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サイバーセキュリティ戦略にてDX with Cybersecurity
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企業がビジネス環境の激しい変
化に対応し、データとデジタル技
術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、
ビジネスモデルを変革するととも
に、業務そのものや、組織、プロ
セス、企業文化・風土を変革し、
競争上の優位性を確立すること

デジタル化の進展とあわせてサ
イバーセキュリティ確保に向けた
取組を同時に推進すること

DXの定義の出典：経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）Ver. 1.0」（平成３０年１２月）
DX with Cybersecurityの考え方の出典：「サイバーセキュリティ戦略」（令和3年9月28日閣議決定）



COVID19対応
のため
テレワーク
導入企業が
急増
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出典： 総務省「テレワークセキュリティに係る実態調査【2020年度2次実態調査結果（2020年12～翌1月実施）】」
（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/）



市場の変化：
EC普及見通し

• 欧米諸国はおおむね8割程度⇔我が国は4割程

• 感染拡大をきっかけとしたEC消費の活発化などを踏まえて我が
国のEC普及率が欧米並みの8割に達する時期を推計：EC化の動き
が早かった2020年の動きが持続する場合には2024年6月

• それ以前の動きを成長曲線で延伸する場合には2025年11月から
2027年11月頃になると見込まれる

4
出典：内閣府「令和３年度 年次経済財政報告」（https://www5.cao.go.jp/j-
j/wp/wp-je21/h01-01.html）



自動走行
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出典：警察庁「自動運転に係る対応」
(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/NPA-initiative.pdf)
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デジタル化の進展とサイバーセキュリティ対策の必要性

• デジタル化に対する意識は、コロナ禍の前後で、産業領域を問わず大きく変化。
• 一方、テレワークの利用等が増える中、VPNの脆弱性を突いたサイバー攻撃が増加するなど、サイバー攻撃の脅威はあ
らゆる産業において無縁ではなくなっている。

テレワーク環境等 社内NW

攻撃者

VPN

②窃取した認証情報を悪用し、
社内システムに不正アクセス

① VPN機器の脆弱性を
悪用し認証情報を窃取

脆弱性のある
VPN機器

デジタル化に対する優先度の変化
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感染症流行前 感染症流行後

■ 事業方針上の優先順位は高い
■ 事業方針上の優先順位はやや高い

■ 事業方針上の優先順位はやや低い
■ 特に必要性を感じない

VPN機器に対する不正アクセス

（出典）中小企業庁「中小企業白書2021」

2019年5月 脆弱性情報公開
2019年8月頃 脆弱性の詳細情報公開、悪用やスキャン開始
2020年11月 脆弱性の影響を受ける約5万台の機器情報が 公開

IPアドレス、ユーザーアカウント名、平文パスワード等その後追加公
開があり、対象が計8.7万台に拡大。

事例：Fortinet製FortiOSの脆弱性

経済産業省資料（昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策）から引用



ランサムウェア
R2下半期21件、R３上半期61件、R3下半期85件と右肩上がり※

暗号化に加え、情報を暴露すると脅し（二重恐喝） ← R3の件
数の85％

VPN機器、リモートデスクトップ等から侵入

企業・団体等の規模を問わず被害が発生

自動車会社－サプライチェーン上の企業被害の影響

医療機関－電子カルテ等の被害 7

出典：U.S. Energy Information Administration (July 2021)
https://www.eia.gov/

出典：「令和３年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」警察庁
（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/da
ta/R03_cyber_jousei.pdf）

※ 都道府県警察から警察庁に報告のあった件数



ランサムウェア対策例

感染予防策：

• インターネットからアクセス可能な機器につき公開必
要性確認・必要最小限のポートの開放

• パッチ適用・迅速なアップデート

• 設定確認等

データ暗号化対応策：

• 定期的なバックアップ

• オフライン管理

• バックアップデータによる復旧の確認

• 機微データ等の暗号化等

迅速な不正アクセス検知：

• ログ監視強化

• EDR等活用

インシデント対応策：

• 対処体制・対処方法・事業継続計画

• 職員の迅速な連絡確認

出典：内閣サイバーセキュリティセンター「ランサムウエアによるサイバー攻撃について」
(https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/ransomware20201126.pdf)
(https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/ransomware20210430.pdf)
NISCストップ！ランサムウェア特設ページ（https://security-portal.nisc.go.jp/stopransomware/）
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ウクライナ
情勢などを
踏まえた
米国CISAの
取組み

• 侵入の可能性を低減：
多要素認証、ソフトウェアアップデート、事業目
的に不可欠でないポート・プロトコル無効等

• 潜在的な侵入の迅速な検出手順の実施：
ログ記録有効、マルウェア対策ソフトのシグネ
チャ更新、トラフィック監視等

• 侵入発生時の対応準備：
CSIRT、演習等

• 破壊的サイバーインシデントに対する回復力：
バックアップとその手順のテスト等

9
出典：https://www.cisa.gov/shields-up



ゼロトラスト・アーキテクチャ
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出典：NIST SP800-207 ゼロトラスト・アーキテクチャ（PwCによる和訳）（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/assets/pdf/zero-trust-architecture-jp.pdf）



Society5.0サービスプラットフォーム
構築に必要な基盤技術
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出典：内閣府"Society 5.0とは" (https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html)

「サイバーセキュリティ技術」

「IoTシステム構築技術」

「ビッグデータ解析技術」

「AI技術」

「デバイス技術」

「ネットワーク技術」

「エッジコンピューティング」

科学技術基本計画 （H28/1/22閣議決定）出典：内閣府"第５期科学技術基本計画”
(https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html)



セキュリティ対策不備により開発企業に影響を及ぼした事例
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自動車における脆弱性の検出による140万台のリコール

販売中の自動車に対して外部から不正アクセス可能な脆弱性が公開された。顧客からの問い合わせが殺到し、開発
企業は140万台のリコールを実施した。リコールの対応には1,000万ドル以上の費用を要した。

脆弱な家庭用ネットワークカメラのメーカに対する訴訟

家庭用ネットワークカメラにおいて、認証不備に関する脆弱性が内在し、脆弱性を悪用した不正アクセスが行われた。
不正アクセスの被害を受けた複数の利用者により、開発企業に対して500万ドルを求める集団訴訟が起こされた。

心臓ペースメーカーにおける脆弱性の検出による46.5万台のリコール

販売中の心臓ペースメーカーに対して心拍リズムを外部から制御可能なな脆弱性が公開された。開発企業は市場に
流通している46.5万台を対象にリコールを実施した。

経済産業省資料（昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策）から引用
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出典：National Highway Traffic Safety Administration Web page
(https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/vehicle-cybersecurity)
(https://www.nhtsa.gov/press-releases/nhtsa-seeks-comment-cybersecurity-best-practices-safety-modern-vehicles)

自動車のサイバーセキュリティ対策



自動走行システムにおける外部通信リスク

14出典：自動走行ビジネス検討会「自動走行システムにおけるサイバーセキュリティ対策」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jido_soko/pdf/sanko_02.pdf)



「Society5.0」の社会を見据えた対策の検討
• 「Society5.0」では、データの流通・活用を含む、より柔軟で動的なサプライチェーンを構成することが可能となる。一方で、
サイバーセキュリティの観点では、サイバー攻撃の起点の拡散、フィジカル空間への影響の増大という新たなリスクへの対応
が必要となる。

• サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークを策定し、必要な対策を検討。
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サイバー空間で大量のデータの流通・連携
⇒データの性質に応じた管理の重要性が増大

企業間が複雑につながるサプライチェーン
⇒影響範囲が拡大

フィジカル空間とサイバー空間の融合
⇒フィジカル空間までサイバー攻撃が到達

Society5.0の社会におけるモノ・データ等の繋がりのイメージ

ソシキ ヒト モノ

データ プロシージャ システム

【第３層】
サイバー空間におけるつながり

【第２層】
フィジカル空間とサイバー空間のつながり

【第１層】
企業間のつながり

サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク
(CPSF) のモデル

＜3層構造＞

＜6つの構成要素＞

経済産業省資料（昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策）から引用



つながる世界の
開発指針

16出典：IPA「つながる世界の開発指針」(https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20160324.html)



ユーティリティと
サイバーセキュリティ
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組織、業務の視点からのRisk Management
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Source : NIST,"SP 800-37 Rev. 2 Risk Management Framework for Information Systems and Organizations: A System Life Cycle Approach for Security and 
Privacy"(https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-37/rev-2/final)



協働
役割分担
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• 政府・公的組織:環境整備 - 法令等のルール整
備・調整、国際標準やガイドラインの整備、議
論の場提供、啓発など

• 開発者・製造者・提供者：安全対策 (Built in)、信
頼の確立・維持、Security By Design、Supply、緊
急時対応体制など

• ユーザ事業者：事業継続・リスクマネジメント、
サービス等の安全性確保、緊急時対応体制など

• 研究・教育・調査組織：研究開発、情報収集・
分析・調査・発信、デジタル教育など

• 消費者：使用上の注意を理解など

• Public Private Partnership

• Information Sharing



20

（参考）IoT製品・システムを安全に実装するための国際規格

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210621004/20210621004.html

• IoTの進展に伴って様々な機器・デバイスがインターネットに接続され、セーフティ・セキュリティのリスク増加が懸念。

• これらの製品やサービスの開発・運用に携わる者のセーフティ・セキュリティに関する設計・保守・運用の取組は個別には行われているものの、国際的な標
準はこれまで存在せず。

• 2021年5月に、「IoTセキュリティガイドライン（IoT推進コンソーシアム,2016年6月）」、「つながる世界の開発指針（IPA,2016年3月）」に基づ
いたIoTシステムの安全安心を確保する国際規格ISO/IEC 30147が発行。

• ISO/IEC 30147は、IoT製品やサービスにおけるトラストワージネス※の実装・保守のためのシステムライフサイクルプロセスを提供するものであり、
一般的なシステムライフサイクルプロセスの国際規格ISO/IEC/IEEE 15288:2015を適用・補完する内容。

※トラストワージネス：Safety（安全性）、Security（セキュリティ）、Reliability（信頼性（安定した機能発揮））、Privacy（プライバシー）、Resilience （レジリエンス）を必要十分なレベルで確
保していること

国際規格 対応
JIS

各規格が規定するもの

ISO/IEC/IEEE 
15288:2015

X0170 一般的なシステムライフサイクルプロセス
（システムを開発し利用するための工程、作業、行動）

ISO/IEC 
30147:2021

― IoT製品やサービスにおけるトラストワージネスの実装・保
守のためのシステムライフサイクルプロセス
（ISO/IEC/IEEE 15288:2015を補完）

表 ISO/IEC 30147:2021とISO/IEC/IEEE 15288:2015の関係

経済産業省資料（昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策）から引用
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