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IPAのミッション

安心してITを使いこなせる環境の整備

誰もがITの恩恵を享受できる社会

安心してITを
使うための

「道しるべ」を提供

新技術を究め
使いこなす
「人」を育成

人と情報が集まり
革新を起こす
「場」を提供
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情報セキュリティ10大脅威
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html

3

⚫ IPAが2006年から毎年発行している資料

⚫前年に発生したセキュリティ事故や攻撃の状況等
から専門家等が選考したTOP10について解説

脅威に対して様々な立場の方が存在

➢ 家庭等でパソコンやスマホを利用する人

「組織」
➢ 企業や政府機関などの組織

➢ 組織のシステム管理者や社員・職員

「個人」と「組織」の２つの立場で
脅威を解説

立場ごとに注意すべき脅威も異なるはず

「個人」

＜解説書＞
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順位 2021 2022

1位 ランサムウェアによる被害 ランサムウェアによる被害

2位 標的型攻撃による機密情報の窃取 標的型攻撃による機密情報の窃取

3位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

4位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃

5位 ビジネスメール詐欺による金銭被害 内部不正による情報漏えい

6位 内部不正による情報漏えい 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加

7位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 修正プログラムの公開前を狙う攻撃（ゼロデイ攻撃）

8位 インターネット上のサービスへの不正ログイン ビジネスメール詐欺による金銭被害

9位 不注意による情報漏えい等の被害 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止

10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 不注意による情報漏えい等の被害

⚫ 「ランサムウェアによる被害」が引き続き1位。2021年も国内企業や病院などの
被害が報道され大きな話題に。

⚫ 「修正プログラムの公開前を狙う攻撃（ゼロデイ攻撃）」が新たにランクイン。
2021年12月にはJava用のログ出力ライブラリ「Apache Log4j」の脆弱性対策
情報が、攻撃の観測情報と同時に公開された。

※「組織」向け脅威。赤字はその年に初めてランクインした脅威

情報セキュリティ10大脅威2022 

最近の「組織」向けの脅威動向
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【1位】ランサムウェアによる被害
～社会インフラに大きな影響が出る場合も～

PC等に保存されているファイルを暗号化され使用不可に

復旧と引き換えに金銭を要求される

情報を窃取しそれを公開すると脅迫するケースも
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⚫攻撃手口

ウイルス（ランサムウェア）に感染させて金銭を要求

【1位】ランサムウェアによる被害
～社会インフラに大きな影響が出る場合も～

メールを利用した手口

・不正な添付ファイルを開かせる

・メール内のリンクをクリックさせる

ウェブサイトを利用した手口

・ランサムウェアをダウンロードさせるようにウェブサイトを改ざん

・当該サイトを閲覧するようにメール等で誘導
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⚫攻撃手口

ウイルス（ランサムウェア）に感染させて金銭を要求

【1位】ランサムウェアによる被害
～社会インフラに大きな影響が出る場合も～

脆弱性を悪用した手口

・ソフトウェアの脆弱性を悪用しウイルスを実行（感染させる）

・攻撃ツール等を利用してネットワーク越しに次々と感染させる

不正アクセスによる手口

・管理用のRDP（リモートデスクトップ）等でサーバーに不正アクセス

・サーバー上で攻撃者がウイルスを実行（感染させる）

2022/7/11
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【出典】
※1 サイバー攻撃受けた徳島・半田病院 約2カ月ぶりに通常診療全面再開（朝日新聞DIGITAL）

https://www.asahi.com/articles/ASQ145J9MQ13PTLC00P.html
※2 ホ2022 年 3 月期第 1 四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ（株式会社ニップン）

https://www.nippn.co.jp/topics/detail/__icsFiles/afieldfile/2021/08/16/20210816-1.pdf

⚫ 2021年の事例/傾向

病院へのランサムウェア攻撃※1

・2021年10月、病院のシステムがランサムウェアに感染し
電子カルテや会計システムにアクセスできなくなる等の被害

・暗号化解除と引き換えに身代金を要求されたが応じず
・システム復旧まで新規患者の受け入れを中止する等の影響
・2022年1月、通常診療を再開

バックアップの暗号化による被害の長期化※2

・製粉会社にサイバー攻撃により、ランサムウェアに感染
・オンラインバックアップを管理していたサーバーも暗号化
・早期復旧が困難となり四半期決算報告書の提出にも影響

【1位】ランサムウェアによる被害
～社会インフラに大きな影響が出る場合も～
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【参考】サイバー犯罪の最新情勢等
出典：警察庁「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（速報版）
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⚫ 令和3年中に警察庁に報告された国内のランサムウェアによる被害件数は146
件で中小企業がその半数以上（54%）を占める。

⚫ 調査・復旧に5,000万円以上の費用を要した事例も。

＜被害企業・団体等の規模別報告件数＞ ＜被害の調査・復旧に要した総額＞
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【参考】サイバー犯罪の情勢等
出典：警察庁「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」
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サイバー犯罪の情勢等
出典：警察庁「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」
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サイバー犯罪の情勢等
出典：警察庁「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」
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【2位】標的型攻撃による機密情報の窃取
～組織化しているサイバー攻撃～

メール等を利用し特定組織のPCをウイルスに感染させる

組織内部に潜入し長期にわたり侵害範囲を徐々に広げる

組織の機密情報窃取やシステムの破壊を行う
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⚫攻撃手口

メールを利用した手口（標的型攻撃メール）

• 不正な添付ファイルを開かせる

• 不正なウェブサイトへのリンクをクリックさせる

ウェブサイトを利用した手口

• 標的組織が頻繁に利用するウェブサイトを調査し、

当該サイトを閲覧するとウイルスに感染するように改ざん

（水飲み場型攻撃）

メールやウェブサイトからウイルスに感染させる

【2位】標的型攻撃による機密情報の窃取
～組織化しているサイバー攻撃～

2022/7/11
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⚫攻撃手口

不正アクセスによる手口

• 組織が利用するクラウドサービスやウェブサーバーの、VPNの
脆弱性を悪用して不正アクセスし、認証情報等を窃取

• 窃取した認証情報等を悪用して正規の経路で社内システ

ムへ侵入し、PCやサーバーをウイルスに感染させる

・不正アクセスして認証情報を窃取

・社内システムへ侵入しウイルスを感染させる

2022/7/11

【2位】標的型攻撃による機密情報の窃取
～組織化しているサイバー攻撃～
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※1 当社内外で利用する「プロジェクト情報共有ツール」に不正アクセス - 富士通（Security NEXT）
https://www.security-next.com/126507

※2 サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP：Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of 
Japan）。2011年10月25日、サイバー攻撃による被害拡大防止のため、重工、重電等、重要インフラで利用される機器の製造
業者を中心に、公的機関であるIPAを情報ハブ（集約点）の役割として、情報共有と早期対応の場として発足。サイバー攻撃に関
する情報共有の実運用を行っている。

⚫ 2021年の事例/傾向
情報共有ツールから受託情報が外部に流出※1

• 2021年5月、大手Sierが、自社が提供するプロジェクト情報共
有ツールが不正アクセスされたことを公表

• 顧客から預かっていた情報の一部が外部に流出

• 本ツールは、同社やグループ会社、外部の協力企業、顧客間の
システム開発等のプロジェクト管理（開発工程やソース、タスクの
管理等）に利用

J-CSIP※2参加組織からIPAへのサイバー攻撃に関する情報提供に
おいて、2021年の標的型攻撃メールとみなした情報提供は36件

2022/7/11

【2位】標的型攻撃による機密情報の窃取
～組織化しているサイバー攻撃～
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• 原材料や部品の調達、製造、在庫管理、物流、販売、業務委
託先等の一連の商流（サプライチェーン）において、セキュリティ
対策が甘い組織が攻撃の足がかりとして狙われる

• 取引先や業務を委託している外部組織から情報漏えい

【3位】サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
～サプライチェーン攻撃の世界的な被害増加に伴い、今一度リスクの見直しを～

2022/7/11
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• 標的組織の取引先や委託先を攻撃し、それらが保有する標的
組織の機密情報を狙う

• ソフトウェア開発元やMSP（企業システムの運用・監視等を請け
負う事業者）等を攻撃し、標的を攻撃するための足掛かりとする

・ソフトウェアのアップデートにウイルスを仕込み、アップデート

を適用した利用者にウイルスを感染させる等

⚫攻撃手口

・サプライチェーンの中でセキュリティが脆弱な組織を狙う

【3位】サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
～サプライチェーン攻撃の世界的な被害増加に伴い、今一度リスクの見直しを～

2022/7/11
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⚫ 2021年の事例/傾向①

• サプライチェーン攻撃の世界的な増加※1、※2

・OSS（オープンソースソフトウェア）を狙ったサプライチェーン

攻撃が2021年は1万2,000件を超え前年比約650％増

となった

・クラウド運用等を行う技術者のうち36%が情報漏えい等の

問題を経験しており、83％がクラウドの設定ミスに関連する

情報漏えいに対して企業が脆弱であることを懸念している

【出典】
※1 2021 State of the Software Supply Chain Report（sonatype）

https://www.sonatype.com/resources/state-of-the-software-supply-chain-2021
※2 The State of Cloud Security 2021（sonatype）

https://www.sonatype.com/hubfs/State_of_Cloud_Security_2021.pdf

【3位】サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
～サプライチェーン攻撃の世界的な被害増加に伴い、今一度リスクの見直しを～

2022/7/11
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⚫ 2021年の事例/傾向②

• 子会社や海外拠点を狙った攻撃※1

・2021年4月、国内の光学機器メーカーの米子会社が

ランサムウェア攻撃を受けた

・約300GBの財務情報や顧客情報等が窃取され

ダークウェブ上で公開されていた

・サイバー犯罪グループが犯行声明を発信していた

【出典】
※1 HOYA米子会社にサイバー攻撃 機密情報が闇サイトで公開か（日本放送協会）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210424/k10012994941000.html

【3位】サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
～サプライチェーン攻撃の世界的な被害増加に伴い、今一度リスクの見直しを～

2022/7/11



【追加】「Emotet(エモテット)」感染を狙う攻撃メール

21

⚫ 「Emotet」は、情報の窃取に
加え、更に他のウイルスへの感
染のために悪用されるウイルス。

⚫ 受信者が過去にメールのやり取
りをしたことのある、実在の相手
の氏名、メールアドレス、メール
の内容等の一部を流用するな
ど取引相手になりすました攻撃
メールにより感染を狙うもの。

⚫ Emotetへの感染被害による情
報窃取が、他者に対する新た
な攻撃メールの材料とされてし
まう悪循環が発生しているおそ
れがある。

2022/7/11



「Emotet」の攻撃活動の急増
（2022年2月）
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⚫ 2021年1月27日、EUROPOL（欧州刑事警察機構）が、Emotetの攻撃基
盤をテイクダウンした（停止させた）と発表。同年4月26日以降、日本でも
Emotetの感染はほぼ観測されなくなったが…

⚫ 2021年11月から攻撃活動が再開し、2022年2月に入り急増。

見知った相手からの
メールに見えても、
すぐに添付ファイルや
URLリンクは開かず、
システム部門への相談、
または確実な手段での
送信元への確認を！

＜IPAで確認しているEmotetの攻撃メールの例＞

https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html

＜参考：IPAウェブサイト＞
「Emotet（エモテット）」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて

2022/7/11
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中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況
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①中小企業に対するサイバー攻撃の調査・分析結果（大阪商工会議所）

⚫地域の中小企業も、例外なくサイバー攻撃の脅威にさらされている。

２５％

７５％

出典：大阪商工会議所「サプライチェーンにおける取引先のサイバーセ
キュリティ対策等に関する調査」（2019年5月）

■調査内容
実証期間：2018年9月～2019年1月
実証内容：中小企業30社を対象に、ネットワーク

上の通信データ等を一定期間収集。

■ 調査結果
⚫ 調査した30社全てでサイバー攻撃に繋がり
うる不審な通信が記録されていた。

⚫ 少なくとも5社ではコンピューターウイルスに感染
するなどして、情報が外部に流出したおそれが
あることが分かった。

■調査内容
調査期間：2019年2月～3月
調査内容：全国の従業員100人以上の企業を

対象に、郵送、FAX、メール、Web、
対面による依頼・回答

■調査結果
⚫ 大企業・中堅企業118社に調査したところ、取引

先がサイバー攻撃被害を受け、影響が自社に及ん
だ経験がある企業が30社あった（25％）

中小企業被害実態に関する調査 取引先経由の被害に関する調査

「取引先がサイバー攻撃被害
を受け、それが自社に及んだ
経験」がある企業

「中小企業自身が自衛すべきだ」と
いう答えは６割

出典：大阪商工会議所「平成30年度中小企業に対するサイバー攻撃実情調査（報
告）」共同研究実施者：神戸大学、東京海上日動火災保険（株）(2019年7月）
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サイバーセキュリティお助け隊実証事業とは
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中小企業の被害実態等を把握することで、中小企業向け事後サービスに必要な人材
スキルやサービス内容等を明らかにし、中小企業の支援機能を低コストで構築するた
めに実証事業を実施（2019年度、2020年度）

➢ 地域の団体、セキュリティ企業、保険会
社がコンソーシアムを組み、中小企業向
けのセキュリティ対策支援の仕組みを構
築。

➢民間による中小企業向けのセキュリ
ティ簡易保険サービスの実現を目指し、
中小企業の事前対策の促進や意識喚
起、攻撃実態や対策ニーズを把握。

⚫ 2019年度には全国8地域で

中小企業1,064社が参加。

⚫ 2020年度には15の地域・産業分野
で中小企業1,117社が参加。

2022/7/11
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②サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2019年度）の結果（IPA）

⚫ 1,064社が参加した2019年度実証期間中に、重大なインシデントの可能性ありと判断し、対処を
行った件数は128件。対処を怠った場合の被害想定額が5000万円近くなる事案も。

対応種別 総数 内容 発生件数

インシデント対応 128件
電話及びリモートによるインシデント対応※ 110件

訪問によるインシデント対応 18件

＜駆け付け支援件数（2019年度）＞ ※電話及びリモートによるインシデント対応には、訪問によるインシデント対応の一次対応を含む。

＜駆け付け支援の対象となった特徴的な対応事例＞

・Windows XPでしか動作し
ないソフトウェア利用のために、
マルウェア対策ソフト未導
入のWindows XP端末
を使用。

・社内プリンタ使用のために、
社内LANに接続したことで、
意図せずにインターネット接
続状態になり、マルウェアに
感染。

・検知・駆除できていなかった
場合の想定被害額は
5,500万円。

・社員の私物iPhoneが
会社のWi-Fiに無断で
接続されていたことが判明。

・私物iPhoneは、過去に
マルウェアやランサムウェア
の配布に利用されている
攻撃者のサーバーと通信
していた。

・検知・駆除できていな
かった場合の想定被害

額は4,925万円。

・社員が出張先ホテルの
Wi-Fi環境でなりすまし
メールを受信し、添付さ
れたマルウェアを実行した
ことでEmotetに感染。

・感染により悪性
PowerShellコマンドが
実行され、アドレス情報
が抜き取られた後、当該
企業になりすまして、取
引先等のアドレス宛に悪
性メールが送信された。

古いOSの使用 私物端末の利用 ホテルWi-Fiの利用

・実証参加企業でマルウェ
ア添付メールを集中検知。

・取引先のメールサーバー
がハックされてメールアドレ
スが漏えいし、それらのアド
レスからマルウェア添付メー
ルが送付されていた。

・メールは賞与支払い、請
求書支払い等を装うなり
すましメールであり、サプラ
イチェーンを通じた標的型
攻撃であった。

サプライチェーン攻撃

＜https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200612004/20200612004.html＞

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況
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③サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2020年度）の結果（IPA）

⚫ 1,117社が参加した2020年度実証事業でも、中小企業において業種や規模を問わず例外なく
サイバー攻撃を受けている状況を確認するとともに、検知・防御のための対策の必要性を確認。

事例１

UTMサービスを導入した企業において、同一ホストにて断続的に要注意検知が
発生していることが確認されたため、お助け隊事業者が駆けつけ支援を実施。
対象のマルウェアと判定されたプログラムは、インターネットからダウンロードした
フリーソフトであったことが判明、駆除を実施した。

＜2020年度実証事業における具体的な対応事例＞

事例２

UTMサービスを導入した企業において、PCの「ウィルス対策ソフト」を導入済みで
あったものの、 「不正なIPアドレスへの通信」が成立していることが確認された
ため、緊急度「高」のアラートを発報、支援を実施。
接続元端末をLANから分離した上、ウイルス対策ソフトでのフルスキャンを実施
した結果、何も検知されなかったものの、もし被害に至っていた場合の被害試算
額は54,760,000円にも。

事例３

UTMサービスを導入した企業において、マルウェアへの感染の疑いがある通信を
UTMで検知、リモート支援により駆除を実施。
該当端末(PC)をLANから分離した上でフルスキャンを実施した結果、Hacktool
及びトロイの木馬、計6件のマルウェアを発見したため駆除を実施した。

https://www.ipa.go.jp/security/fy2020/reports/sme/otasuketai_houkoku.html

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況
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中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況
④2021年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査 概要

▪ 中小企業の情報セキュリティ対策への取り組みや被害の状況、対策実施における課題、経

営層の関与や認識に関する実態を把握するため、アンケート調査を実施

【アンケート送付数内訳】

業種名 中小企業数 小規模企業数 業種別合計数

農業・林業・漁業 746 1,049 1,795

建設業 1,353 3,160 4,513

製造業、鉱業・採石業・

砂利採取業、電気・ガ

ス・熱供給・水道業

1,337 3,123 4,460

情報通信業 529 1,229 1,758

運輸業・郵便業 529 1,229 1,758

卸売業・小売業 2,530 6,074 8,604

金融業・保険業 528 1,231 1,759

不動産業・物品賃貸

業
1,115 2,599 3,714

サービス業・その他 3,495 8,144 11,639

合計 12,162 27,838 40,000

【アンケート調査実施概要】

調査手法 ウェブによるアンケート調査

調査対象
全国の中小企業を対象とし、業種別、企業規模別、
で中小企業基本法の定義に基づいて割付を行い、
サンプルを回収。

調査項目

• 企業概要
• ITの導入状況
• 情報セキュリティに関する意識・状況
• 情報セキュリティ被害
• 取引先を含む情報セキュリティ対策

調査期間 2021年10月～2021年12月

有効回答
数

4,074人
（内訳：経営層2,819人、ITや情報セキュリティの
社内担当者561人、一般社員、役職無回答・不
明：694人）

2022/7/11 27
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④中小企業における実態調査（2021年度）の結果（IPA）(1)

⚫ 全国の中小企業4,074社を対象にアンケート調査を実施。2016年度実施の前回調査に比べ
中小企業における情報セキュリティ対策の実施状況の改善はわずか。

⚫ 情報セキュリティ対策投資を行わない理由としては、「必要性を感じていない」の割合が最も大きく
40.5%で、「費用対効果が見えない(24.9%)」「コストがかかりすぎる(22.0%)」が続く。

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

【直近過去３期の情報セキュリティ対策投資額】 【情報セキュリティ対策投資を行わなかった理由】
（企業規模別）

投資していない
33.1%

１百万円未満
49.2%

１百万円～５百万円未満
8.2%

５百万円～１千万円未満
1.5%

１千万円～２千万円未満
0.6%

２千万円～５千万円未満
0.5%

５千万円～１億円未満
0.2%

１億円～４億円未満
0.1%

４億円以上
0.0%

わからない
6.0%
無回答
0.7%

(n=3802)
22.0%

24.9%

20.7%

6.5%

8.2%

40.5%

0.2%

20.0%

24.7%

19.5%

7.5%

6.6%

44.3%

0.3%

27.3%

25.9%

23.8%

3.8%

9.7%

33.2%

0.0%

14.8%

18.5%

18.5%

11.1%

37.0%

18.5%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

コストがかかり過ぎる

費用対効果が見えない

どこからどう始めたら

よいかわからない

導入後の手間がかかる

その他

必要性を感じていない

無回答

(n=1259) Total (n=862) 小規模企業

(n=370) 中小企業（100人以下） (n=27) 中小企業（101人以上）

40.5%

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html

（n=3,802）

2022/7/11
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④中小企業における実態調査（2021年度）の結果（IPA）(2)

⚫ 被害防止のための組織面・運用面の対策の実施状況について、前回調査の結果と比較すると、大半
の項目で対策実施の割合が増加（微増）。特に、「情報セキュリティ対策の定期的な見直し」につい
ては17.4%と前回調査（5.6%）から10%以上増加するとともに、「中小企業の情報セキュリティ
対策ガイドライン（IPA）の活用」も0.9%から6.1%に増加。

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

【被害防止のための組織面・運用面の対策（前回比較）】

5.7%

6.3%

14.6%

21.7%

12.5%

4.2%

12.2%

24.1%

6.4%

11.9%

16.2%

21.9%

2.3%

3.7%

7.0%

9.4%

11.9%

13.5%

28.2%

15.5%

5.2%

18.2%

25.7%

7.6%

16.3%

21.4%

27.2%

2.9%

2.6%

9.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

情報セキュリティに関するリスク分析

セキュリティポリシー（セキュリティの規程やルー

ル）が文章化されている

一般ユーザアカウントの管理ルールの策定（パスワー

ドの設定ルール等）

Ｗｅｂサイト管理者権限アカウントの管理ルールの策

定

ＩＴ資産構成や設定の文書化

フロアや施設への入退出管理

情報（書類などの紙媒体）の施錠管理

セキュリティワイヤー等による機器の固定

外部送信ファイルへのパスワード設定

機器や記録媒体の持込み・持出しの制限

ハードディスク等の廃棄時の破砕／溶融

情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）

の認証取得

プライバシーマーク（Ｐマーク）の取得

情報セキュリティ監査（内部監査）の実施

前回調査（n=4215） 今回調査（n=4074）

3.3%

5.6%

7.8%

7.6%

15.1%

8.6%

38.2%

12.4%

4.0%

5.7%

1.0%

1.0%

1.9%

0.9%

0.9%

1.0%

34.6%

6.1%

5.1%

17.4%

10.1%

10.1%

20.9%

10.5%

37.5%

16.8%

5.8%

6.4%

5.1%

3.6%

7.1%

4.2%

6.1%

2.4%

30.0%

8.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

情報セキュリティ監査（外部監査）の実施

情報セキュリティ対策の定期的な見直し

委託先の情報セキュリティ対策、体制、実施状況な

どの確認

（内容に応じて）委託先とＮＤＡ（機密保持契約）

の締結

アカウント毎のアクセス制御

一般ユーザのプログラムインストールの制限（ｅｘ

ｅファイルの実行禁止等）

重要なシステム・データのバックアップ

セキュリティ監視サービスの活用

ログやファイル情報に基づくＷｅｂコンテンツの改

ざん検知

定期的なＷｅｂコンテンツのセキュリティ診断サー

ビス（ぜい弱性調査）の活用

クラウドサービス利用のための情報セキュリティマ

ネジメントガイドライン（経済産業省ガイドライ…

情報セキュリティ管理基準（経済産業省告示）の活

用

ＳＳＬ／ＴＬＳ暗号設定ガイドライン（ＩＰＡのガ

イドライン）の活用

組織における内部不正防止ガイドライン（ＩＰＡの

ガイドライン）の活用

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（Ｉ

ＰＡのガイドライン）の活用

その他

特に実施していない

無回答

前回調査（n=4215） 今回調査（n=4074）https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html

17.4%

6.1%

62022/7/11
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④中小企業における実態調査（2021年度）の結果（IPA）(3)

⚫ 2020年度の1年間に情報セキュリティ被害にあったか否かを聞いた設問では、84.3%が「被害にあっ
ていない」と回答。何らかの被害にあったとする企業は5.7%で、最も多い回答は「コンピュータウイルスに
感染(2.7%)」。

⚫ ただし、前述のお助け隊実証事業等の結果も踏まえれば、回答企業においてサイバー攻撃を認識でき
ていない可能性も否定できない。

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

【2020年度における情報セキュリティ被害の有無】

2.7%

0.6%

1.8%

0.6%

84.3%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

コンピュータウイルスに感染

内部者（委託者を含む）の不正に起因する情報漏えい、システムの悪用等

の情報セキュリティ上のトラブル

サイバー攻撃（ＤｏＳ攻撃・ＤＤｏＳ攻撃、不正アクセス、標的型攻撃な

ど）

外部委託先に起因するサービスの停止・情報漏えい

被害にあっていない

無回答

(n=4074)

5.7%

84.3%

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html2022/7/11

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html


8

④中小企業における実態調査（2021年度）の結果（IPA）(4)

⚫ コンピュータウイルスについて、「非常に大きな脅威である」の割合が最も高く55.1%となっている。
次いで「どちらかといえば脅威である（26.6%）」となっている。不正アクセスについても「非常に大き
な脅威である」と「どちらかといえば脅威である」を合わせると7割を超えており、これら情報セキュリティに
関する脅威について、中小企業においても「脅威」としては広く認知されているといえる。

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html

非常に大きな脅威である
55.1%どちらかといえば

脅威である
26.6%

あまり脅威ではない
3.8%

まったく脅威ではない
0.8%

脅威の度合いがわからない
3.7%

無回答
10.1%

(n=4074)

非常に大きな脅威である
50.2%

どちらかといえば

脅威である
26.3%

あまり脅威ではない
7.3%

まったく脅威ではない
1.4%

脅威の度合いがわからない
4.7%

無回答
10.1%

(n=4074)

【情報セキュリティに関する脅威（コンピュータウイルス）】 【情報セキュリティに関する脅威（不正アクセス）】

2022/7/11
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④中小企業における実態調査（2021年度）の結果（IPA）(5)

⚫ 販売先・仕入先からの情報セキュリティに関する条項・取引上の義務・要請について、「義務・要請はな
い」の割合は63.2%、「義務・要請がある」の割合は26.1%である。

⚫ 取引上の立場別にみると、サプライチェーンの上流（元請・一次請）から下流（三次請け・それ以降）
にいくにつれ、「義務・要請がある」との回答の割合が増加している。

⚫ 取引先に対して契約上の秘密保持義務を要請することが定着してきており、中小企業においても契約
上の義務を履行するために情報セキュリティ対策を実施する必要性が高まっていると考えられる

中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html

【販売先・仕入先からの情報セキュリティに
関する条項・取引上の義務・要請】

義務・要請がある
26.1%

義務・要請はない
63.2%

無回答
10.7%

(n=4074)

【取引上の立場別】

（n=4,074）

26.1%

28.2%

34.7%

37.1%

18.3%

13.3%

63.2%

63.7%

56.3%

57.1%

72.4%

73.1%

10.7%

8.0%

9.0%

5.7%

9.4%

13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

元請・一次請けとして受注

二次請けとして受注

三次請け・それ以降として受注

委託元として発注

把握していない・不明

(n
=

4
0

7
4

)
(n

=
2
4

8
5

)
(n

=
5
4

5
)

(n
=

1
0

5
)

(n
=

4
2

7
)

(n
=

4
2

8
)

義務・要請がある 義務・要請はない 無回答

2022/7/11

https://www.ipa.go.jp/security/fy2021/reports/sme/index.html


目次

⚫ 最近の脅威の動向
• 「情報セキュリティ10大脅威2022」から
• 中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況
- サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2019年度、2020年度の結果か

ら）
- 2021年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査の

結果から

⚫中小企業が取り組むべき対策
• SECURITY ACTION制度
• 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
• 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」制度
• IT導入補助金セキュリティ対策推進枠のご紹介

⚫ その他参考情報
• SC3（サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム
• IPAが提供するツール、制度
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⚫どこからどう始めたら良いか？
• まずは、 基本的なセキュリティ対策から

• 組織の実態に合わせ段階的に

⚫どこまで実施すれば良いか？
• リスクを受容できるレベルまで

• 組織における改善点を把握し、対策の周知・実践

情報セキュリティ対策のよくある質問

SECURITY ACTION の取組みから始める
そしてステップアップする

342022/7/11



SECURITY ACTION 制度概要
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

⚫中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを
自己宣言する制度※

• 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに
２段階の取組み目標を用意

１段階目（一つ星）
「情報セキュリティ5か条」に取組むことを宣言

２段階目（二つ星）
「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把
握したうえで、情報セキュリティ基本方針を定め、外部に公開した
ことを宣言

※SECURITY ACTION制度は、中小企業等自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
各企業等の情報セキュリティ対策状況等をIPAが認定する、あるいは認証等を付与する制度ではありません。

35
2022/7/11



⚫情報セキュリティ対策への取組みの見える化
👉 ロゴマークをウェブサイトに掲出したり、名刺やパンフレットに 印刷する

ことで自らの取組み姿勢をアピール

⚫顧客や取引先との信頼関係の構築
👉 既存顧客との関係性強化や、新規顧客の信頼獲得のきっかけに

⚫公的補助・民間の支援を受けやすく
👉 SECURITY ACTIONを要件とする補助金の申請、普及賛同企業から

提供される様々な支援策が利用可能

SECURITY ACTION制度のメリット

見える化 信頼関係
36

公的補助
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⚫ 「取引先からの信頼が高まる」が46.0％と最も高く、「従業員による情報管理や
情報セキュリティに関する意識を高める」も42.5％となってる。

SECURITY ACTION宣言で期待した効果
SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査

37
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⚫ 「従業員の意識がまだ低い」が56.6%と最も高く、「情報セキュリティ対策の知
識をもった従業員がいない」が42.7%、「業務を行うための人手が足りない
状態である」が41.8%となっている。

SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査

情報セキュリティ対策を進める上での課題点

38
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自治体等のSA制度の活用事例（令和４年度）

 IT導入補助金【継続】
：中小企業庁
 令和4年度 サイバーセキュリティ対策促進助成金【継続】
：東京都中小企業振興公社
 「情報セキュリティ基本方針 策定支援専門家派遣」事業【継続】
：東京都中小企業振興公社
 ものづくり補助金（デジタル枠）【新規】
：中小企業庁
 事業承継・引継ぎ補助金【新規】
：中小企業庁
 令和4年度 中小企業等スマートワーク促進補助金（情報セキュリティ事業） 【新規】
：岐阜県
 令和4年度 堺市中小企業デジタル化促進補助金【活用継続】
：大阪府堺市

39

◼ デジタル化やサイバーセキュリティ対策などを支援するIT導入の補助金申請の要件
にするなど、各種補助金・助成金制度においてSECURITY ACTION制度を活
用。
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SECURITY ACTION 一つ星

⚫ 「情報セキュリティ５か条」に取組むことを宣言

40

情報セキュリティ
か条

を守るところから始めてみましょう。

５

https://www.ipa.go.jp/files/000055516.pdf

1

2

3

4

5

OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう！

ウイルス対策ソフトを導入しよう！

パスワードを強化しよう！

共有設定を見直そう！

脅威や攻撃の手口を知ろう！
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SECURITY ACTION 二つ星

⚫ 「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」を実施し、
「情報セキュリティ基本方針」を定め、公開したことを宣言

41

➢ 5分でできる！情報セキュリティ自社診断
25個の診断項目に答えるだけで、自社の情報セ
キュリティの問題点を簡単に把握できる診断ツール

（診断ツールはウェブ版とシート版を提供）

➢ 情報セキュリティ基本方針
情報セキュリティに関する企業としての方針、取組み
の指針などを明文化したもの、自社のウェブサイトや
会社案内等にて公開

情報セキュリティ基本方針の記載項目例
・ 組織体制の整備 ・ セキュリティ対策の実施
・ 法令ガイドライン等の遵守 ・ 継続的改善 など

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/5minutes.html
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中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第3版

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/

⚫中小企業の経営者や実務担当者が、情報セキュリティ
対策の必要性を理解し、情報を安全に管理するための
具体的な手順等を示したガイドライン

⚫本編2部と付録より構成

• 経営者が認識すべき「3原則」、
経営者がやらなければならない
「重要7項目の取組」を記載

• 情報セキュリティ対策の具体的な
進め方を分かりやすく説明

• すぐに使える「情報セキュリティ基本方針」や
「情報セキュリティ関連規程」等のひな形を付録

2022/7/11 42
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ガイドラインの対象

⚫対象組織

• 全ての業種の中小企業および小規模事業者
（法人、個人事業主、各種団体も含む）

⚫想定読者

• 経営者と情報セキュリティ対策を実践する責任者・担当者

経営者 責任者・担当者
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ガイドラインの構成

⚫中小企業の情報セキュリティ対策の考え方や実践方法
について、本編２部と付録より構成

2022/7/11 44



１ 情報セキュリティ対策を怠ることで企業が被る不利益

２ 経営者が負う責任

３ 経営者は何をやらなければならないのか

第１部 経営者編
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経営者は何をやらなければならないのか

認識すべき「３原則」

⚫経営者は、以下の３原則を認識し、対策を進める

原則１ 情報セキュリティ対策は経営者のリーダーシップで進める

• 経営者は、IT 活用を推進する中で、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、自ら
リーダーシップを発揮して対策の実施を主導

• 必要に応じて委託先が実施している情報セキュリティ対
策も確認し、不十分な場合は対処を検討

• 情報セキュリティに関する取組方針を常日頃より関係者に伝
えておくことで、サイバー攻撃によるウイルス感染や情報漏えい
などが発生した際にも、説明責任を果たす
ことができ、信頼関係を維持することが可能

原則２ 委託先の情報セキュリティ対策まで考慮する

原則３ 関係者とは常に情報セキュリティに関するコミュニケーションをとる
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経営者は何をやらなければならないのか

実行すべき「重要7項目の取組」

⚫経営者は、以下の７項目を自ら実践するか、実際に情
報セキュリティ対策を実践する責任者・担当者に対して
指示し、確実に実行することが必要

取組１ 情報セキュリティに関する組織全体の対応方針を定める

取組２ 情報セキュリティ対策のための予算や人材などを確保する

取組３ 必要と考えられる対策を検討させて実行を指示する

取組４ 情報セキュリティ対策に関する適宜の見直しを指示する

取組５ 緊急時の対応や復旧のための体制を整備する

取組６ 委託や外部サービス利用の際にはセキュリティに関する責任を明確にする

取組７ 情報セキュリティに関する最新動向を収集する
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１ 実践編の進め方

２ できることから始める

３ 組織的な取り組みを開始する

４ 本格的に取り組む

５ より強固にするための方策

第２部 実践編
ガイドラインP.5-14
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第２部 実践編

⚫できるところから始めて段階的にステップアップ

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを

開始する

Step3
本格的に取り組む

情報セキュリティ５か条
５分でできる！

情報セキュリティ自社診断 情報セキュリティ関連規程 より強固にするため方策

Step4
より強固にするための

方策

ガイドラインP.15-54

情報収集と共有

ウェブサイトの

情報セキュリティ

クラウドサービスの

情報セキュリティ

情報セキュリティ

サービスの活用

技術的対作例と活用

詳細リスク分析の

実施方法

SECURITY 
ACTION ★一つ星

を宣言

SECURITY 
ACTION ★★二つ
星を宣言

2022/7/11 49



できるところから始める

情報セキュリティ5か条

⚫情報セキュリティ対策と言っても、
何をやれば良いのか？

情報セキュリティ
か条

を守るところから始めてみましょう。

５

1

2

3

4

5

OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう！

ウイルス対策ソフトを導入しよう！

パスワードを強化しよう！

共有設定を見直そう！

脅威や攻撃の手口を知ろう！
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情報セキュリティ５か条

① OSやソフトウェアは常に最新の状態に

⚫OSやソフトウェアを古いまま放置していると、セキュリティ
上の問題点が解決されず、それを悪用したウイルスに感
染してしまう危険性が。

⚫OSやソフトウェアには、修正プログラムを
適用する、もしくは最新版を利用する。

＜対策例＞
• Windows Update(Windows OSの場合)/

ソフトウェア・アップデート(Mac OSの場合)/
OSバージョンアップ(Android の場合)

• Adobe Flash Player/Adobe Reader/
Java実行環境(JRE) など
利用中のソフトウェアを最新版にする
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情報セキュリティ５か条

② ウイルス対策ソフトを導入

⚫ ID・パスワードを盗んだり、遠隔操作を行ったり、ファイル
を勝手に暗号化したりするウイルスが増加。

⚫ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル（パ
ターンファイル）は常に最新の状態に。

＜対策例＞
• ウイルス定義ファイルが自動更新される

ように設定する

• 統合型のセキュリティ対策ソフト(ファイア
ウォールや脆弱性対策など統合的な
セキュリティ機能を搭載したソフト)を導入する
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情報セキュリティ５か条

③ パスワードを強化

⚫パスワードが推測や解析されたり、ウェブサービスから流出
したID・パスワードが悪用されたりすることで、
不正にログインされる被害が増加。

⚫パスワードは「長く」、「複雑に」、「使い回さない」
ようにして強化を。

＜対策例＞
• パスワードは英数字記号含めて

長い文字数にする

• 名前、電話番号、誕生日、簡単な
英単語などはパスワードに使わない

• 同じID・パスワードをいろいろな
ウェブサービスで使い回さない
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情報セキュリティ５か条

④ 共有設定を見直す

⚫データ保管などのウェブサービスやネットワーク接続した複
合機の設定を間違ったために、無関係な人に
情報を覗き見られるトラブルが。

⚫無関係な人が、ウェブサービスや機器を使うことが
できるような設定になっていないことの確認を。

＜対策例＞
• ウェブサービスの共有範囲を限定する

• ネットワーク接続の複合機やカメラ、
ハードディスク(NAS)などの共有範囲を
限定する

• 従業員の異動や退職時に設定の変更
(削除)漏れがないように注意する
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情報セキュリティ５か条

⑤ 脅威や攻撃の手口を知る

⚫取引先や関係者と偽ってウイルス付のメールを送ってきた
り、正規のウェブサイトに似せた偽サイトを立ち上げてID・
パスワードを盗もうとする巧妙な手口が増加。

⚫脅威や攻撃の手口を知って適切な対策を！

＜対策例＞
• IPAなどのセキュリティ専門機関の

ウェブサイトやメールマガジンで
最新の脅威や攻撃の手口を知る

• 利用中のインターネットバンキングや
クラウドサービスなどが提供する
注意喚起を確認する

2022/7/11 55



組織的な取り組みを開始する

実施状況の把握

⚫自社のセキュリティ対策の実施状況を把握するために
「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」を活用

• 25項目の設問に答えるだけで、
自社の情報セキュリティの問題点
を簡単に把握できる

• 解説編の対策例を参考に、社内
ルールを作成することができる

• 付録の情報セキュリティハンドブック

を活用すると従業員に対する

社内ルールの周知が簡単にできる

2022/7/11 56



５分でできる！情報セキュリティ自社診断

自社診断のための25項目

⚫ 25項目の設問に答え、自社の情報セキュリティ対策の
実施状況を把握

基本的対策 5項目

従業員としての対策 13項目

組織としての対策 7項目

脆弱性対策、ウイルス対策、
パスワード強化など

標的型攻撃メール、電子メール、
持ち出し、廃棄、ウェブ利用など

守秘義務、インターネット利用、
ルール化 など
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５分でできる！情報セキュリティ自社診断

従業員としての対策（抜粋）

No. 診断内容 実施
している

一部実施
している

実施
していない

わから
ない

1
パソコンやスマホなど情報機器のOS やソフトウェアは常に最新
の状態にしていますか？

4 2 0 -1

2
パソコンやスマホなどにはウイルス対策ソフトを導入し、
ウイルス定義ファイル※1 は最新の状態にしていますか？

4 2 0 -1

3
パスワードは破られにくい「長く」「複雑な」パスワードを設定してい
ますか？

4 2 0 -1

4
重要情報※2 に対する適切なアクセス制限を行っています
か？

4 2 0 -1

5
新たな脅威や攻撃の手口を知り対策を社内共有する仕組みは
できていますか？

4 2 0 -1

No. 診断内容 実施
している

一部実施
している

実施
していない

わから
ない

6
電子メールの添付ファイルや本文中のURL リンクを介した
ウイルス感染に気をつけていますか？

4 2 0 -1

7
電子メールやFAX の宛先の送信ミスを防ぐ取り組みを
実施していますか？

4 2 0 -1

8
重要情報は電子メール本文に書くのではなく、添付する
ファイルに書いてパスワードなどで保護していますか？

4 2 0 -1

9
無線LAN を安全に使うために適切な暗号化方式を設定する
などの対策をしていますか？

4 2 0 -1

10
インターネットを介したウイルス感染やSNSへの書き込み
などのトラブルへの対策をしていますか？

4 2 0 -1

11
パソコンやサーバーのウイルス感染、故障や誤操作による重要情
報の消失に備えてバックアップを取得していますか？

4 2 0 -1
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組織的な取り組みを開始する

対策の決定と周知

⚫問題があった項目は、解説編を参考に対策を決定

⚫付録「情報セキュリティハンドブック(ひな形)」を編集して
社内周知

解説編

対策例を参考にして決定

情報セキュリティハンドブックを編集して周知
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本格的に取り組む

情報セキュリティ規程の作成

① 対応すべきリスクの特定
※付録6「リスク分析シート」を活用

• 経営者が避けたい重大事故から、対応すべきリスクを特定
- 外部状況：法律や規制、情報セキュリティ事故の傾向、

取引先からの情報セキュリティに関する要求事項など

- 内部状況：経営方針・情報セキュリティ方針、管理体制、
情報システムの利用状況など
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本格的に取り組む

情報セキュリティ規程の作成

③ 規程の作成

• 「情報セキュリティ関連規程（サンプル）」を参考に、
自社に適した規程にするために修正を加える
- サンプル文中の赤字、青字部分を自社向けに修正すれば、

自社の規程が完成

- サンプルに明記されていなくても必要な対策や有効な対策が
あれば、追記

情報セキュリティ関
連規程
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情報セキュリティ関連規程（サンプル）の概要

名称 概要

1 組織的対策 情報セキュリティのための管理体制の構築や点検、情報共有などのルールを定めます。

2 人的対策 取締役及び従業員の責務や教育、人材育成などのルールを定めます。

3 情報資産管理 情報資産の管理や持ち出し方法、バックアップ、破棄などのルールを定めます。

4 アクセス制御及び認証 情報資産に対するアクセス制御方針や認証のルールを定めます。

5 物理的対策 セキュリティ領域の設定や領域内での注意事項などのルールを定めます。

6 IT 機器利用 IT 機器やソフトウェアの利用などのルールを定めます。

7 IT 基盤運用管理 サーバーやネットワーク等のIT インフラに関するルールを定めます。

8 システムの開発及び保守 独自に開発及び保守を行う情報システムに関するルールを定めます。

9 委託管理
業務委託にあたっての選定や契約、評価のルールを定めます。業務委託契約書の機
密保持に関する条項例と委託先チェックリストのサンプルが付属します。

10
情報セキュリティインシデント
対応ならびに事業継続管理

情報セキュリティに関する事故対応や事業継続管理などのルールを定めます。

11
個人番号及び特定個人情報
の取り扱い

マイナンバーの取り扱いに関するルールを定めます。
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より強固にするための方策

クラウドサービスの情報セキュリティ

⚫ クラウドサービスの選定から運用までのセキュリティ対策を
３つの段階に分けて検討事項を説明

わが社の役割と
責任はどこまで？

自社 クラウドサービス事業者

責任
分界

ガイドラインP.34-37
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中小企業のための

クラウドサービス安全利用の手引き

⚫ クラウドサービスを安全に利用するためには、
何をやれば良いのかを説明

• クラウドサービス安全利用チェックシートで確認すべき
ことが分かる

• 解説編で身近なサービスを例に、
何を確認し、どうしたら安全に
利用することができるか分かる
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クラウドサービス安全利用の手引き

選択するときの確認ポイント（抜粋）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1 付帯するセキュリティ対策を確認する

サービスに付帯するセキュリティ対
策が具体的に公開されています
か？

1
2 利用者サポートの体制を確認する

サービスの使い方がわからないと
きの支援（ヘルプデスクや
FAQ）は提供されていますか？

1
3 利用終了時のデータを確保する

サービスの利用が終了したときの、
データの取扱い条件について確
認しましたか？

1
4 適用法令や契約条件を確認する

個人情報保護などを想定し、一
般的契約条件の各項目につい
て確認しましたか？

1
5
データ保存先の地理的所在地を
確認する

データがどの国や地域に設置され
たサーバーに保存されているか確
認しましたか？
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もしものインシデント（事故）に備えて

サイバーセキュリティお助け隊サービス制度
https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/

⚫ 中小企業に対するサイバー攻撃への対処として不可欠な
ワンパッケージのサービスを要件としてまとめ、これを満たすものを
「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として登録・公表

• 「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準」の主な内容

相談窓口、緊急時の
対応支援、簡易

サイバー保険などを
ワンパッケージで提供

本サービスを採用するこ
とを通じて、取引先企

業に対する自社の信頼
性のアピールに

・ワンパッケージの
サービスとして登録

・マーク提供
・ブランド管理・普及促進

マーク付きの
民間サービス

中
小
企
業

主な要件 概要

相談窓口 ユーザーからの相談を受け付ける窓口を設置／案内

異常の監視の仕組み ネットワーク及び／又は端末を24時間見守る仕組みを提供

緊急時の対応支援 インシデント発生などの緊急時には駆け付け支援

中小企業でも導入・運用
できる簡単さ

専門知識がなくても導入・運用できるような工夫

簡易サイバー保険 突発的に発生する駆付け費用等を補償するサイバー保険

中小企業でも導入・維持
できる価格

・ネットワーク一括監視型：月額１万円以下（税抜き）
・端末監視型：月額2,000円以下／台（税抜き）
・併用型：これらの和に相当する価格を超えないこと
※端末1台から契約可能であることが条件

＜サイバーセキュリティお助け隊サービス＞
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【お助け隊サービス】登録サービスリスト

◼ 各地域の中小企業に選択・利用可能な「サイバーセキュリティお助け隊サービス」
登録サービスリスト。これまでに12のサービスが登録、今後も拡充予定。

【サイバーセキュリティお助け隊サービス 登録サービスリスト】 ※2022年4月時点

サービス名 事業者名

1 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス 大阪商工会議所

2 防検サイバー ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

3 PCセキュリティみまもりパック 株式会社ＰＦＵ

4 EDR運用監視サービス 「ミハルとマモル」 株式会社デジタルハーツ

5 SOMPO SHERIFF（標準プラン） ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

６ ランサムガード 株式会社アイティフォー

７ オフィスSOCおうちSOC 富士ソフト株式会社

８ セキュリティ見守りサービス「＆セキュリティ＋」 株式会社BCC

９ CBM ネットワーク監視サービス 中部事務機株式会社

10 中部電力ミライズ サイバー対策支援サービス 中部電力ミライズ株式会社

11 ＣＳＰサイバーガード セントラル警備保障株式会社

12 PCお助けパック PC定期侵害調査プラン 沖電グローバルシステムズ株式会社

67
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【お助け隊サービス】中小企業ユーザーの主な声

68

＜サイバーセキュリティお助け隊サービスについて中小企業から寄せられた声＞

●自社の対策が不十分であることに
より、取引先に迷惑をおかけする
わけにはいかないため、サイバー
セキュリティお助け隊サービスの導入
を決めた。

●アラート通知が来るので、防御で
きていることが実感でき安心。本社
のほか複数の拠点でも利用している
がサービス利用料が安いので
助かっている。

●検知・監視してくれるだけでなく何
かあった時の事後対応まで含まれる
ところがよい。セキュリティについて全く
分からないので、まとめてお任せでき
るところにお願いしたいと考えていた。

●何も無いということがわかることも
良い点。セキュリティレポートをストッ
クしておくことで、報告資料としても
使えるので助かっている。

※サイバーセキュリティお助け隊サービス提供事業者 提供情報より
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【お助け隊サービス】新ウェブサイトの公開

69

◼ 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の新ウェブサイトを公開。分かりやすく親しみやすい
動画コンテンツとともに登録サービスを紹介。

◼ また、中小企業がセキュリティ対策について考え、意識を高めるきっかけとなるようユニークな
啓発コンテンツ「サイバーセキュリティ対策かるた」も合わせて公開。

ぜひ新ウェブサイトをご覧いただき、ご活用ください！

新ウェブサイトURL: https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/

＜サイバーセキュリティお助け隊サービス 新ウェブサイト＞ ＜サイバーセキュリティ対策かるた＞2022/7/11
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【お助け隊サービス】IT導入補助金との連携

70

◼ 中小企業向けIT導入補助金「セキュリティ対策推進枠」が新設され、「サイバーセキュリ
ティお助け隊サービス」がメインツールとして補助対象に。公募要領が5/31に公表。

https://www.meti.go.jp/ukraine/pdf/cybersecurity01.pdf

「セキュリティ対策推進枠」

「サイバーセキュリティお助け隊
サービス」をメインのITツールと
した申請（サイバーセキュリ
ティお助け隊サービス単品で
の申請）が可能に。
※2022年8月頃申請開始
予定

【参考】IT導入補助金
（セキュリティ対策推進枠ページ）

https://www.it-hojo.jp/security/
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⚫ 最近の脅威の動向
• 「情報セキュリティ10大脅威2022」から
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【参考】SC3（サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コ

ンソーシアム）
⚫ 趣旨：大企業と中小企業がともにサイバーセキュリティ対策を推進するためのコンソーシアムを立ち上げ、「基本行動指針※」

の実践と中小企業・地域を含めたサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策を産業界全体の活動として展開していく。

※サイバー攻撃事案発生時における、「共有、報告、公表」によるリスクマネジメントの徹底。

⚫ 参加者: 経済団体、業種別業界団体 等（2022年5月末時点で175会員）

⚫ 設立日: 2020年11月1日（設立総会：2020年11月19日開催）

※サプライチェーンセキュリティ対策の議論・浸透のため、産学官連携や経営層向けの注意喚起、地域・業界別の取組・
課題の共有等のプラットフォームとしての機能も。2021年夏に新たに3つのWGを設置する等、幅広に活動を展開。

Supply-Chain Cybersecurity Consortium (SC3)
事務局：ＩＰＡ

総会
年１回程度開催（WG報告、重要事項の決定等）

・・・・・

会 長 ：経団連 サイバーセキュリティ委員長 遠藤信博氏

副会長：日本商工会議所 特別顧問 金子眞吾氏

経済同友会 副代表幹事 間下直晃氏2021年11月
第2回総会

参加団体例：日本自動車工業会、電気事業連合会
全国地方銀行協会、日本損害保険協会 ほか

攻撃動向分析・対策ＷＧ
経営層が認識すべきサイバー攻撃
関連動向や対策のポイントを産業
横断で発信

地域SECUNITY形成促進WG
地域SECUNITYの取組を推進するための
地域間の情報共有や共通課題の解決
に向けた取組の検討・推進

産学官連携ＷＧ
産学官連携によるセキュリティ関
連の人材育成・活躍推進等につ
いて検討・推進

中小企業対策強化ＷＧ
中小企業のサイバーセキュリティ
対策強化に向けた課題や取組
の検討・推進

運営委員会

2020年12月～

2021年6月～

2021年6月～

2021年6月～
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

① 情報セキュリティ対策支援サイト
https://security-shien.ipa.go.jp/

⚫ 情報セキュリティ対策を、「知りたい」「学びたい」「始めたい」「続け
たい」の方々をサポート

情報セキュリティ対策支援サイト 検索
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

② セキュリティプレゼンター制度
https://security-shien.ipa.go.jp/presenter/

⚫ IPAのセキュリティ対策資料を活用して、中小企業等に
対して普及啓発を行う人材を「セキュリティプレゼンター」と
して登録する制度です。

⚫登録タイプは次の２種類があります。
「情報セキュリティ対策支援サイト」で自身のプロフィール、
活動等を掲載しPRすることができます。

「情報セキュリティ対策支援サイト」から、セキュリティ対策
資料等をダウンロードすることができます。

公開

コンテンツ利用のみ
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

③ オンライン版5分でできる！情報セキュリティ自社診断
https://security-shien.ipa.go.jp/diagnosis/selfcheck/

⚫ 自社のセキュリティ状況をオンラインで診断。

⚫ オンライン版では、過去の診断結果や同業他社との比較も可能。

オンラインで回答すると
自動で採点します
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

④ 5分でできる！ポイント学習
https://security-shien.ipa.go.jp/learning/

⚫ インターネット接続環境があれば、いつでもどこでも学習可能な、eラー
ニングシステム

⚫ １テーマ5分で、情報セキュリティ自社診断と連動

修了証も発行できます
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

⑤ 映像で知る情報セキュリティ
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/

⚫ 情報セキュリティに関する様々な脅威と対策を10分程度のドラマな
どで分かりやすく解説した映像コンテンツ29タイトル。

⚫ YouTube「IPAチャンネル」では全タイトルをいつでも視聴可能。主
な映像はDVD-ROMでも提供中。

IPA   映像 検索
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

⑥ IPAメールニュース＆公式アカウント

セキュリティ関連情報、イベント・セミナーの開催情報や情報処理技術者
試験に関する情報をメール配信しています。

メールニュースご登録 https://www.ipa.go.jp/about/mail/

IPAの各種情報を配信する公式アカウントです。このほか、各専門分野
の最新情報を発信するアカウントもございます。

Twitter公式アカウント https://twitter.com/IPAjp/

IPAのイベント情報や情報セキュリティ関連などの最新情報を配信する
IPA公式アカウントです。

Facebook公式アカウント https://www.facebook.com/ipaprjp/

情報セキュリティやソフトウェア開発関連など、研修や個人学習に最適
な映像コンテンツを見ることができます。

YouTube「IPA Channel」 https://www.youtube.com/user/ipajp/
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

情報セキュリティ安心相談窓口
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html

一般的な情報セキュリティ（主にウイルスや不正アクセス）に関する技術的な相談に対してアドバ
イスを提供する相談窓口。
相談に対して、事象の分析や助言を行うほか、相談内容から判明したトラブルの傾向、手口、対
策に関する情報の公開により、国民のセキュリティリテラシーの向上と対策の促進を実施。

メール、電話
で相談対応を行います

寄せられた情報をもと
に被害拡大防止のた

めの情報発信を行

います

注意
喚起

安心相談
窓口だより

統計
情報

FAQ

平日10:00-12:00 、13:30-17:00

03-5978-7509
anshin@ipa.go.jp

IPA安心相談

突然ウイルスに感染して
いると表示されたけど本当？

ファイルが暗号化
されてしまって開けない…

アダルトサイトの請求
画面が消えない…

情報セキュリティ安心相談窓口

電話

メール

ポータル
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【参考】IPAの提供ツール、制度等

IT利用者に求められるIT知識を習得できる国家試験

・IT利用者の情報セキュリティ対策に特化した国家試験です。

社会人として必要な情報セキュリティの知識を体系的に習得できます。

・身近な事例をベースにした実践的な出題。

試験時間・出題形式

時間
区分

試験
時間

出題形式
出題数
解答数

基準点

午前 90分 多肢選択式
(四肢択一)

50問
50問

60点
(100点満点)

午後 90分 多肢選択式
3問
3問

60点
(100点満点)

受験を特にお勧めする方

・業務で個人情報を取り扱う方

・業務部門・管理部門で情報管理を担当する方

情報セキュリティマネジメント試験

試験の特徴

・ITパスポートは、ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべ
きITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。

試験時間・出題形式

メリット

試験勉強を通じ、幅広い分野の基礎知識が取得可能！

・情報セキュリティや情報モラルに関する知識が身に付きます

・企業コンプライアンス・法令遵守に貢献する正しい知識が身に付きます

・経営戦略、財務など、経営全般に関する基礎知識が身に付きます

・業務に必要なITの基礎知識が身に付きます

・システム開発などIT管理に関する基礎知識が身に付きます

ITパスポート試験

試験の特徴

80

試験
時間

出題形式
出題数
解答数

基準点

総合評価 分野別評価

120分 四肢択一
100問
100問

600点
(1,000点満点)

300点
(1,000点満点)

試験実施概要

・試験実施日

CBT方式で随時実施中
CBTとは、コンピュータを利用して

実施する試験方式のことです。

・インターネットにて受付

試験実施概要

・試験実施日

CBT方式で上期、下期に実施
CBTとは、コンピュータを利用して

実施する試験方式のことです。

・インターネットにて受付
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国家資格 情報処理安全確保支援士」

情報処理安全確保支援士

試験受験

登録簿へ登録
（申請が必要）

登
録
情
報
の

公
開

資
格
名
称
の

使
用

講
習
受
講

サイバーセキュリティに関する実践的な
知識・技能を有する専門人材を育成・確保

企業における安全な情報システムの
企画・設計・開発・運用を支援、
サイバーセキュリティ対策の指導・助言を実施

通称：登録セキスペ
（登録情報セキュリティスペシャリスト）

①人材の質の担保
・「情報セキュリティスペシャリスト試験」をベースとした
新たな試験の合格者を登録

・継続的な講習受講義務により、最新の知識・技能を維持

②人材の見える化
・資格保持者のみ資格名称を使用
・登録簿の整備・登録情報の公開（希望しない者を除く）

③人材活用の安心感
・国家資格として厳格な秘密保持義務、信用失墜行為の禁止義務
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ご清聴
ありがとう
ございました


