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サイバーセキュリティは他⼈事ではない
〜これからの地域におけるサイバーセキュリティの重要性について〜

サイバーセキュリティフォーラム＆交流会 in 福井
〜テレワーク時代に、地域全員でサイバーセキュリティを考える〜



1980年慶應義塾⼤学⼤学院（修⼠課程）修
了。同年、陸上⾃衛隊⼊隊。技術、情報及び
システム関係の部隊指揮官・幕僚等を歴任。
この間、陸⾃初のサイバー戦部隊であるシス
テム防護隊の初代隊⻑を務めた。
2007年株式会社シマンテック総合研究所主
席アナリスト、株式会社ラック ナショナル
セキュリティ研究所所⻑等、⺠間セキュリ
ティ企業で勤務。
2016年経済産業省⼤⾂官房サイバーセキュ
リティ・情報化審議官に着任。
2018年5⽉経産省を退職。
2018年７⽉ファイア・アイ 株式会社⼊社。
2020年６⽉ファイア・アイ 株式会社退社。

主な著書に『「第５の戦場」サイバー戦の脅
威』『サイバーインテリジェンス』『サイ
バー戦争論』などがある



はじめに

本講演の内容は、公開情報に基づき、発表者
が個⼈的に分析した成果によるものであり、
政府関係機関や⺠間会社等の⾒解を代表する
ものではありません。



ポストコロナへ
⽇本の問題を浮き彫りにしてくれた
• 健康・医療問題
• ⽇本社会のIT化の遅れ

• 働き⽅改⾰ テレワーク
• コロナベビーブームも来るかも

• ネット環境の強化へ
• 娯楽もライブからネットへ
• ５Ｇの促進
• ウエアブル健康管理デバイスなど新しい分野の開拓・推進

• キャッシュレス社会へ加速︖
• ITダメでも、バイオでならという流れになるか︖
• ファッションが変わるか

• マスクして外出するのが定着 ネクタイのような装飾品へ
• エコはどうなる エコバック、マイボトル、シェアリング
• グローバリズムの終焉︖

• 消費地⽣産
• 安い労働⼒ 外交⼈労働者は

• ⾮常事態に関する法制度の整備
• 緊急事態対応のための諸制度・法整備
• 憲法に⾮常事態関連の法律がはいるか

日本の社会が変わるトリガーになるか？



•今回のコロナ禍で、IT化が推進される動き
•ライフスタイル、ワークススタイルのパラダイムシフ
トが加速
•テレワークを実施する企業も増えている
•ひとつのチャンスと⾒ることができる
• 時間と空間の有効活⽤・合理化
• ⼥性などこれまで出社できなかった⼈達の活躍の場を提供
• 新しいビジネスの創出

•しかし、サイバーセキュリティはこの動きに追いつい
ていない
•地域が⾃ら声を上げないと、誰もやってくれない
•⾃らが考えていく必要がある



サイバー攻撃
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１ いたずらや政治的⾃⼰主張

２ ⾦銭⽬的の犯罪

３ 技術資料等知的財産の窃取

その他、国家による情報収集や戦争の補助⼿段など

今、日本の社会で何が起こっているか？



世界のサイバー攻撃の趨勢と動向



エストニア共和国政府機関等へ⼤規模かつ⻑
期間にわたるサイバー攻撃が⾏われた
• ⼤統領府等政府機関、銀⾏、新聞社のウエブサイトが停⽌
• ⼀時的には携帯電話網や救急ネットワークも被害を受けた
という

• 攻撃は3週間にわたり続いた
• DDoS攻撃がその主たる⼿段として利⽤された

• 当時、このようなことになるとは予想されていなかった

2007年

10年以上前に⼤規模な国家レベルのサイバー攻撃事件が



2008年
トルコで送油パイプライン謎の爆発
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2008年8⽉
トルコのパイプラインが爆発炎上。終
息まで3週間近く要した。
ロシアによるサイバー攻撃が疑われて
いる。

サイバー攻撃で物理的な被害を与えることができる



• イラン核施設における、ウラン濃縮⽤の遠⼼分離機の
回転数を変えるウイルス

• イランの核開発を妨害することが⽬的と考えられる
• 背後に極めて⾼度なサイバー技術と、その実⾏を裏付
けた組織的諜報能⼒の存在がある

• クローズしたシステムであったにもかかわらず被害が
発⽣した
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2010年
産業⽤制御システムを⽬標としたサイバー攻撃

クローズしているシステムは安全である
というのは神話にすぎないことを証明した



• 外と繋がっていないから⼤丈夫。それ⾃体が
油断である

• コストを抑える対象として、まずクローズし
たシステムが対象となりやすい

• パッチは適時に適⽤されているか︖
• OSは最新のものにバージョンアップしてる
だろうか︖

• 適切な監視・防護システムの導⼊は︖

内部犯⾏者や部内協⼒者がいたらアウト

クローズしたシステムは安⼼だろうか︖



パスワード⼊⼒中のキータイプを
さりげなくスマホで録画

内部犯⾏



○WindowsNT上で動き、発症すると感染
先のファイル情報を攻撃者に送信
○その後、それらのファイルを消してしま
う
○さらに、システムのマスターブートレ
コードを上書し、PCの起動を出来なくする

2012年
サウジアラビアのサウジアラムコのコ
ンピューター３万台以上に被害
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事業継続性の問題



2014年
ダークホテル
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ただより⾼い物はない



マルウェアの感染により、ウクライ
ナの変電所が遠隔制御された結果、
数万世帯で3〜6時間にわたる⼤停電
が発⽣。

2015年2016年
変電所へのサイバー攻撃

社会インフラへの攻撃が懸念される



2014年
製鉄所の溶鉱炉損傷 （ドイツ）

何者かが製鉄所の制御システムに
侵⼊
システムの複数の組込装置に障害
を発⽣させ、⼤規模な物理的損害
を与えた

産業⽤システムの安全神話が崩壊



攻撃者の⽬的が

１ 安全上の事故を起こすこと（爆発等）
２ システムの停⽌（操業の妨害）
３ 製品などの品質を下げること
４ ⽣産に関わる情報を盗み出すこと

その⽬的に応じて攻撃⼿法も変わることに
も留意しなければならない

産業⽤システムのリスクについて



産業⽤制御システムを狙った攻撃

•これまで、⼯場で起こる事故は、機械の故障か⼈
間のミスによるものがほとんどだった。
•ということは、⼯場のシステムが稼働して時間が
たつほどリスクは下がる傾向にあるはずだ。器材
の初期不良も減り、⼈員は操作に慣れてくるから
だ。
•しかし、サイバー攻撃による意図的な事故の場合
は違う。時間とともに、敵は⾊々調べてシステム
の弱点を⾒つけ研究することができる。

これまでの想定・発想では不⼗分



2016年
国際的な送⾦システムの不正操作による不正
送⾦事案
•バングラデシュ中央銀⾏において、国際的な送⾦システ
ム（SWIFT）端末がマルウェアの感染により不正操作
され、多額の資⾦が不正送⾦（約8,100 万ドル・約92
億円）された
•送⾦は、４⼈の関係者がそれぞれ承認しないと実⾏され
ない仕組みになっていたという
•そこで、犯⼈はまず⼀⼈⽬の⼈物を攻撃してそのアカウ
ントを乗っ取り、残り３⼈に対しては、ここからのなり
すましで要求を信⽤させて承認を取ったとのこと

すでに⼤規模な⾦融犯罪も起こっている



2017年
世界各国において
ランサムウェアが猛威を振るう

5⽉、世界150ヵ国以上において
WindowsOSのパソコンやサーバが
「WannaCry」と呼ばれるランサムウェア
に感染する事案が発⽣

安全かつコストパフォーマンスの⾼い
⾦稼ぎとして犯罪者達が注⽬



近年の⾦融分野における主なサイバー攻撃

動機 対象 主な攻撃⽅法

政治的な信条

⾦融機関

Dos攻撃によるWebサイト等の
サービス停⽌

情報の窃取
メール等による標的型攻撃
サーバー等に対する不正アクセス

⾦銭⽬的
⾦融機関⾃⾝への攻撃による不正
送⾦
⾦銭を⽬的にしたDoS攻撃

顧客 顧客PCのマルウエア感染

「⾦融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組⽅針 平成３０年10⽉ ⾦融庁」を元に作成

テレワークを含み、ネットの活⽤は、
⾦融分野へのサイバー攻撃を増加させる



222017年
交通機関へのサイバー攻撃

スウェーデンの交通機関がDDoS
攻撃を受け、運⾏不能に

SOFIA LINDAHL / SVT

攻撃の対象は拡⼤している



2019年
アルミ⼤⼿ノルスク・ハイドロ、
サイバー攻撃で操業が⼀部停⽌
•3⽉20⽇
•世界有数のアルミ⽣産会社、ノルウェーのノルス
ク・ハイドロは、欧⽶の広範囲を襲った⾝代⾦要
求型ウイルス（ランサムウエア）のサイバー攻撃
により、⼀部で⽣産停⽌に追い込まれたことを明
らかにした

サイバー攻撃は後を絶たない



サイバー攻撃様相の変化
• これまでは、情報セキュリティにおける「機
密性」の重要度が⾼かった

• つまり、情報の漏えいに備えていればよかっ
た

• IoTやＯＴの時代となり、「機密性」以外の
「可⽤性」や「完全性」へのリスクが増えて
きている

• 攻撃はより多様化しており、備えるべき対象
も増えている



⽇本を取り巻くサイバー攻撃の現状



最近の⽇本に対するサイバー攻撃の趨勢

被害者
攻撃の内容

⼿段

公表

年⾦機構事件の前

⺠間企業

技術資料等の窃盗

標的型攻撃

ほとんどされない

年⾦機構事件の後

公的機関

個⼈情報等の窃盗

標的型攻撃

されることが多い

２０１５年末〜16
年春

中央省庁

業務妨害︖

DoS攻撃

される

攻撃のトレンドが変わったのだろうか︖

2015年6⽉

2015.11 厚⽣労働省
2016.02 ⾦融庁、国税庁
他に警察庁、財務省も

２０１7年5⽉〜

世界中
⾦銭⽬的

ランサムウエアな
ど

される



2015年6⽉以降に公表された
政府機関などに対する主な攻撃事例

省庁など 内 容
6⽉1⽇ ⽇本年⾦機構 個⼈情報外部流出役１２５万件
6⽉13⽇ 国⽴医薬品研究所など ウイルス感染 情報流出は未確認
6⽉16⽇ （独）国際協⼒機構

（JICA）
同上

6⽉25⽇ 法務省 同上
7⽉10⽇ 環境省 同上
7⽉17⽇ 厚労省︓ハローワーク 同上
7⽉31⽇ 内閣府 サポートデスクのメールアカウント

が乗っ取られた
8⽉7⽇ （独）科学技術振興機構 最⼤で２１５名分の情報が流出した

恐れ

NISC発表資料より作成



最近の⽇本に対するサイバー攻撃の趨勢

2015年6⽉の年⾦機構情報漏えい事件以降
⽇本の社会に警報が上がるようになった

攻撃が「個⼈情報狙い」になったように⾒える

実際は多種多様な攻撃が続いている



某⼤⼿旅⾏代理店案件について

•報道ベースでは、個⼈情報漏洩事件として
扱われた
•時期的には、伊勢志摩サミットの直前であ
る
•同時期に、警察やセントレイア中部国際空
港への攻撃もあった
•サミットへのサイバーテロの事前偵察で
あったという可能性もある

「個⼈情報漏洩」の攻撃ばかりが取りざたされているが、
サイバー攻撃はそればかりではないことに留意する必要がある



サイバー攻撃には第4番⽬のものがある
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１ いたずらや政治的⾃⼰主張

２ ⾦銭⽬的の犯罪

３ 技術資料等知的財産の窃取

４ 将来の本格的攻撃に備えた情報収集活動

これまで単なる故障と考えていた事案も
今⼀度、⾒直す必要があるかもしれない



⽇本を取り巻くサイバー攻撃の現状
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• ⽇常的に⽇本に対するサイバー攻撃が⾏
われている

• 企業の技術を盗む物が多発している
• 必ずしも個⼈情報漏洩は本流ではない
• 表に出る物は少なく、社会に警報が上
がっていない

• システムの弱点を探るための攻撃も⾏わ
れている可能性がある

⾃社を守るために、幅広く考える必要がある



脅威はソフトウエア的なもの
だけではない
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現在、ファーウェイ製のデバイスに
は問題があると、⽶国は厳しい処
置・対応を⾏なっている

サプライチェーンリスク
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サプライチェーンリスクとは
• 製造の上流⼯程でハードに組み込まれたバック
ドアや意図的な脆弱性、不正プログラム等によ
るサイバー攻撃に関するリスク

• 広義には、サプライチェーンを通じて、マルウ
エアなどに感染すること等もサプライチェーン
リスクと呼ばれることがある

• もっと広い意味で、サプライチェーンの過程に
おける⾊々な危険や問題という意味合いで、こ
の⾔葉を使う場合もある

＊サプライチェーンとは、ある製品の原材料が⽣産
されてから、最終消費者に届くまでの供給の連鎖
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サプライチェーンリスク

• 各種の部品を供給している⽇本各地
の企業がサイバー攻撃の対象
• 部品そのもの
• 製造〜流通〜据付調整過程など

• 下請け企業などへの連絡メールの利
⽤によるソフト的なシステム侵⼊

地域におけるサイバーセキュリティの重要性



終わりに



サイバー技術を取り巻く社会の現状
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• あたかも⾃動⾞が発明された直後の世界

• 道路交通法も免許制度も⾞検制度も無い
• 信号機も横断歩道も無く
• タコメーターもドライブレコーダーも無く
• エアバッグもシートベルトも無い

• 安全・安⼼を担保するための技術や法律、リ
テラシー教育などが備わってない

技術の進歩に社会が追い付いていない。



最近のサイバー攻撃の動向• 普遍的な犯罪者が新規参⼊者として続々とサイバー犯罪に⼿を染めるようになってきたため
（捕まるリスクが少なく、儲けも⼤きい）、サイバー犯罪の被害者も増える⼀⽅。その際、
新規参⼊者による技術的には低レベルのものも増えており、それだけ⽬⽴つことも多くなっ
たので、報道ベースではより急激な増加のように⾒えている。

• その影で、国家によるサイバー攻撃・犯罪の⽅は技術レベルがますます上がり、⼀般企業が
狙われると、ほぼ対策は無⼒。

• 特に中国による知的財産狙いの攻撃は、過去の機械・通信電⼦系から、⽣命科学・医学系な
どへシフトしているようにも⾒える。悔しいことに、彼らの技術レベルが上がり⽇本から盗
む必要がない技術分野が増えているからでもあろう。敵の攻撃リソースも通信電⼦から医
療・薬剤へシフトしていると考えられる。

• この動きは、武漢コロナウイルス対策に世界中の医療機関が対策、研究を続けている中で加
速してるやに感じる。

• ⼜、国家によるサイバー犯罪では、北朝鮮の動きも要注意。

• ということで、先端的な医療関連知財を持っている会社は、これまで以上に警戒すべきと考
えます。

最近のサイバー犯罪の傾向



最近のサイバー犯罪の特徴
•悪⽤される脆弱性は、既知のものも多い。
•システム侵⼊事件のうち、２〜４年前から存在して
いた脆弱性をついてきたものが半分近くあるという
情報も。
•つまり、攻撃者も、結構、古い⼿を使っている。
•⾔い換えれば、あちこちに古い脆弱性を残したまま
のシステムが沢⼭あるために、そういうのを狙って
も⼗分、商売︖になるということ。
•ならば、対策をしっかり打つことで、リスクは下げ
られる。

あからさまな弱点を持っているのは危険



情報を共有し⼒を合わせる

•被害にあったことを隠す企業が多く、社会
に警報が上がらない
•普段からのお互いの信頼関係の醸成が重要
•⾃助・共助・公助
•⼀社では費⽤がかかりすぎるとしてもみん
なでやれば︖

域内関係者間のつながりを深める



テレワークへの要望
•社内と変わらない使い勝⼿・利便性が必要
•場所を選ばず社員が⼿軽に利⽤可能なこと

•管理者からは、社内と変わらない管理がで
きること
•利⽤者の環境に依存せず、まして、メンテの
要求が少ないことが望ましい

•システム負荷に耐えられるか
•同時多接続でもシステムは⼤丈夫か︖
•認証要求には︖

•セキュアな通信であることは必須

テレワーク時代にあった
サイバーセキュリティの取り組みが必要



在宅勤務時にありがちなリスク
•在宅時にパソコン等が感染
•その際、適切な相談相⼿がいない

•私物のパソコン等を利⽤していて（機材）トラ
ブルが発⽣
•在宅勤務時にパソコン等がウイルスに感染して
いたことが、後でわかる
•在宅のはずがどこかの喫茶店で仕事
•覗き⾒にあう
•利⽤していた無料無線LANがダダ漏れ
•パソコン等を紛失する



• 新しく⼯場を作ろうとしたとします
• それには費⽤がかかりますが
• それはコストではなく、投資ですね
• その⼯場には屋根も塀もあります
• 屋根や塀はコストでしょうか︖
• 投資の⼀部です
• セキュリティもそう考えましょう



• たくさんのサイバー攻撃事件が起こって
いる

• 情報漏洩は必ずしもサイバー攻撃の本流
ではない

• テレワークの時代にサイバーセキュリ
ティは必須である

• それは、⼤企業はもとより、中⼩企業に
とっても他⼈事ではない

まとめ
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みなさん⾃らが、問題意識を持ち、解決に向け
て、できることを実⾏しなければならない。



45

ご静聴ありがとうございました



ご興味があれば

46


