重要情報インフラの故障 

～一層深刻な状況へ～ 

発生する可能性 大 

リ
ス
ク
の
影
響
度 

大 所得格差 
異常気象 

失業・不完全雇用 

気候変動 気候変動 

失業・不完全雇用 

財政危機 

水危機 

＜出典：WEF「グローバルリスク報告書2014年版」（2014年1月16日）＞ 

備考：全世界及び全産業界に対して重大な悪影響を及ぼす可能性のあるものとして抽出した31のリスクに関する今後10年間の展望について、世界各地の700名以上の  
    専門家に対する調査結果をとりまとめたもの。「1」は「発生する可能性がないもの」又は「影響がないと思われるもの」、「7」は「大いに発生する可能性があるもの」、 
    又は「甚大かつ破壊的な影響があると思われるもの」を示している。 

10 
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   我が国におけるサイバーセキュリティ政策の推進体制 

IT戦略本部 

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC） 

内閣 

情報セキュリティ政策会議 

関係省庁等 

第１次情報セキュリティ 
基本計画 

（2006.2.2 情報セキュリティ政策会議決定） 

第２次情報セキュリティ 
基本計画 

（2009.2.3 情報セキュリティ政策会議決定） 

国民を守る情報 
セキュリティ戦略 

（2010.5.11 情報セキュリティ政策会議決定） 

サイバーセキュリティ
戦略 

（2013.6.10 情報セキュリティ政策会議決定） 

２００５～ 専門委員会等 

政策／基準等 ： 政府統一基準、重要インフラの行動計画等 

監視・対応等 ： GSOC,CYMAT,CSIRT 等 

２００５～ 
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    「サイバーセキュリティ戦略」（平成25年6月情報セキュリティ政策会議決定） 

政府機関・独立行政法人等 重要インフラ事業者 企業・一般個人 

「強靱な」 
サイバー空間 
（守り強化） 

●リスク評価・統一基準の見直し 

●GSOCの強化、CYMAT・CSIRTと
の連携 

●対処訓練、サイバー（3.18）訓練 

●警察・自衛隊等の役割整理  等 

●重要ｲﾝﾌﾗの行動計画の見直し 

●情報共有の強化 

●分野横断的な演習 

●評価・認証 
                     等 

 

●スマートフォン不正アプリ対応 

●情報セキュリティ月間、「サイバー
セキュリティの日」 

●普及啓発プログラム 

●サイバー犯罪の事後追跡 等 

「活力ある」 
サイバー空間 
（基礎体力） 

                          

 
「世界を 
率先する」 
サイバー空間 
（国際戦略） 

組織体制 ●我が国のサイバーセキュリティ推進体制の強化 

●人材育成プログラム 

●研究開発戦略          等 

●日米／日英／日印 等 

●日ＡＳＥＡＮ 

●サイバー空間の国際規範づくり等に関する会議 

●共同意識啓発活動 

●ＩＷＷＮ （脆弱性情報共有等） ●ＭＥＲＩＤＩＡＮ （重要インフラ防護等） 

●国際戦略の策定 
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等 

基本的考え方 ①情報の自由な流通の確保  ②深刻化するリスクへの新たな対応 
 
  ③リスクベースによる対応の強化 ④社会的責務を踏まえた行動と共助 
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標的型メール攻撃／水飲み場型攻撃のイメージ 

インターネット 

   

①職員等になりす
ましてメールを
送付 

③不正プログラ
ムを遠隔操作
して重要情報
を摂取 

②添付ファイルを開くこ
とで不正プログラム
に感染 

インター 
ネット 

水飲み場に集まる動物 
を狙うかのような攻撃 

標的以外の組織が閲覧しても攻撃が行われない 
場合もあるため、発見されづらい傾向にある。 

標的組織がよく
閲覧するサイト 

攻撃者が 
改ざんして 
不正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
を仕掛ける 
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政府機関における情報集約・支援体制の枠組み 
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各府省庁 組織内CSIRT 
平成１９年度  GSOCの整備を開始 
平成２０年度  整備完了、本格運用を開始 
平成２１年度  本格運用 

ＧＳＯＣ
センサー Ａ省 

CSIRT 

Ｃ省 
CSIRT 

Ｂ省 
CSIRT 

CSIRT間の連携 
ＧＳＯＣ
センサー 

ＧＳＯＣ
センサー 

相互連携 

技術的な支援・助言 

発生事案等の報告 

検知情報等の提供 

NISC 

CSIRT  

 

連携・情報交換 

相互連携体制 

PoC 

PoC 

PoC 

政府機関・情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム（GSOC） 

情報セキュリティ緊急支援チーム（ＣＹＭＡＴ） 

監視 

支援 

対処 

リアルタイム横断的監視 
   （24時間対応） 
   分析力の向上 

警告・助言 
的確・迅速な情報共有による
各省庁の対応力向上 

不正プログラムの分析・各
種脅威情報の収集 

①発生事象の正確な把握 
②被害拡大防止、復旧、再発防止のための技
術的な支援及び助言 
③対処能力の向上に向けた平時の取組（研修、
訓練等の実施） 
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 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群の見直し等 

Ｚ 

◆ 不明確で分かりにくい基準の明確化 ◆ 新たな脅威への対応のための基準の追加 

◆ 標的型攻撃への対策 

◆ サプライチェーン・リスクへの対策 

A国製
部品 

B国で
組立 

C国製
ソフト 

D国に 
下請け 

E国で 
ｲﾝｽﾄｰﾙ 

府省庁 
端末 

◆ 分かりやすく、守られやすい基準 

（現行の統一基準における規定の例） 
 行政事務従事者は、障害・事故等の発生を知った場合には、

それに関係する者に連絡するとともに、統括情報セキュリティ

責任者が定めた報告手順により、障害・事故等に対応する責

任者、及び障害・事故等に対応する責任者を通じて最高情報

セキュリティ責任者にその旨を報告すること。 

（見直し案） 
 行政事務従事者は、情報セキュリティインシデントを認知した場合には、各府省庁

の報告窓口に速やかに連絡し、指示に従うこと。 

 機微な業務等を特定 

 内部侵入を早期発見 

 内部侵入活動困難化対策 

 計画的に措置 

 外部委託の際、委託先における

不正機能の混入防止のため、 

厳正な管理を要求 

 ただし、緊急やむを得ない事情により、障害・事故等に対応する責任者に 報告

することができない場合は、定められた 報告手順に従って、最高情報セキュリ

ティ責任者に報告すること。 

 定義や用語の明瞭化・簡潔化 

 冗長表現の排除 

 名宛人毎の遵守事項の集約化              
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ダッシュボード 
導入計画 

ＣＩＳＯに提案 
ＣＩＳＯが評価・承認 

ＣＩＳＯが指示 

政府機関の対策基準等 
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１．安全基準等の整備及び浸透  

 対策途上や中小規模の重要インフラ事業者等への情報セキュリティ対策の「成長モデル」 

 の訴求 
 

２．情報共有体制の強化   

 平時の体制の延長線上にある大規模ＩＴ障害対応時の情報共有体制の明確化 
 

３．障害対応体制の強化  

 関係主体が実施する演習・訓練の全体像把握と相互連携による障害対応体制の総合的 

 な強化 
 

４．リスクマネジメント   

 重要インフラ事業者等におけるリスクに対する評価を含む包括的なマネジメントの支援 
 

５．防護基盤の強化   

 関連国際標準・規格や参照すべき規程類の整理・活用・国際展開             等 

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画 

重要インフラ分野を10分野から13分野に拡大（化学、クレジット、石油） 
行動計画の要点として、「経営層に期待する在り方」等を示すとともに、 
 PDCAサイクルに基づく事業者等の対策例とこれに関連する国の施策を一覧化 
客観的な評価指標の提示とこれに基づく定期的な評価・改善の実施 

重要インフラ事業者に係る取組み 
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  「新・情報セキュリティ人材育成プログラム」 

さらに量的不足 約8万人 

人材の量的・質的不足 

情報セキュリティ従事者 約26.5万人 

うち質的不足 約16万人 人材の「需要」と「供給」の好循環を形成 

【需要】 経営層の意識改革 

【供給】 人材の「量的拡大」と「質的向上」 

● 組織の経営層に対する取組 
 
● 経営層と実務者層との間のつなぎ人材 

● 実務者層に対する取組 
 
● グローバル水準の高度人材 
 
● 教育等 

人材 
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産業／研究開発 

１．サイバー攻撃の検知 ・ 防御能力の向上 

２．社会システム等を防護するためのセキュリティ技術の強化  

３．産業活性化につながる新サービス等におけるセキュリ
ティ研究開発 

４．情報セキュリティのコア技術の保持 

５．国際連携による研究開発の強化 

 

１．研究成果の社会還元の推進  

２．必要な研究開発リソースの確保と柔軟性確保 

３．情報セキュリティ技術と社会科学など他分野との融合 

 

 

（１）情報通信システム全体のセキュリティの向上 

サイバー攻撃の検知、認証、次世代ネットワーク 等 

（２）ハード・ソフトウェアセキュリティの向上 

制御システム、デバイス、ソフトウェアの安全性確保 等 

（３）個人情報等の安全性の高い管理の実現 

プライバシー保護、パーソナルデータ利活用 等 

（４）研究開発の促進基盤の確立と理論の体系化 

理論体系化、調査研究、標準化、評価、暗号技術 等 

（５）発展分野でのセキュリティ研究開発 

医療健康、農業、次世代インフラ、ビッグデータ、 

自動車のネットワーク接続 等 

攻撃者 
（※脅威はサイバー攻撃によるもの
以外もある） 

IT利用者 
政府・重要インフラ 

企業・個人 

ITサービス提供者 
サービス提供事業者 
製品ベンダー／ＳＩｅｒ 

研究者 
公的研究機関等・大学・企業

の研究者 
成果 

ニーズ 

シーズ 

創造 実践 

脅威 

製品/サービスの提供 △ × 
脅威 
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ＩＴ利活用セキュリティ総合戦略推進部会 

東京オリンピック・パラリンピック開催を念頭に置いたセキュリティ対策の強化 

サイバーセキュリティ研究・人材育成分
野での取組の加速化・国際連携の強化
（セキュリティ基礎体力の強化） 

国際競争力を持つＩＴ産業の振興によ
る経済成長・国際貢献の実現 

特区、ＩＤ連携、ビッグデータ等 

市場規模倍増、製品・サービスの国際展開等 ベンチャー育成、粘り強さ 等 
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普及啓発 

ポスター、バナー アニメ動画 

新たな普及啓発プログラム 
 
● 国民一人一人がどうしたらよいか ⇒ 相談、助言等 
● 地域での取組促進 
● 協議会方式で 
● 学ぶ機会のある人、ない人等向けの施策 

「国民を守る情報セキュリ 
ティサイト」月間用ページ 
「情報セキュリティ有識者 
コラム」を掲載  等 

コラム掲載 

有識者コラム執筆者：延べ50名 

「国民を守る情報ｾｷｭﾘﾃｨｻｲﾄ」 
閲覧数：約5,900ＰＶ （1日平均） 

トップからの 
メッセージ発信 

月間に関するトップメッセー
ジを発出 
記者会見、HPを通じ周知 
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サイバー空間の国際規範づくり等に関する会議 
●60ヵ国の政府機関，国際機関，民間セクター，NGO等が参加 

IWWN 
●サイバー空間の脆弱性、脅威、攻撃に関する国際的取組の促進。   
●米・独・英・日等の政府機関、CERTが参加。   

MERIDIAN 
●重要インフラ防護等   米・英・独・日等の重要インフラ防護担当者が参加 

国際戦略の策定 
●多角的なパートナシップの強化 
 や技術の国際展開等の加速化 

基本的な考え方 
「情報の自由な流通の確保」という基本的な
考え方の下、民主主義、基本的人権の尊重
及び法の支配といった価値観を共有する国や
地域とのパートナーシップ関係を多角的に構
築・強化 

多国間・マルチステークホルダーの取組み 

○１４年１０月 日中韓サイバー協議開催 
（注）エストニア、豪州、ＥＵ、フランス、イスラエル等の間でサイバー協議立ち上げに合意。 

国際的な政策対話 

サイバーセキュリティ国際連携取組方針 
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IT戦略本部 NSC サイバーセキュリティ戦略本部※ 

内閣サイバーセキュリティセンター 

迅速・強力に補助 

緊密連携 緊密連携 

内閣 

・ 行政機関からの資料等提出義務、行政機関に
対する勧告権等 

・サイバーセキュリティ
戦略案の作成（予めIT
戦略本部・NSCから意
見聴取）、政府機関の 
基準策定・監査・重大イ
ンシ デントの原因究
明等の評価等 

・ サイバーセキュリティに 
 関する重要政策の基本 
 方針の企画立案・総合 
 調整等 
・ GSOC機能・国際窓口 
 機能 

サイバーセキュリティ推進体制の強化 

※サイバーセキュリティ基本法を参照 H26.7.10  情報セキュリティ政策会議資料から抜粋・編集 
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ご質問等？ 
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