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情報セキュリティ10大脅威2019 
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2019.html 

 2006年からIPAが毎年発行している資料 
 「10大脅威選考会」の投票により情報システムを取り巻く脅威を順位付けして解説 
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情報セキュリティ10大脅威2019  
「個人」および「組織」向けの脅威の順位 
昨年 

順位 個人の脅威 順位 組織の脅威 昨年 

順位 

1位
（*） 

クレジットカード情報の不正利用 1位 標的型攻撃による被害 1位 

1位
（*） 

フィッシングによる個人情報等の 
詐取 

2位 ビジネスメール詐欺による被害 3位 

4位 
不正アプリによるスマートフォン 
利用者の被害 

3位 ランサムウェアによる被害 2位 

NEW 
メール等を使った脅迫・詐欺の手口
による金銭要求 

4位 
サプライチェーンの弱点を悪用 
した攻撃の高まり  

NEW 

3位 ネット上の誹謗・中傷・デマ 5位 内部不正による情報漏えい 8位 

10位 偽警告によるインターネット詐欺 6位 
サービス妨害攻撃による 
サービスの停止 

9位 

1位
（*） 

インターネットバンキングの 
不正利用 

7位 
インターネットサービスからの 
個人情報の窃取 

6位 

5位 
インターネットサービスへの 
不正ログイン 

8位 IoT機器の脆弱性の顕在化 7位 

2位 ランサムウェアによる被害 9位 
脆弱性対策情報の公開に伴う 
悪用増加 

4位 

9位 IoT機器の不適切な管理 10位 不注意による情報漏えい 12位 

(※)クレジットカード被害の増加とフィッシング手口の多様化に鑑み、2018年個人1位の「インターネットバンキングやクレジットカード情報等の不正利用」を本年から、 
  ①インターネットバンキングの不正利用、②クレジットカード情報の不正利用、③仮想通貨交換所を狙った攻撃、④仮想通貨採掘に加担させる手口、⑤フィッシングによる個人情報等の詐取に分割 
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– 原材料や部品の調達、製造、在庫管理、物流、販売、業務委託先などの一連の商流（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 

– 一部業務を委託している外部委託先組織から情報が漏えい 

 

【NEW】サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり 
～業務委託先にも適切なセキュリティ管理を要求～ 
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– サプライチェーンのセキュリティ対策不足 

– サプライチェーンを適切に選定、管理していない 

– 再委託先や再々委託先の管理は困難 
• 委託先組織の先に再委託先組織や再々委託先組織がある場合、 
その管理は委託先組織が行うため、委託元からのセキュリティ対策 
管理はさらに難しくなる 

 

 要因 
 自組織のみがセキュリティ対策を講じても穴ができる 
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– 委託先への不正アクセスによる情報漏えい 
• 業務委託を行っていた委託先の企業に対し不正アクセスが行われ、電子メールアドレスが漏えいした 

– 実施すべき情報セキュリティ対策を仕様書等で明示していない組織が多い 
• IPAが公開した調査結果によると、情報通信業以外の委託元企業の過半数が明示していない 
（特に、製造業では71%、卸売業・小売業では74%） 

【出典】 
※1 不正アクセスによるお客様情報の流出に関するお詫び   
 https://www.porsche.co.jp/news/201802-001.php 
※2 「ITサプライチェーンの業務委託におけるセキュリティインシデント及びマネジメントに関する調査」報告書について  
 https://www.ipa.go.jp/security/fy29/reports/scrm/index.html 

(※1) 

(※2) 

 2018年の事例/傾向 



中小企業の被害事例 

7 

事例 業種 所在地 従業員規模 

ウイルス対策ソフトの契約更新を失念し、数日間サポートが切れた。
そのわずかの間に、インターネットに繋がっていたPCが「トロイの木
馬」に感染した。 
急ぎアプリケーションを停止し、自社でリカバリーしたが、復旧まで
に約2か月を要し、その間、仕事にも支障をきたした。 

卸売業 福岡県 ２１～５０名 

従業員がメールに添付されていたファイルを不用意に開き、当社
の基幹システムの設定が書き換わる障害が発生した。 
システムベンダの協力を得て障害の調査を行い、復旧するまでの
1週間ほど、基幹システムの一部が使用できなくなった。 

製造業 静岡県 ５１～１００名 

役員のパソコンがウイルスに感染し、保存されていた過去の電子
メールが、これまでの送受信先などに大量に送信され、自社およ
び取引先の重要な情報が漏洩してしまった。取引先からはクレー
ムが上がり、謝罪をしたものの信頼を失墜することとなった。 

製造業 栃木県 ５１～１００名 

ある日届いた経営者宛のメールに添付されているファイルを開い
てしまった結果、「ファイルをロックしたので、解除して欲しければ
連絡をするように」と電話番号を含む警告画面がパソコンのスク
リーン上に表示され消えなくなった。 
社内の重要データは共有サーバで管理されており、バックアップ等
を行っていたため会社としての被害はなかったが、個人の写真な
どのデータは参照できなくなっていた。 

製造業 神奈川県 ６～２０名 

～IPA 2016年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査より～ 



中小企業におけるセキュリティ対策の主導者 

 従業員数が少ないほど「経営者」の割合が高く、従業員数が多くなるほど 
「ITや情報システムの担当者」の割合が高くなっている 
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1～5名 (N=1581）

6～20名 (N=1453）

21～50名 (N=1029）

51～100名 (N=609）

101～300名 (N=422）

301名以上 (N=67）

経営者(N=2751） 総務担当者(N=871）
ITや情報システムの担当者(N=846） 情報セキュリティ担当者(N=379）
営業担当者(N=190） その他(N=125）
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IPA 2018年度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 



中小企業における情報セキュリティ対策の取組み状況 

 「重要情報のバックアップを定期的に行う」が 84.6％と最も高く、次いで「不審な電子メールを受信
時のルール、対策製品活用」が74.5% 

 一方、「情報セキュリティに関する規定、手順書策定」は30.9%止まり 
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IPA 2018年度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 

 「従業員の意識がまだ低い」が最も高く56.6% 

 「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% 
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56.6%

42.7%

41.8%

32.4%

30.8%

25.6%

9.7%

6.9%

4.6%

7.7%

1.1%

0% 50% 100%

従業員の意識がまだ低い

情報セキュリティ対策の知識をもった従業員がいない

業務を行うための人手が足りない状態である

経営層の意識がまだ低い

セキュリティ対策を行うための予算の確保が難しい

情報セキュリティ対策を相談する専門家が回りにいない

これまで情報セキュリティに関する事故も

起きておらず、必要性を感じない

情報セキュリティサービスに関する

外部の適切な委託先がみつからない

情報セキュリティ対策製品を扱う

サービスベンダや販売店が回りにない

あてはまるものはない

その他

IPA 2018年度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 



2.国等における主な取組みと 
 中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援事業 
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産業サイバーセキュリティ研究会とWGの設置による検討体制 
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   産業サイバーセキュリティ研究会  
第１回：平成29年12月27日 開催 
第２回：平成30年  5月30日 開催 
 
 

第３回：平成31年 4月19日 開催 

ＷＧ１ 
（制度・技術・標準化） 

ＷＧ２ 
（経営・人材・国際） 

ＷＧ３ 
(サイバーセキュリティビジネス化) 

１．サプライチェーン強化パッケージ 

２．経営強化パッケージ 
３．人材育成・活躍促進パッケージ 

４．ビジネスエコシステム創造パッケージ 

アクションプラン（４つの柱）を提示 

石原 邦夫 日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会会長、 
        東京海上日動火災保険株式会社相談役 
泉澤 清次 三菱重工業株式会社取締役社長 
遠藤 信博 日本経済団体連合会情報通信委員長、 
        日本電気株式会社会長、サイバーセキュリティ戦略本部員 
小林 喜光 経済同友会代表幹事、 
        株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長 
篠原 弘道 日本電信電話株式会社取締役会長 
中西 宏明 株式会社日立製作所会長 
船橋 洋一 アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長 

村井 純(座長)慶應義塾大学教授、サイバーセキュリティ戦略本部員 
渡辺 佳英 日本商工会議所特別顧問、 
        大崎電気工業株式会社取締役会長 

オブザーバー 

構成員 

NISC、警察庁、金融庁、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働
省、農林水産省、国土交通省、防衛省 

第１回 平成30年2月7日 
第２回 平成30年3月29日 
第３回 平成30年8月3日 
第４回 平成30年12月25日 
第５回 平成31年4月4日 

第１回 平成30年3月16日 
第２回 平成30年5月22日 
第３回 平成30年11月9日 
第４回 平成31年3月29日 

第１回 平成30年4月4日 
第２回 平成30年8月9日 
第３回 平成31年1月28日 

※2019年4月開催時点 

アクションプランを加速化する３つの
指針を提示 

１．『グローバル』をリードする 
２．『信頼の価値』を創出する~Proven in Japan~ 
３．『中小企業・地域』まで展開する 

産業サイバーセキュリティの加速化指針 



３．『中小企業・地域』まで展開する 
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• 危機意識が十分でない中小企業も少なくないが、地域の中小企業であっても、例外なくサイバー攻撃
の脅威にさらされている実情が徐々に明らかになっている。 

• 中小企業・地域におけるサイバーセキュリティの取組は、日本の産業に対する世界の信頼に直結する
重要な課題。 

• サイバーセキュリティ対策強化を中小企業・地域まで展開するため、中小企業・地域の更なる実態把
握、徹底した中小企業の現場支援、地域を支えるコミュニティ形成を進めていく。 

調査内容 
 実証期間：平成30年9月～平成31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にわたり 
          収集し、サイバー攻撃に関する調査、分析を行う。 

調査結果（中間報告） 

 調査した30社全てでサイバー攻撃を受けていたことを示す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。 

（参考）中小企業・地域の実態 ~大阪商工会議所における調査 
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経済産業省・IPAにおけるサイバーセキュリティの主な取組 

サプライチェーン対策：サプライチェーンのサイバーリスクに対応するサイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク 
コラボレーション・プラットフォーム：参加者を限定しない情報交流の場を設置 
人材育成：若年層の優秀なセキュリティ人材の早期発掘（未踏IT人材発掘・育成事業等) 

情報処理安全確保支援士の資格創設 
セキュリティ対策の中核人材を育成（産業サイバーセキュリティセンター） 

国際連携：サイバー攻撃は国境をまたぐ問題であり、米欧イスラエル等との国際連携を推進 

産業全般の取組 

情報セキュリティサービス審査登録制度： 
一定の品質の維持向上が図られているサービスの台帳を整備 

企業を守る取組 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が独法等の監査、監視を実施。 
政府機関を守る取組 

サイバーセキュリティ経営ガイドライン： 
経営者のリーダーシップにより、サイバーセキュリティ対策等をとりまとめ 

中小企業向け施策 

重要インフラ事業者のリスク評価事業： 
2020年東京オリンピック・パラリンピック等も踏まえ、電気・ガス・水道等の
重要インフラのリスク評価を実施 

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経営ガイドラインを中小企業向けに編集 

SECURITY ACTION： 
セキュリティに取り組むことを自己宣言する制度 

サイバーセキュリティお助け隊： 
サイバーセキュリティに関する相談窓口の設置 

情報共有・初動対応支援体制の強化： 
情報共有体制の構築・緊急時の初動対応支援等の実施 

セキュリティマネジメント指導： 
専門家派遣によるセキュリティマネジメント構築支援 



お助け隊チーム 

中小企業における現場対応の徹底支援 
 ~事前の備えから、インシデントが発生してしまった後の対応・復旧支援まで 
 セキュリティ対策を始めるに当たって何をやればいいのかわからない、そういった悩みをもつ中小企業
に対し、専門家を派遣し、セキュリティポリシーの策定を支援。 

 インシデントが発生してしまったが対処方法がわからない、そんな中小企業の事後対応を支援する
簡易保険の実現を目指し、サイバーセキュリティお助け隊による支援体制を構築。 

中小企業 IPA 

情報処理安全確保支援士 
（登録セキスぺ） 

主に事前支援（セキュリティ専門家派遣） 主に事後支援（サイバーセキュリティお助け隊） 
・中小企業に専門家を派遣し、実践的なセ
キュリティ対策の定着につなげる。 

・中小企業がサイバー攻撃等で困った時の相談窓口、駆けつけ支援体制を構築。 
・将来的な民間サービスとしての自走を目指し、今年度は８地域で実証。 
・今年度の結果を踏まえ、来年度以降、全国展開を目指すための方策を実施。 
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研修 
対策支援 
（主にポリシー策定支援、 
  4回/1社） 

中小企業 

ITベンダー等 
・専門知見が必要な事案の対応、 
 駆けつけ支援 
・セキュリティ機器の設置及び監視 

損保会社 
・普及啓発説明会の開催 
・相談窓口設置、一次対応 
・簡易保険の在り方の検討 

連携 相談 

駆けつけ等の対応支援 

特定 防御 検知 対応 復旧 
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サイバーセキュリティお助け隊 

 中小企業向けにサイバーセキュリティに関する支援の仕組みを新たに構築し、全国最大
8地域を対象に地域の団体、企業等と連携した実証を行い、サイバー攻撃の実態や対
策のニーズを把握するとともに、中小企業の事前対策の促進、意識喚起を図る。 

②新潟 

⑤石川 
①岩手、宮城 

福島 

③長野、群馬 
栃木、茨城 

④神奈川 
⑥愛知 

⑦大阪、京都、兵庫 

⑧広島 

実証地域の 
中小企業 相談窓口機能 

（損保会社等） 

相談対応機能 
（セキュリティベンダー等） 

サイバーセキュリティお助け隊 

③対応依頼 
＜対応困難な 
相談の場合＞ 

①相談 
＜電話orメール＞ 

②対応 
＜可能な場合＞ 

 中小企業のセキュリティ対策状況の把握 
 中小企業の被害実態の把握 
 中小企業が求めるサービスの把握   等 

＜実証のイメージ＞ 

機器設置 

④インシデント
判断、対応 

＜必要に応じて
駆付け＞ 

 自社の攻撃実態等への気付き 
 セキュリティ事前対策の促進 
 事後対応への意識向上   等 

中小企業 側 保険会社、セキュリティベンダー 側 

実証結果 

• 事前対策 
• 意識喚起 
• 実態把握 等 

＜実証地域＞ 



支援チーム 
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中小企業の情報セキュリティマネジメント指導業務 

 中小企業向けに情報セキュリティに関するマネジメント体制の構築に向けた支援体制を
構築し、全国の中小企業400社を対象に専門家派遣を実施。 

 専門家には、情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）等を起用し、中小企業の
現場に応じたリスクの洗い出しからマネジメントに必要なセキュリティ基本方針や関連規
定の策定に向けた支援を実施（1社あたり4回派遣、参加費無料）。 

登録セキスペ 

事務局 

IPA 中小企業 
外注 

研修 

申込み 

対策支援（4回/1社） 

有事に備えて事前対策したいが 
何から始めれば良いのか… 
 

セキュリティの知識がある 
従業員がいない 
 

今から予算の確保が難しい 
 

＜支援体制＞ 
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申込方法及び手続きの流れ 

 6/14よりIPAにて仮申込み受付を開始(支援期間は9月頃～来年1月頃(予定)まで) 
 仮申込み受付後、8月頃に事務局(IPAの受託事業者)から正式な案内と必要な情報
の確認を行った後、派遣の可否を決定。 

 派遣する専門家については、申込者近隣の登録セキスペを中心に調整予定。 

＜申込方法＞ 

宛先：isec-management@ipa.go.jp 
件名：IPAセキュリティマネジメント指導（仮申込み） 
 
 １．法人名及び所在地 
 ２．代表者名 
 ３．業種、従業員数 
 ４．連絡先（電話番号及びe-mailアドレス） 
 ５．SECURITY ACTIONの宣言状況(1つ星、2つ星、未宣言) 
 ６．セキュリティ対策の取組み状況、課題（任意） 

対象者は、下記宛に1.～6.を記載の上メール送信。IPAからの受領連絡により仮申込み受付が完了。 

＜対象者＞ 
 セキュリティ基本方針や関連規定が未整備であり、以下に同意いただける中小企業 
  ・派遣が決定した際、SECURITY ACTIONの宣言を行うこと（1つ星または2つ星） 
  ・本事業に関する今後の手続き等の案内について、IPAの受託事業者から連絡を受けること 



（参考） 
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 

19 
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情報セキュリティサービス審査登録制度 

 一定の品質を維持・向上するための要件を定めた「情報セキュリティサービス基準」を策
定し、基準に適合するサービスの台帳をIPAより公開（2018年7月）。 

 政府調達や税制・補助金において台帳の活用を推奨。 

100サービスが掲載（4月17日時点） 
• 情報セキュリティ監査（22サービス） 
• 脆弱性診断（37サービス） 
• デジタルフォレンジック（16サービス） 
• セキュリティ監視・運用（25サービス） 

情報セキュリティサービス基準 
以下の4サービスに関する基準を定める 
• 情報セキュリティ監査サービス 
• 脆弱性診断サービス 
• デジタルフォレンジックサービス 
• セキュリティ監視・運用サービス 



基準を満たした情報セキュリティサービスの利用促進 
 情報セキュリティサービスの利用を促進するため、政府や地方公共団体の調達、税制・
補助金における「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」の推奨を実施。 

セキュリティ監視・運用サービスを利用する場合、経済産業
省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準
を満たすと認められた企業を記載した「情報セキュリティサー
ビス基準適合サービスリスト」に記載があるサービスを利用
している。 

～「認定申請書記入方法」より抜粋 
※情報セキュリティ監査、脆弱性診断についても同様に記載。 

コネクテッドインダストリーズ税制 

政府調達 

経済産業省が公開している「情報セキュリティサービス基準」
に適合しているサービスのリストとして、独立行政法人情報
処理推進機構（IPA）が公表する「情報セキュリティサービス基
準適合サービスリスト」を参照することが望ましい。 

～「ITツール登録要領」より抜粋 

IT導入補助金 

経済 産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該
基準を満たすと認められた 企業を記載した「情報セキュリティサー
ビス基準適合サービスリスト」（うちセキュリ ティ監査サービスに係
る部分）を活用するほか、（中略）～参照することも考えられる。 

～「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」より抜粋 21 

地方公共団体における情報セキュリティ 
監査に関するガイドライン 

 
ⅰ)組織としての認証資格等 
※例えば、ISMS 認証やプライバシーマーク認証、情報セ

キュリティサービス基準適合サービスリスト（うちセキュリ
ティ監査サービスに係る部分）、情報セキュリティ監査企
業台帳への登録等 
～地方公共団体における情報セキュリティ監査に関する
ガイドラインより抜粋 
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情報セキュリティサービス審査登録制度のご活用方法 
 サービスをお探しの方 

https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html 

 登録したいベンダーの方 
https://sss-erc.org/ 

IPAのウェブサイトにて『情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト』をご覧ください。（無料） 

どの情報セキュリティ
サービスを選んだら良い
のか分からない！ 

登録事業者は自社のウェブページ等に、 
情報セキュリティサービス基準に適合することを示す
手段として「情報セキュリティサービスマーク」をお使
いいただけます！ 

審査登録制度ウェブサイトにて、 
登録の流れのご確認、申請書類のダウンロード等が可能です。 

※日本セキュリティ監査協会（JASA）は、情報セキュリティサービスに関する審査登録機関基準に適合していることをIPAが確認した機関です。 



 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 

 中小企業の経営者やIT担当者に向け、情報を安全に管理するための具体的な手順
等を示した中小企業ガイドラインを改訂（第3版）し、2019年3月に公開。 

経営者向けの 
解説 

実践者向けの 
解説 

サイバーセキュリティ経営ガイドラインの内容を中小企業向けに
整理し、経営者が認識すべき３原則と実施すべき重要７項
目を解説 

実践者が具体的にセキュリティ対策を実施していくための方法
を、企業のレベルに合わせて段階的にステップアップできるよう
な構成で解説 

＜主な改訂ポイント＞ 
• サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer2.0との整合性の改善 

 （「検知」、「復旧」の観点について、中小企業の実態に即した対応策を提示） 
• 中小企業向けに、わかりやすい表現や記述に見直し（第１部 経営者編） 
• 組織的な対策の実施体制を、段階的に進めていけるよう構成の見直し（第２部 実践編） 
• 「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」を新規追加（付録） 
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 セキュリティ対策自己宣言「SECURITY ACTION」 
 中小企業自らが、セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度（IPA）。 
 IT導入補助金の申請において、「SECURITY ACTION」の宣言を必須要件化。 
 ６万７千社を超える中小企業が宣言（2019年4月末時点）。 

情報セキュリティ5か条に 
取り組む企業 

情報セキュリティ自社診断の実施及び 
セキュリティポリシーを策定する企業 

※IPAにて、一般社団法人中小企業診断士協会、全国社会保険労務士会連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュ
リティ協会、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、日本税理士会連合会と連携した普及促進活動を実施 

IT導入補助金の申請要件
となったことにより、 
宣言数が大幅に増加 

(2019年4月末時点) 

24 
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（参考）情報セキュリティ５か条 

 セキュリティ対策は必要といっても、何から始めればいいのか？ 

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！ 



SECURITY ACTION 申込方法 
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講習能力養成セミナー 
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/seminar.html 

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン等を活用し、 
情報セキュリティに関する知識の習得、及び社内で講習会を実施する能力を養成
するセミナーを全国13か所で開催（参加費無料） 
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時間 プログラム 

14:00-14:10 開会、主催者挨拶 

14:10～15:10 第一部 
情報セキュリティに関する最新情報を
用いた講習会の組み立て方の解説 

15:20～16:20 第二部  
社内教育、啓発等対策強化における
ガイドラインの活用方法、他 

16:20～16:30 閉会、各種案内 
講習会を開催する際の各種支援策
を案内 

セミナー概要 

主催 独立行政法人情報処理推進機構 

後援 
（予定） 

サイバーセキュリティ戦略本部、警察
中小企業の情報セキュリティ普及推進
議会（独立行政法人中小企業基盤整備機構、
日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中
小企業団体中央会、日本税理士会連合会、全
国社会保険労務士会連合会、一般社団法人中
小企業診断協会、特定非営利活動法人ITコー
ディネータ協会、特定非営利活動法人日本
トワークセキュリティ協会） 

対象者 中小企業の情報セキュリティ担当者 

開催日 2019年8月～11月 ※詳細は次頁参照 

開催場所 次頁を参照 

申込方法 IPAホームページにてお申込ください 
（6月20日より受付開始予定） 

持って帰ってすぐ使える各種教材・資料を提供 



（参考）開催スケジュール 
全国13箇所のセミナー開催スケジュールは以下のとおり 
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日程 場所 アクセス 定員 

1  8月1日（木）  マイドームおおさか  堺筋本町駅徒歩6分 100 
2  8月23日（金）  札幌商工会議所  札幌駅徒歩10分 100 
3  8月27日（火）  千葉商工会議所  千葉駅徒歩10分 80 
4  9月5日（木）  ハーネル仙台  広瀬通駅徒歩3分 50 
5  9月11日（水）  ウィンク愛知  名古屋駅徒歩5分 100 
6  9月19日（木）  RCC文化センター  広島駅徒歩10分 50 
7  9月27日（金）  神奈川県産業振興センター  関内駅徒歩2分 80 
8  10月3日（木）  福岡商工会議所  祇園駅徒歩5分 80 
9  10月10日（金）  東京商工会議所  二重橋前駅徒歩1分 100 
10  10月18日（金）  神戸市教育会館  県庁前駅徒歩５分 80 
11  10月25日（金）  高松商工会議所  高松駅徒歩10分 50 
12  11月1日（金）  新都心ビジネス交流プラザ  さいたま新都心駅徒歩８分 80 
13  11月8日（金）  金沢勤労者プラザ  金沢駅徒歩10分 50 



参考資料 
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30 

情報セキュリティ安心相談窓口 

 情報処理推進機構（IPA）では、コンピュータウイルスおよび不正アクセスに関する被害
や技術的な相談の受付窓口を開設。 

 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、対策に関する情報公開を実施。 

IPA 安心相談窓口 Information 

受付時間： 平日10:00～12:00 
        および 13:30～17:00 

03-5978-7509 

anshin@ipa.go.jp 

IPA 安心相談 

https://www.ipa.go.jp/se
curity/anshin/index.html 

 
電話 

 
メール 

ウェブ 
 

（相談料無料） 
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標的型サイバー攻撃特別相談窓口 

 情報処理推進機構（IPA）では、サイバーレスキュー隊「J-CRAT」を組織し、標的型
サイバー攻撃特別相談窓口を設置。 

 企業等からの標的型サイバー攻撃に関する相談や情報提供を受け、攻撃の把握・被害
の分析・対策の着手を無償で支援。 

※ 標的型サイバー攻撃特別相談窓口に寄せられたご相談や情報を、調査、分析して、相談者
に結果報告と助言をします。事案によっては、現場にお伺いさせて頂くこともあります。 

以下のような時は、まずご相談を： 
 □ 不審メールが届いた ！ 
 □ 社員が不審なファイルを開いてしまった ！！ 
 □ システムの動作がオカシイ ！? 
 □ 不審なログや通信が見つかった ！！！  

標的型サイバー攻撃特別相談窓口 
E-mail: tokusou@ipa.go.jp 
TEL: 03-5978-7599 
WEB:https://www.ipa.go.jp/sec

urity/tokubetsu/index.html 

mailto:tokusou@ipa.go.jp


32 

工場における産業用IoT導入のためのセキュリティ ファーストステップ 
 JPCERT/CC より、産業用 IoTを導入する中小の製造業者向けの入門ガイドとして、
「工場における産業用IoT導入のためのセキュリティ ファーストステップ」を公表。 

 産業用IoT機器へのサイバー攻撃で、自社のみならず、取引先等のサプライチェーン全
体にまで影響を及ぼす恐れがあるので、是非活用ください。 

入門ガイドの主な構成 

1.『経営者の皆さまへ』 
ー経営者対象：被害コストを例示しながら、必要なリソースの確保や
指示等経営者の役割を解説 

2.『産業用IoTのセキュリティ対策の考え方』 
ー全読者対象：セキュリティ対策に万全はないことを踏まえ、多層防
御の重要性を解説 

3.『産業用IoTの導入プロセス』 
ー現場管理者・技術担当者対象：ベンダとの責任分界や契約を含め、
仕様策定から運用までの各プロセスで実施すべきセキュリティ対策
の概要を解説 

4.『対策ナビゲーションマップ』 
ー現場管理者・技術担当者・ベンダ・SIer等対象：産業用IoTネット
ワークモデルに示す5つのパート（①IoTデバイス、②工場内IoTネッ
トワーク（LAN）、③サーバ④外部ネットワーク（WAN）、⑤クラ
ウド）について、それぞれの対策の重要性と対策例を解説 

 
こちらより無料ダウンロード可能です https://www.jpcert.or.jp/ics/information06.html 

https://www.jpcert.or.jp/ics/information06.html
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