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2政府全体のサイバーセキュリティ推進体制

平成26年11月に成立した「サイバーセキュリティ基本法」に基づき、平成27年1月、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が設置され、同年9月、
日本年金機構の年金情報流出の事案も踏まえた新たな「サイバーセキュリティ戦略」を閣議決定。同本部を司令塔として、事務局を担う内閣サイバー
セキュリティセンター（NISC）の調整の下、関係省庁が連携した政府横断的サイバーセキュリティ推進体制を整備し、本戦略を推進。

我が国の安全保障
に関する重要事項を
審議

国家安全保障会議
（NSC）本部長 内閣官房長官

副本部長 サイバーセキュリティ戦略本部に関する事務を担当する国務大臣
本部員 国家公安委員会委員長

総務大臣
外務大臣
経済産業大臣
防衛大臣
情報通信技術（ＩＴ）政策担当大臣
東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会担当大臣
有識者（８名；10名以下）

※平成27年７月22日付け内閣総理大臣決定により本部員に指定

内閣サイバーセキュリティセンター長
（内閣官房副長官補(事態対処・危機管理)が兼務）
副センター長（内閣審議官）
上席サイバーセキュリティ分析官
サイバーセキュリティ補佐官

サイバーセキュリティ戦略本部 (2015.1.9 ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ基本法により設置)

経済産業省（情報政策）

総務省（通信・ネットワーク政策）

防衛省（国の防衛）

警察庁（サイバー犯罪・攻撃の取締り）

閣僚
本部員
５省庁

（事務局）

閣僚が参画

重要インフラ
専門調査会

研究開発戦略
専門調査会

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ
対策推進会議

(CISO等連絡会議)
普及啓発・人材
育成専門調査会

＜その他関係省庁＞
文部科学省（セキュリティ教育）等

内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター
(2015.1.9 内閣官房組織令により設置)

外務省（外交・安全保障）
情報セキュリティ
緊急支援チーム
（CYMAT)

＜重要インフラ所管省庁＞
金融庁 （金融機関）
総務省 （地方公共団体、情報通信）
厚生労働省 （医療、水道）
経済産業省 （電力、ガス、化学、

クレジット、石油）
国土交通省 （鉄道、航空、物流、空港）

政府機関・情報セキュリティ
横断監視・即応調整チーム

（ＧＳＯＣ)

政府機関（各府省庁）重要インフラ事業者等 企業 個人

内閣 内閣総理大臣
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高度情報通信ネットワーク
社会の形成に関する施策
を迅速かつ重点的に推進

高度情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
社会推進戦略本部

（IT総合戦略本部）

遠藤 信博 日本電気株式会社代表取締役会長
小野寺 正 ＫＤＤＩ株式会社代表取締役相談役
後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学学長
中谷 和弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授
野原佐和子 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
前田 雅英 日本大学大学院法務研究科教授
宮澤 栄一 株式会社デジタルハーツホールディングス取締役会長
村井 純 慶應義塾大学環境情報学部教授 大学院政策・メディア研究科委員長



3サイバーセキュリティの基本的な在り方

＜目的＞
○ サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、

・経済社会の活力の向上及び持続的発展
・国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
・国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に寄与すること

を目的とする。（第１条）

サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）

サイバーセキュリティ戦略（平成３０年７月閣議決定）

＜基本的な理念＞
○ サイバーセキュリティ基本法の目的に寄与するため、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」※を目
指す。

※ サイバー空間で活動しようとする全ての主体が、正当な理由なく差別や排除されずに、表現の自由や経済活動の自由が保障され、情

報・財産の窃取などの不正な活動を許さない安全な空間。

＜目指す姿＞
○ サイバー空間の持続的な発展のためには全ての主体が、サイバーセキュリティについて自らの役割を
認識し、サイバーセキュリティに関する取組を自律的に行うことが求められる。

○ そのため、３つの観点（①任務保証（継続的なサービス提供を行うための能力確保）、②リスクマネ
ジメント、③多様な主体による相互の連携・協働）からサイバーセキュリティに関する官民の取組を推
進する。



4サイバーセキュリティ戦略（2018年７月27日閣議決定）

１ 策定の趣旨・背景

４ 目的達成のための施策

２ サイバー空間に係る認識

３ 本戦略の目的

４ 目的達成のための施策

５ 推進体制

新たな価値創出を支えるサイバーセキュリティ
の推進

多様なつながりから価値を生み出すサプライ
チェーンの実現

安全なIoTシステムの構築

横断的施策

• サイバー空間がもたらす人類が経験したことのないパラダイムシフト（Society5.0）
• サイバー空間と実空間の一体化の進展に伴う脅威の深刻化、2020年東京大会を見据えた新たな戦略の必要性

• 人工知能（AI)、IoTなど科学的知見・技術革新やサービス利用が社会に定着し、人々に豊かさをもたらしている。
• 技術・サービスを制御できなくなるおそれは常に内在。IoT、重要インフラ、サプライチェーンを狙った攻撃等により、国家の関与が
疑われる事案も含め、多大な経済的・社会的損失が生ずる可能性は指数関数的に拡大

• 基本的な立場の堅持（基本法の目的、基本的な理念（自由、公正かつ安全なサイバー空間）及び基本原則）
• 目指すサイバーセキュリティの基本的な在り方：持続的な発展のためのサイバーセキュリティ（サイバーセキュリティエコシステム）の
推進。３つの観点（①サービス提供者の任務保証、②リスクマネジメント、③参加・連携・協働）からの取組を推進

内閣サイバーセキュリティセンターを中心に関係機関の一層の能力強化を図るとともに、同センターが調整・連携の主導的役割を担う。

経済社会の活力の向上
及び持続的発展

国際社会の平和・安定及び
我が国の安全保障への寄与

国民が安全で安心して
暮らせる社会の実現

国民・社会を守るための取組
官民一体となった重要インフラの防護
政府機関等におけるセキュリティ強化・充実

2020年東京大会とその後を見据えた取組
大学等における安全・安心な教育・研究環境の確保

従来の枠を超えた情報共有・連携体制の構築

全員参加による協働研究開発の推進人材育成・確保

～新たな価値創出を支える
サイバーセキュリティの推進～

～国民・社会を守る任務を保証～

自由、公正かつ安全なサイバー空間の堅持

国際協力・連携

我が国の防御力・抑止力・状況把握力の強化

～自由、公正かつ安全なサイバー空間の堅持～

大規模サイバー攻撃事態等への対処態勢の強化

○ サイバーセキュリティ基本法に基づく２回目の「サイバーセキュリティに関する基本的な計画」。2020年以降の目指す姿も念頭に、
我が国の基本的な立場等と今後３年間（2018年～2021年）の諸施策の目標及び実施方針を国内外に示すもの。



5重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画

官民連携による重要インフラ防護の推進

重要インフラ所管省庁（５省庁）
●金融庁 ［金融］
●総務省 ［情報通信、行政］
●厚生労働省 ［医療、水道］
●経済産業省 ［電力、ガス、化学、クレジット、石油］
●国土交通省 ［航空、空港、鉄道、物流］

関係機関等
●情報セキュリティ関係省庁［総務省、経済産業省等］
●事案対処省庁［警察庁、防衛省等］
●防災関係府省庁［内閣府、各省庁等］
●情報セキュリティ関係機関［NICT、IPA、JPCERT等］
●サイバー空間関連事業者［各種ベンダー等］

●情報通信
●金融
●航空
●空港
●鉄道
●電力
●ガス

重要インフラ（１４分野）

重要インフラにおいて、機能保証の考え方を踏まえ、サイバー攻撃や自然災害等に起因する重要インフラサービス障害の発生を
可能な限り減らすとともに、その発生時には迅速な復旧を図ることにより、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼすことなく、

重要インフラサービスの安全かつ持続的な提供を実現する。

安全基準等の整備・浸透

重要インフラ防護において分野横
断的に必要な対策の指針及び各
分野の安全基準等の継続的改善
の推進

情報共有体制の強化

連絡形態の多様化や共有情
報の明確化等による官民・分
野横断的な情報共有体制の
強化

リスクマネジメント及び
対処態勢の整備

リスク評価やコンティンジェンシー
プラン策定等の対処態勢の整
備を含む包括的なマネジメント
の推進

官民が連携して行う演習等の
実施、演習・訓練間の連携によ
る重要インフラサービス障害対
応体制の総合的な強化

障害対応体制の強化 防護基盤の強化

重要インフラに係る防護範囲の
見直し、広報広聴活動、国際
連携の推進、経営層への働き
かけ、人材育成等の推進

●政府・行政サービス
（含・地方公共団体）
●医療
●水道
●物流
●化学
●クレジット
●石油

ＮＩＳＣによる
調整・連携



6IoTセキュリティ総合対策（2017年10月公表）

半年に１度を目途としつつ、必要に応じて検証（関係府省と連携）

①脆弱性対策に係る体制の整備
・ IoT機器の脆弱性についてライフサイクル全体（設計・製造、販売、設置、運用・
保守、利用）を見通した対策が必要。

・ 脆弱性調査の実施等のための体制整備が必要。

・ セキュリティ運用の知見を情報共有し、
ニーズにあった研究開発を促進。

・ 民間企業等のサイバーセキュリティに係る
投資を促進。

・ サイバー攻撃の被害及びその拡大防止の
ための、攻撃・脅威情報の共有の促進。

・ 圧倒的にセキュリティ人材が不足する中、
実践的サイバー防御演習等を推進。

・ 二国間及び多国間の枠組みの中での情
報共有やルール作り、人材育成、研究開
発を推進。

②研究開発の推進
③民間企業等における
セキュリティ対策の促進

④人材育成の強化 ⑤国際連携の推進

進捗状況や取組方針を整理し、「プログレスレポート」として公表（平成30年7月、令和元年5月）
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NITCERで１年間に観測された
サイバー攻撃回数

○ 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）では、大規模サイバー攻撃観測網であるNICTERにおい
て、未使用のIPアドレス30万個（ダークネット）を活用し、グローバルにサイバー攻撃の状況を観測。
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約半数がIoT機器を狙った攻撃

IoT機器を狙った攻撃
（Webカメラ、ルータ等）

48％

その他
41％

データベースを
狙った攻撃
２% 等

ファイル共有を
狙った攻撃

５%

NICTERによるサイバー攻撃の観測

NITCERにより観測されるサイバー攻撃の様子



8ＩｏＴ機器を踏み台とした大規模DDoS攻撃

○2016年10月21日、米国のDyn社のDNSサーバーに対し、大規模なDDoS攻撃が
発生。その結果、多数の企業のサービスにアクセスしにくくなる等の障害が発生。

○「Mirai」というマルウェアに感染した10万台を超えるIoT機器から、大量の通
信（最大1.2Tbps)が発生したことが原因。

簡単なID, パ
ス ワ ー ド を
使用した機器
が多く感染
(例) ID: root 
passwd: 
1234

システムダウンの状況システムダウンの状況

利用者のIoT機器がマルウェアMiraiの攻撃を受けた結果、
攻撃者のツールとして利用される結果に。

Dyn社

Dyn社airbnb
NETFLIX

Amazon

The Wall Street 
Journal

The New York Times

Twitter

Cyber Hygiene（サイバー空間を衛生的で健康に保つ）が重要



9脆弱なIoT機器への対策

○ 現在使用されている機器への対策（IoT機器の脆弱性調査）

 現在使用されているIoT機器への対応として、NICTがサイバー攻撃に悪用されるおそれのある機器を調査
（※１）し、電気通信事業者を通じた利用者への注意喚起を行う取組「NOTICE（※２）」を2019年２月20日（水）
より開始。
※１：サイバー攻撃に悪用されるおそれのあるIoT機器の調査等を実施するため、国立研究開発法人情報通信研究機構法を

平成30年5月に改正。
※２：National Operation Towards IoT Clean Environment

○ 今後製造される機器への対策（技術基準の改正）

 今後製造されるIoT機器については、初期設定のパスワードの変更を促すなど適切なパスワード設定機能、
ファームウェアの更新機能等のセキュリティ要件を追加する技術基準を改正（2020年４月施行予定）。

これまでサイバー攻撃
に用いられたもの

password 
admin1234

同一の文字等を
用いたもの

aaaaaaa
12345678…

電気通信事業者

①機器調査

②情報提供

③注意喚起

インターネット上のIoT機器

攻撃者

機器の利用者

情報通信研究機構法の改正

情報通信研究機構

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

技術基準の改正
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 2017年時点で稼働数が多いのはスマートフォンや通信機器などの「通信」。ただ、それらは市場が成熟しているた
め、今後は、相対的に低成長が見込まれる。

 今後は、コネクテッドカーの普及によりIoT化の進展が見込まれる「自動車・輸送機器」、デジタルヘルスケアの市
場が拡大している「医療」、スマート工場やスマートシティが拡大する「産業用途（工場、インフラ、物流）」な
どの高成長が予測される。

世界のIoTデバイス数

（出典）IHS Technology



11第５世代移動通信システム(5G)

超高速超高速
現在の移動通信システムよ
り100倍速いブロードバンド
サービスを提供

多数同時接続多数同時接続
スマホ、PCをはじめ、身の
回りのあらゆる機器がネッ
トに接続

超低遅延超低遅延
利用者が遅延（タイムラ
グ）を意識することなく、
リアルタイムに遠隔地のロ
ボット等を操作・制御

＜5Gの主要性能＞ 超高速
超低遅延
多数同時接続

社
会
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
大

最高伝送速度 10Gbps （現行LTEの100倍）
1ミリ秒程度の遅延 （現行LTEの1/10）
100万台/km²の接続機器数 （現行LTEの100倍）

⇒２時間の映画を３秒でダウンロード

⇒ロボット等の精緻な操作をリアルタイム通信で実現

⇒自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続
（現行技術では、スマホ、PCなど数個）

２Ｇ ３Ｇ ４Ｇ

低遅延

同時接続

移動体無線技術の
高速・大容量化路線

5G
ロボットを遠隔制御

5Gは、AI/IoT時代のICT基盤

新たな社会インフラへ
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13サイバーセキュリティ上の脅威

2015年6月: 日本年金機構の職員が利用する端末が
マルウェアに感染し、年金加入者に関
する情報約125万件が流出（標的型攻
撃）

2015年10月: 金融庁の注意喚起を装ったフィッシン
グサイトを確認、国内銀行のセキュリ
ティを向上させるためと称し、口座番
号、パスワード、第二認証などの情報
を騙し取られる恐れ（フィッシング攻
撃）

2015年11月: 東京五輪組織委員会のホームページに
サ イバー 攻撃、 約 12時間閲覧不能
（DDoS攻撃）

2016年6月: i.JTB（JTBのグループ会社）の職員が
利用する端末が、マルウェアに感染し、
パスポート番号を含む個人情報が流出
した可能性（標的型攻撃）

2017年5月: 国内（行政、民間企業、病院等）にお
いて、WannaCryによる被害が確認。
企業内のシステム停止などの障害が発
生した。（ランサムウェア）

2018年1月： コインチェック社が保有していた仮想
通貨が不正アクセスにより外部へ送信
され、顧客資産が流出。

2015年4月: フランスのテレビネットワークTV５
Monde がサイバー攻撃を受け、放
送が一時中断（標的型攻撃）

2015年6月: 米国の人事管理局（OPM）が不正に
アクセスされ、政府職員の個人情報
が流出（不正アクセス）

2015年12月: ウクライナの電力会社のシステムが
マルウェアに感染し、停電が発生
（標的型攻撃）

2016年10月: 米国のDyn社のDNSサーバが大規
模なDDoS攻撃を受け、同社のDNS
サービスの提供を受けていた企業の
サービスにアクセスしにくくなる等
の障害が発生（DDoS攻撃）

2017年5月: 世界各国（アメリカ、イギリス、中
国、ロシア等）でWannaCryの感
染被害が発生。行政、民間企業、医
療等の多くの組織に影響を及ぼした。
（ランサムウェア）

2017年10月: 米Yahoo社で不正アクセスにより
約30億件の個人情報が流出してい
たことが判明。

国内事例 海外事例
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イランの核燃料施設へのサイバー攻撃 (2010)
USBを介してマルウェアが感染。未知のWindowsの脆弱性を利用し、核燃料施設のウラン濃縮用遠心
分離器に誤作動を起こさせ、数千台に及ぶ遠心分離機が稼働不能に。

米国のダムへのサイバー攻撃 (2013)
米国ニューヨーク州のダム管理システムがサイバー攻撃を受け、システムに侵入された。実害はなかったが、
水門を制御することが可能な状態となっていた。

ドイツの鉄鋼工場へのサイバー攻撃(2015)
ドイツの鉄鋼工場内において、フィッシングメールやソーシャルエンジニアリング等を組み合わせた手法により工
場内ネットワークへのアクセス権が奪われ、システム全体に不具合が発生し、最終的に生産設備が損傷。

ウクライナの電力会社へのサイバー攻撃(2015)
電力会社へのマルウェアBlackEnergyを用いたサイバー攻撃により、ウクライナ西部で停電が発生。

ウクライナの電力会社へのサイバー攻撃(2016)
国営電力会社Ukrenergoの変電所がマルウェアを用いたサイバー攻撃を受け、キエフ北部及び周辺地域
で停電が発生。

ワナクライ（世界同時多発の大規模サイバー攻撃）(2017)
Windowsの脆弱性を利用し、感染したパソコンのファイルを暗号化し、復旧のために金銭の支払いを要求
するランサムウェア。世界的に感染が発生し、様々な被害が発生。

制御システム等を標的にしたサイバー攻撃の事例
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①

攻撃指令制御サーバ

インターネット

③ ②

④

⑤

制御系ネットワーク
（ＯＴ）

情報系ネット
ワーク（ＩＴ）

⑦

⑥

Ｓｔｕｘｎｅｔの解析から推定された攻撃手法

ＰＬＣへ感染

PLC（ｼｰﾒﾝｽ製）、ｼｰｹﾝｻ

外部との接続を持
たないクローズな

ネットワーク

外部から持ち込まれたＵＳＢドラ
イブにより情報システムがStuxnet
に感染

遠心分離機は異常動作
だが、監視モニター上は
「正常」と表示される

ネットワークを介して、周辺の
パソコンがStuxnetに感染

感染したパソコンは、攻撃指令制御サーバと通信を行いStuxnetを
アップデート（機能を増強）

遠心分離機の動作速度を変化させるようにプログラ
ムを書き換え、遠心分離機に過度な負担を与える

クローズドなシステムだからといって、100%安心とは言い切れない

2010年7月イランのブシェール原子力発電所及び同年11月イランのウラン濃縮施設が
Stuxnet（スタックスネット）と呼ばれるコンピュータウイルスによってサイバー攻撃を受けた。
→ 遠心分離機の相当数が稼働不能となり、プロジェクトの大幅遅延となった。

<事例１> イラン原子力関係施設へのサイバー攻撃
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サイバー攻撃によりエネルギー供給が停止した初の事例
2015年12月23日 変電所の遮断機切断で最大6時間の停電発生（ウクライナ）
2016年12月17日 変電所の遮断機切断で1時間15分の停電発生（ウクライナ）

2015年
【概 要】

①標的型メール攻撃（ＩＴ系への攻撃）
マルウエアを含む添付ファイルをメールで送付

→マルウエアに感染させ、長期間の偵察活動で情報を収集
②ＤＯＳ攻撃で電話システムに支障発生（ＩＴ系への攻撃）
→復旧活動を妨害
③遠隔操作で変電所の遮断機を切断（OT系への攻撃）
→最大6時間の停電発生（２２万５千世帯）
※ＵＰＳ（Uninterruptible Power Supply;非常時電源）が動作しないように設定

【被害】 攻撃者は、制御システムを遠隔から手動操作して停電を発生させた

2016年
2015年とほぼ同じ手法だが、ＰＣに感染したマルウェアが発送電設備を直接操作し、

1時間15分の停電発生

<事例２> サイバー攻撃によるウクライナ停電
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2017年5月12日頃より、ランサムウェア（WannaCry)による被害が世界中で多数発生

【感染時の画面イメージ】 【ドイツ鉄道】
行先表示装置がWannaCryに感染
→行先案内表示装置を故障扱い

【被害を受けた国】

【概 要】 150か国30万台以上（国内：600カ所以上2000端末以上）のコンピューターに感染、
データを暗号化し、使用不能にする。身代金としてビットコインを要求

【攻撃形態】 不審メール開封による感染や、インターネットに接続している端末が感染するなど、
Windowsの脆弱性を利用した攻撃

【被害状況】 ルノー（フランス）,Telefonica（スペイン）,FedEx(アメリカ),ドイツ鉄道(ドイツ)など

【対策】
マイクロソフトが3月15日に出したセキュリティ更新プログラム（MS17-010)を適用
セキュリティパッチを適時使用 / 重要データはバックアップ

<事例３> 大規模サイバー攻撃 WannaCry



18（参考）ランサムウェア「WannaCry」事案

平成29年５月、政府機関や病院、銀行、大手企業等のコンピュータが、マイクロソフト製品の脆弱性を
悪用したランサムウェア（身代金要求型の不正プログラム）「WannaCry」（ワナクライ）に感染
海外：約150カ国以上で感染。英国の病院では診療・手術の中止等、業務に支障を及ぼす被害が発生
日本：自治体、鉄道、病院といった重要な機関を含む幅広い分野において被害が発生

事案の概要

H29.3月

3/15
Microsoft製品の脆
弱性修正プログラム
公開

H29.4月 H29.5月

5/12(金)
Ａ社
システム異常
発生

5/13(土)
Ａ社 対策チー
ム立ち上げ、状
況把握開始

5/17 (水)
Ａ社 復旧・
ニュースリリース

◆修正プログラム未適用のPCは、起動した瞬間にネットワーク経由で感染し、ロックされるおそれ
→各職員は出勤後、不用意にPCを起動してはならない。
この旨を、国内の各組織に、（職員出勤時刻までに）一刻も早く周知する必要があった。

5/15 (月)
B市、C市、D
社にて感染確
認

5/16 (火)
E社感染確認

5/15(月)
Ａ社がサイバー
攻撃を受けた旨
報道

当時、被害拡大を防ぐために迅速な共有が必要であった情報は何か

・ 個社単独では自らの分析内容に確証が持てない状況
・ 情報提供先の他組織で秘密の保持が十分に担保されていない

情報提供の結果、誤った情報が世間
に漏れることで、
・ 責任追及を受けるリスク
・ 風評被害を受けるリスク

当時の被害企業にとっての情報提供リスクしかし、



19サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の概要

 サイバーセキュリティ協議会の創設
官民の多様な主体が相互に連携して情報共有を図り、必要な対策等について協議を行うための協議会を、
サイバーセキュリティ戦略本部長等が創設するとともに、構成員に対して遵守事項（秘密保持、情報提供の協
力）等を定める。
 サイバーセキュリティ戦略本部による連絡調整の推進
本部の所掌事務に、事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関する事務を追加し、当
該事務の一部を政令で定める法人に委託することができることとするとともに、当該法人に対して秘密保持義務
等を定める。

【施行期日】 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（平成31年4月1日）

概

要

サイバーセキュリティ協議会

有識者等

国の
行政
機関

重要
インフラ
事業者

サイバー関連事業者
（セキュリティ事業者・
システム関連事業者等）

海
外
の
行
政
機
関
・

民
間
事
業
者
等

連携

教育
研究
機関

地方
公共
団体

事務局（NISC・専門機関）

サイバーセキュリティの確保の促進

対策実施対策実施対策実施対策実施対策実施

国民の安心・安全の確保、経済社会の活力向上等に寄与

専門機関等から得られた対策情報を戦略的かつ迅速に共有



20ＩｏＴ機器における脅威の具体例～自動車～

出典：Black Hat USA（2015年8月）

○ 2015年のBlack Hat国際会議での発表によると、2014年式の自動車において、インターネットから遠隔操作を
可能とする脆弱性を著名なセキュリティ研究者が発見。自宅からインターネット経由で自動車の遠隔操作に
成功。

○ 脆弱性への対応として、自動車会社は140万台のリコールを発表。
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①ウェブカメラの事例

ネットに接続されるウェブカメラなどの映像や音
声がインターネット上で誰でも閲覧できる設定と
なっていることが判明。

ネットに接続されるウェブカメラなどの映像や音
声がインターネット上で誰でも閲覧できる設定と
なっていることが判明。

②複合機の事例

日本の大学等において、複合機に保存された
データがインターネット上で誰でも閲覧できる
設定となっていた。

日本の大学等において、複合機に保存された
データがインターネット上で誰でも閲覧できる
設定となっていた。

③水道関連設備

病院等に設置された水道関連設備のデータロガー
がインターネット側からアクセス可能なまま運用さ
れており、動作状況が外部から閲覧可能な状態であ
ることに加え、第３者から運転モード(RUN/STOP)
の切り替えが可能な状態になっていた。

病院等に設置された水道関連設備のデータロガー
がインターネット側からアクセス可能なまま運用さ
れており、動作状況が外部から閲覧可能な状態であ
ることに加え、第３者から運転モード(RUN/STOP)
の切り替えが可能な状態になっていた。

④電力監視設備

工場等に設置された電力監視機器システム
がインターネット側からアクセス可能なまま
運用されており、警告の閾値の変更、警告の
解除、プロキシ設定、再起動等の操作が、第
３者が可能な状態になっていた。

工場等に設置された電力監視機器システム
がインターネット側からアクセス可能なまま
運用されており、警告の閾値の変更、警告の
解除、プロキシ設定、再起動等の操作が、第
３者が可能な状態になっていた。



Ⅰ．政府のサイバーセキュリティ政策

Ⅱ．サイバー空間の脅威

Ⅲ．まとめ



23まとめ

 医療情報は極めてセンシティブ⇒サイバー攻撃の標的になりやすい
と認識すべき。

 インターネットに接続している情報系（IT）システムのみならず、
クローズドな制御系（OT）システムも１００％安全ではない。

 サイバーセキュリティ対策をやむを得ない「費用」ではなく、新た
な価値を生み出す「投資」と捉える。

 セキュリティといえば、「機密性」にのみ目が行きがち。「機密
性」は重要だが、「完全性」及び「可用性」も同様に重要。

情報の機密性
（Confidentiality)

情報の完全性
（Integrity)

情報の可用性
（Availability)

○ 不正アクセス（情報の窃取、漏洩）
○ 標的型攻撃、フィッシング攻撃

○ 不正アクセス（ホームページ改竄）
○ 制御システムの破壊

○ DDoS攻撃
○ ランサムウェア（データ暗号化し身代金要求）


