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令 和 3 年 9 月 1 7 日 

会  員 殿 

関 西 医 薬 品 協 会 

大阪市中央区伏見町 2-4-6 

Ｗｅｂセミナー 

「中小企業におけるサイバー攻撃の実態とその現実的な対策」の開催について 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます｡ 

平素は、当協会の業務運営につきまして格別のご高配を賜り有難く厚くお礼を

申しあげます｡ 

今般、当協会では、大阪商工会議所経営情報センター様のご協力を得て、下記

のとおり「中小企業におけるサイバー攻撃の実態とその現実的な対策」をテーマ

にＷｅｂセミナーを開催することになりました。 

近年のサイバー攻撃とその攻撃を防ぐ手段として、国の実証事業を経て実用化

された大阪商工会議所の「サイバーセキュリティお助け隊」サービスによるセキ

ュリティ対策についてご紹介いたします。 

つきましては、聴講ご希望の方は、下記URLからご視聴頂きますようご案内申

しあげます。 

敬白 

記 

１. 演 題 中小企業におけるサイバー攻撃の実態とその現実的な対策 

大阪商工会議所経営情報センター 野田 幹稀 氏 

視聴 URL https://youtu.be/El_RCO_zCTQ  

視聴期間 2022 年 3 月末迄 

資 料 別紙参照 

２. 受講料 無料 

３. お問い合わせ先 大阪商工会議所 経営情報センター 

TEL 050-7105-6004 メール cybersecurity@osaka.cci.or.jp  

注意事項 

・ ご視聴にあたっては、高速なインターネット回線と、Youtube視聴環境が必要です。 

・ 本講演の動画や音声等すべての知的財産権は講演者及びその所属先に帰属します。 

・ 講演動画の一部または全体の録音、写真・動画の撮影、ダウンロード及び講演資料

の二次利用は禁止します。 

https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/utm/


中小企業における
サイバー攻撃の実態と
その現実的な対策

２０２１年９月

大阪商工会議所 経営情報センター
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中小企業における
サイバー攻撃の実態
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サイバー攻撃の「攻撃する側」

※米国の大手通信会社ベライゾン社の調査（２０１８年）

攻撃者の変容

個人・愉快犯 組織・経済犯

気付かせることで
自己顕示欲を満たす

気付かせないことで
利益の最大化を図る
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サイバー攻撃の「攻撃される側」
攻撃対象の増加

「Society5.0」「5G」「IoT」
「Connected Industries」

「サイバーフィジカルシステム」
「DX」「コロナ起因デジタル化」

パソコン
ルータ
サーバ

＋α

・パソコン・ルータ・サーバ等
自体の絶対数増（BYOD含む）

・無線ＬＡＮによるスマホ・タ
ブレット等の接続増

・複合機・カメラ・各種デバイ
ス等のＩｏＴ化、スマート工

場・コネクティッドカー等

☞セキュリティ脆弱 → 攻撃の踏み台に
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サイバー攻撃の攻撃手法
攻撃手法の多様化

※独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）「情報セキュリティ１０大脅威２０２１」

☞攻撃者の変化に伴い、攻撃手法も変化し、多様化・高度化・巧妙化
→単一のセキュリティ機器や対策では防げない

2020年 個人 2021年 組織 2020年

1位 スマホ決済の不正利用 1位 ランサムウェアによる被害 5位

2位 フィッシングによる個人情報等の詐取 2位 標的型攻撃による機密情報の窃取 1位

7位 ネット上の誹謗・中傷・デマ 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 NEW

5位 メールやSMS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 4位

3位 クレジットカード情報の不正利用 5位 ビジネスメール詐欺による金銭被害 3位

4位 インターネットバンキングの不正利用 6位 内部不正による情報漏えい 2位

10位 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 7位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 6位

9位 偽警告によるインターネット詐欺 8位 インターネット上のサービスへの不正ログイン 16位

6位 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 9位 不注意による情報漏えい等の被害 7位

8位 インターネット上のサービスへの不正ログイン 10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 14位



①中小企業30社中30社（100％）で攻撃を観測！

②攻撃を受けていた中小企業では
１社あたり平均、月56件の「外→内」の攻撃
１社あたり平均、月 4件の「内→外」の不審通信
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中小企業って狙われているの？

※大阪商工会議所・神戸大学ほか東京海上日動火災保険㈱による
「中小企業を狙ったサイバー攻撃の実態を調査・分析する実証事業」（２０１８年／大阪３０社）

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（２０１９年／京阪神１１０社）

衝
撃
！
の
事
実

ま
さ
か
！
の
事
実

☞「ウチなんか狙われへんって！」って考えることは危険！
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攻撃種別

令和２年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年10月）53社
滋賀･奈良･和歌山の中小企業

【平均30.8人・中央10.0人】約3か月

令和元年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年1月）110社
大阪･京都･兵庫の中小企業

【平均29.3人・中央11.5人】約5ヵ月

外→内の攻撃 30社 8,430件 64社 19,100件

ＩＰＳ 22社 7,906件 48社 18,325件

アンチウイルス 12社 524件 34社 775件

内→外の不正通信 23社 2,366件 31社 692件

ＩＰＳ 17社 2,290件 31社 683件

アンチウイルス 0社 0件 １社 1件

Webガード 12社 76件 ５社 8件

どんな中小企業に攻撃が？（地域）

重複除く
と38社
（71％）

重複除く
と74社
（67％）

☞地域と攻撃の関係性は、ほぼ無し！どの地域でも攻撃は（結構多く）ある！
※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2019年・2020年）での調査結果
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どんな中小企業に攻撃が？（業種）
検
知

UTMが
検知した通信

製造業
４４社

全体中の参加率

39%

サービス業
３５社

全体中の参加率

32%

卸売業
１８社

全体中の参加率

16%

建設業
８社

全体中の参加率

7%

小売飲食
６社

全体中の参加率

5%

運輸業
１社

全体中の参加率

1%

あ
り

外→内の攻撃 26 22 8 5 2 1

内→外の不正通信 15 9 2 4 1 0

（両方検知した社数） (11) (7) (1) (2) (0) (0)

合計 41 31 10 9 3 1

合計（重複を除く）

30
全体中の検知率

42％

24
全体中の検知率

32％

9
全体中の検知率

12％

7
全体中の検知率

9％

3
全体中の検知率

4％

1
全体中の検知率

1％

内部の脆弱性 16 16 6 5 4 0

検知あり合計
（重複を除く）

35（79％）
全体中の検知率

40％

27（77％）
全体中の検知率

31％

13（72％）
全体中の検知率

15％

7（母数少）
全体中の検知率

8％

5（母数少）
全体中の検知率

6％

1（母数少）
全体中の検知率

1％

なし 9 8 5 1 1 0

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（２０１９年／京阪神１１０社 ※UTM不適切設置２社除く）

☞業種と攻撃の関係性は、ほぼ無し！どの業種でも攻撃は（結構多く）ある！



①外部の不正サイトと通信していた！

②外部（外国）からＰＣをリモート操作されていた！

③暗号化通信を解読できる状態にされていた！

④ランサムウエアによるデータ不正破壊被害に遭った！

⑤ウイルス感染のあるファイルを送信･受信した！
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中小企業にどんな攻撃が？（概論）

※①～③大阪商工会議所・神戸大学ほか東京海上日動火災保険㈱による
「中小企業を狙ったサイバー攻撃の実態を調査・分析する実証事業」（２０１８年）

☞中小企業でも、かなり高度な攻撃を受けている！



⑥新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
運用規定や安全策が不十分なままテレワークが急増

☞警視庁「前例のない危険な状況」

・テレワークの運用規程を（殆ど）整備しないまま導入・・・テレワーク実施企業の４７％
・テレワークの導入課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「セキュリティ」が１位で導入企業の５０％
※大阪商工会議所「中小企業のテレワークについての緊急アンケート調査」（2020年6月／中小企業407社）

ウイルス対策ソフトの更新って
やり方、分からへんのですわ～

自宅のPCは
WindowsXPで～す

Wi-Fiルータのパスワードは
電気屋さんが決めてくれました

テレワークだ！
時間もお金もない！

とりあえず
各社員が自宅PCで！

ＶＰＮがない！
とりあえず

ＵＳＢとメールで！
とりあえずワードを添付
して私宛にメールして！

10☞テレワークは、攻撃者にとって“間口の広い”“垣根の低い”入口！
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中小企業にどんな攻撃が？（事例）
①Ａ社（大阪府／金属製品製造業／従業員10～20人）

・ラトビア共和国から管理者パスワードで
ログインされパソコンが遠隔操作されていた。

・同社にはラトビアに営業所も現地工場も
取引先もなく、社員の出張経験も無し。
同国に関係するＩＴサービス利用も無い。

※大阪商工会議所・神戸大学ほか東京海上日動火災保険㈱による
「中小企業を狙ったサイバー攻撃の実態を調査・分析する実証事業」（２０１８年）

☞ラトビア共和国が悪いわけではない！そういう問題ではない。
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中小企業にどんな攻撃が？（事例）
②Ｂ社（大阪府／土木工事業／従業員70～80人）
・社内端末が（深夜を含め）コンピュータウイルスを

配布するとして世界的にブラックリストに掲載されて
いる悪性サイトと頻繁に通信をしており、コンピュー
タウイルスをダウンロートした可能性が強い。

③Ｃ社（大阪府／建築材料卸売業／従業員30～40人）
・Ｄ-ＤｏＳ攻撃（多数の外部端末から大量の通信を

送られることによるサービス運用妨害）を受けていた
※大阪商工会議所・神戸大学ほか東京海上日動火災保険㈱による
「中小企業を狙ったサイバー攻撃の実態を調査・分析する実証事業」（２０１８年）
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中小企業にどんな攻撃が？（事例）
④Ｄ社（大阪府／医療用器具製造業／従業員80～90人）
・バックドア（サイバー攻撃者のユーザーPCへの裏口）

として利用されるコンピュータウイルス「Gh0stRAT」
による悪性サーバーからの指令等の通信が検知された。

⑤Ｅ社（大阪府／製造業／従業員100～150人）

・ランサムウエア被害に遭い復旧のために
２０００万円の被害が出た ※大阪商工会議所での相談事例（２０２０年７月）

※大阪商工会議所・神戸大学ほか東京海上日動火災保険㈱による
「中小企業を狙ったサイバー攻撃の実態を調査・分析する実証事業」（２０１８年）



14

中小企業にどんな攻撃が？（事例）
⑥大阪商工会議所の事例（大阪府／サービス業／従業員215人）

ウイルスメール「Ｅｍｏｔｅｔ（エモテット）」と、その新手法（パス
ワード付き圧縮ファイル）「ＩｃｅｄＩＤ（アイスドゥ・アイディー）」

大阪商工会議所が実際に
送信したメールの返信として

送信されてきた

あいかわらず稚拙な日本語、
抽象的な表現、変な句読点

大阪商工会議所が実際に送信した
メールの送信先が差出人となっている
（この会社のPCが感染し当該PCの
メールボックス等の中の情報を元に感
染が拡大したものと推定される）

Zipファイルを開けると「Emotet」と
同じような文書ファイルがあり
そのマクロ実行で感染

※大阪商工会議所に実際に着信したメール（２０２０年１１月２０日）

☞最近は日本語が上手くなってきているので要注意！
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中小企業における
サイバー攻撃対策の実情
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中小企業のサイバー対策実情（人）
情報システム担当者がいるか？

情報システム担当者の有無

令和２年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年10月）n=50
滋賀･奈良･和歌山の中小企業
【平均30.8人・中央10.0人】

令和元年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年1月）n=105
大阪･京都･兵庫の中小企業
【平均29.3人・中央11.5人】

専任者がいる 3(6%) 9(9％)

兼任者しかいない 17(34%) 34(32％)

1人もおらず経営層が直轄 22(44%) 52(50％)
1人もおらずIT業者に外注 7(14%) 10(10％)

回答なし 1(2%) ―

☞３割が「兼任情シス」、６割が「ゼロ情シス」
一般的に課題視される「ひとり情シス」ですら、中小企業では“最上位クラス”

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2019年・2020年）での調査結果
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中小企業のサイバー対策実情（お金）
サイバー対策に年どれくらいお金をかけているか？

サイバー対策年間経費
（正社員情シス担当者人件費除く）

令和２年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年10月）n=50
滋賀･奈良･和歌山の中小企業
【平均30.8人・中央10.0人】

令和元年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年1月）n=105
大阪･京都･兵庫の中小企業
【平均29.3人・中央11.5人】

5万円未満 32(64%) 76(72%)

5～10万 8(16%) 8(8%)

11～20万 5(10%) 9(9%)

21～50万 4(8%) 7(7%)

51万以上 0(0%) 4(4%)

回答なし 1(2%) 1(1%)

☞８割が「年１０万円以下」（月額では１万円未満）
金額が大きくなるほど少ない傾向

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2019年・2020年）での調査結果



中小企業のサイバー対策実情（対策）
どんなサイバーセキュリティを実施しているか？

サイバー攻撃対策の
セキュリティ実施状況
※複数回答あり

令和２年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年10月）n=50
滋賀･奈良･和歌山の中小企業
【平均30.8人・中央10.0人】

令和元年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年1月）n=105
大阪･京都･兵庫の中小企業
【平均29.3人・中央11.5人】

アンチウイルスソフト 46(92%) 91(87%)

ファイアウオール 14(28%) 40(38%)

UTM 1(2%) 8(8%)

その他ITベンダー提供のセキュリティサービス 1(2%) 3(3％)

データのパスワード設定 6(12%) 16(14%)

データの暗号化 3(6%) 6(6%)

物理的管理の徹底 0(0%) 6(6%)

社員教育・研修 6(12%) 14(14%)

専門人材育成 0(0%) 1(1%)

SECURITY ACTION 4(8%) 11(11%)

サイバー攻撃損害保険 1(2%) 0(0%)

取引先との情報管理契約 2(4%) 3(3%)

サプライチェーンでの規定等の制定・参画 0(0%) 1(1%)

特に実施していない 2(4%) 3(3%)

18※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2019年・2020年）での調査結果

アメリカでは、半数以上が
サイバー保険に入っている



中小企業のサイバー対策実情（課題）
サイバーセキュリティ対策を実施するうえでの課題は？

サイバーセキュリティ対策を進める
うえでの課題
※複数回答あり

令和２年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年10月）n=50
滋賀･奈良･和歌山の中小企業
【平均30.8人・中央10.0人】

令和元年度サイバーお助け隊実証
参加企業（2020年1月）n=105
大阪･京都･兵庫の中小企業
【平均29.3人・中央11.5人】

コストの高さ･費用対効果 34(68%) ―
経営者･従業員の意識 20(40%) ―

面倒さ･可用性の低減 17(34%) ―

脅威が分からない･見えない 17(34%) ―
対策すべき内容･程度や対策商品が分からない 14(28%) ―

信頼できるITベンダーがいない 9(18%) ―

対策している事実の効果的な対外PR ― ―

その他 2(4%) ―

19☞お金、人の意識、攻撃の見える化 などが課題
※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2019年・2020年）での調査結果
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中小企業と取引をする

大企業は中小企業のこ
とをどう思っているか
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大企業・中堅企業(全国118社)

取引先の中小企業が受けたサイバー
攻撃被害が自社に及んだことが

※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／全国の大企業・中堅企業118社）

感染拡大

サプライチェーン攻撃のリスク

ある
25%

ない
75%

☞被害者なのに、加害者（踏み台）になってしまう！

損害賠償
請求

55社
(47%)

取引
停止

34社
(29%)

今後の対処として

攻撃者の入口と最終目的地（サプライチェーン攻撃）



中小企業と取引する大企業の声（建設業の例）

取引先中小企業が受けたサイバー攻撃
被害が自社（ゼネコン）に及んだ内容

その（自社に被害をもたらした）取引先中小企業への対処

建設業Ａ社
認証（ISMS等）取得の依頼･要件化,自社セキュリティ基準や共通システムの採用・準拠の
依頼･要件化,損害賠償請求,取引停止

建設業Ｂ社 口頭や文書での注意喚起

建設業Ｃ社 不正アクセス 口頭や文書での注意喚起,自社セキュリティ基準や共通システムの採用・準拠の依頼･要件化

建設業Ｄ社 口頭や文書での注意喚起
建設業Ｅ社 セキュリティソフト・ハード導入の依頼･要件化,損害賠償請求
建設業Ｆ社 口頭や文書での注意喚起

建設業Ｇ社 標的型メールが届く
口頭や文書での注意喚起,社内規定・社員教育改善の依頼･要件化,自社セキュリティ基準や共通シ
ステムの採用・準拠の依頼･要件化,セキュリティソフト・ハード導入の依頼･要件化

建設業Ｈ社 標的型メールが届く 口頭や文書での注意喚起
建設業Ｉ社 標的型メールが届く,詐欺的誘導メールが届く セキュリティソフト・ハード導入の依頼･要件化
建設業Ｊ社 口頭や文書での注意喚起,損害賠償請求,取引停止

建設業Ｋ社 詐欺的誘導メールが届く 口頭や文書での注意喚起,セキュリティソフト・ハード導入の依頼･要件化

建設業Ｌ社 口頭や文書での注意喚起

建設業Ｍ社 不正暗号化・身代金要求 口頭や文書での注意喚起

建設業Ｎ社 不正アクセス 口頭や文書での注意喚起,取引停止
建設業Ｏ社 不正アクセス 口頭や文書での注意喚起,損害賠償請求,取引停止
建設業Ｐ社 セキュリティソフト・ハード導入の依頼･要件化

22
※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／全国の大企業・中堅企業118社）

☞少なからぬ大企業が取引先中小企業に「損害賠償請求をする」と考えている
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対策
発注元大企業 持株会社 業界の結節点的組織

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社

早急に
求めたい対策

口頭や文書で
の注意喚起

口頭や文書での注意喚起、
社内規定の整備・社員教
育訓練の実施、セキュリ
ティ契約の締結、セキュリ
ティ診断の実施

社内規定の整
備・社員教育訓
練の実施

ない （無回答）
口頭や文書での
注意喚起、セキュ
リティ契約の締結

今後ぜひ

求めていきた
い対策

口頭や文書で
の注意喚起

サイバー保険加入、
SecurityAction自己宣言、

第三者認証の取得、情報
システム担当者の配置

実態把握のため
のセキュリティ診
断 の 実 施 、
SecurityAction自
己宣言

セキュリティ契約
の締結、自社セ
キュリティ基準の
採用・準拠

SecurityActi
on自己宣言

実態把握のため
のセキュリティ診
断の実施、サイ
バー保険加入、自
社セキュリティ基
準の採用・準拠

今後できれば

求めていきた
い対策

口頭や文書で
の注意喚起、情
報システム担当
者の配置

自社セキュリティ基準の採
用・準拠

第三者認証の取
得

SecurityActionの

自己宣言、第三
者認証の取得

（無回答）
社内規定の整備・
社員教育訓練の
実施

大企業が取引先中小企業に求める対策

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2020年）での調査結果

☞少なからぬ大企業が取引先中小企業に「サイバー保険に入ってほしい」と考えている
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ツール
発注元大企業 持株会社 業界の結節点的組織

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社

早急に
求めたい
ツール

ファイルの暗
号 化 ・ パ ス
ワード設定・
バックアップ

端末のウイルス対策ソフ
ト、端末のEDR、出入口

のファイアウォール、出
入口のUTM、ファイルの

暗号化・パスワード設
定・バックアップ

端末のウイルス対策
ソフト、出入口のファ
イアウォール、ファイ
ルの暗号化・パスワー
ド設定・バックアップ

端末でのウイルス
対策ソフト

（無回答）

端末のウイルス対
策ソフト、端末の
EDR 、 出 入口の
ファイアウォール

今後ぜひ

求めていきた
いツール

端末のウイ
ルス対策ソ
フト

SOC(遠隔監視)サービ

ス、駆け付けサービス、
安全なテレワークツー
ル

出入口のUTM、

安全なテレワー
クツール

ない

端末のウイル
ス対策ソフト、
出入口のファ
イアウォール

出入口のUTM、ファ

イルの暗号化・パス
ワード設定・バック
アップ、安全なテレ
ワークツール

今後できれば

求めていきた
いツール

端末のウイ
ルス対策ソ
フト

（無回答）
SOC(遠隔監視 )
サービス

端末のEDR、出入口

のファイアウォール、
出入口のUTM、SOC(
遠隔監視)サービス、
駆け付けサービス

（無回答）
SOC(遠隔監視 )
サービス

大企業が取引先中小企業に求めるツール

※大阪商工会議所が実施したサイバーセキュリティお助け隊実証（2020年）での調査結果

☞少なからぬ大企業が取引先中小企業に「ＵＴＭを導入してほしい」と考えている
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国の施策の動向



「下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準」 経済産業省 2020年1月31日改正

５） 情報化への積極的対応

（１）下請事業者は、管理能力の向上、事務量軽減、事務の迅速化等の業務工程の見直しによる効率性の向上のため、必要なセキュリティ対策と併せて、

次の事項に積極的に対応していくものとする。 ① 情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善（業務のデジタル化推進を含む） 、② 中小企業

共通ＥＤＩ（電子データ交換）などによる電子受発注、③ 電子的な決済等（インターネットバンキング、電子記録債権、全銀ＥＤＩシステムなどの活用）

（２）親事業者は、前号の下請事業者による取組の支援のため、下請事業者の要請に応じ、管理能力の向上についての指導、標準的なコンピュータやソフト

ウェア、データベースの提供、オペレータの研修、セキュリティ対策の助言・支援及び国・地方自治体による情報化支援策の情報提供等の協力を行うもの

とする。また、サプライチェーン全体の業務工程の見直しによる効率性向上を図る観点から、次号の配慮を行いつつ、電子受発注及び電子的な決済等の

導入を積極的に働きかけていくとともに、自らも共通化された電子受発注又は電子的な決済等に係るシステムへの接続に努めるものとする。

「下請振興基準」（下請中小企業振興法第３条第１項に基づく）が2020年1月31日に改正され、

①下請事業者の努力として必要なセキュリティ対策を行うこと、

②それに対する親事業者の協力としてセキュリティ対策の助言・支援を行うこと が明記された。

（本改正をうけ、今後「下請適正取引等推進のためのガイドライン」の改訂予定）

下請振興基準の改正

26※経済産業省資料から抜粋
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個人情報保護法の改正
2022年4 月施行の改正個人情報保護法

企業は（サイバー攻撃などの不正アクセスにより情報漏洩が発生した場合を含め）
被害者（漏洩した本人）・当局への通知・報告が原則義務化（現在は努力義務）

☞いつ、どんなサイバー攻撃をされ、どんな個人情報が、どのくらい、
何が原因で漏えいしたかを報告する必要があります。

☞こうした情報を日常的に「把握」「記録」する体制やツールやサービス利用が必要。
さもなくば「調査」に多額の費用が発生。



• 趣 旨:

• 参加者: 経済団体、業種別業界団体 等（2021年3月末時点で170会員）
• 活 動: 特定の課題についてWGを設置し、具体的アクションを展開。

Supply-Chain Cybersecurity Consortium (SC3)

事務局：ＩＰＡ総会
年１回程度開催（WG報告、重要事項決定等）

28

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

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。

運営委員会

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

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
（ＳＣ３）の発足

※経済産業省資料から抜粋

中小企業
対策強化ＷＧ

地域SECUNITY
形成促進ＷＧ（案）

産学官連携ＷＧ（案）
・・・・・
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では、中小企業は
どうすればいいのか？



L P L
P L

P L P L PL
P

現状
対策なし。

何もおきなければ
問題なないが

100万増収

（大変！）

サイバー対策なしで
サイバー被害受け
100万不慮支出

（防ぎたい！）

100万不慮支出
だけでとどまらず
売上低下のケースも

（絶対防ぎたい！）

多少コストアップ
にはなるが

サイバー対策をする
すぐに売上向上には
つながらないけど

サイバー対策が
社会的信用を産み
中期的には売上向上
サプライチェーン参画維持

（目指したい！）

30

中小企業のサイバー対策に必要な視点

「費用」でなく「投資」

・100万円の売上を創るより、100万円の無駄な支出を防止

・社会的信用の向上（少なくとも低下回避）により売上ＵＰ
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・コロナ同様に
コンピュータウイルスも日々変異し、
攻撃も無差別化･巧妙化！

・コロナ防止のマスクと同様に
インターネット出入口にマスクが必要！

・サイバーセキュリティは
今や経営課題・エチケット(公衆衛生)・ＢＣＰ！

サイバーセキュリティは「経営課題」「エチケット」「ＢＣＰ」
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何から始めたらいいのか？（経営層）

IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を読む

※独立行政法人情報処理推進機構（IPA）公式ウェブサイトから

• 中小企業の経営者がセキュリティ
に関して考えないといけないこと
が書かれています

• 具体的な対策の進め方について
書かれてあります

お金をかけずに、先ずは、経営者が

☞経営者、総務担当者、情報システム担当者向けに平易に書かれている良書



33

何から始めたらいいのか？（情シス）

IPA「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」をやる

お金をかけずに、先ずは、情報システム担当者が

☞先ずは足元のチェック。点数化により「何を優先すべきか」が見えてくる

※独立行政法人情報処理推進機構（IPA）公式ウェブサイトから

・２５の設問に回答

・得点に応じた対策が示され
ている

・オンライン受診もできる



• ＯＳやソフトウェアを最新の状態に
• ウィルス対策ソフトを導入する
• パスワードを強化
• 共有設定を見直す
• 脅威や攻撃の手口を知る

ＩＰＡ「情報セキュリティ５か条」を実践する

☞これらを「実践的に取り組むことを宣言する（第三者機関の審査や認定は不要）」のが
「Security Action」１つ星（ＩＴ導入補助金の申請要件。名刺などにも宣言の事実を、
そのロゴマークを入れることにより、謳えます。それだけでも社員の意識は高まります。

何から始めたらいいのか？（社員も）

34

次に、少しだけ社員をまきこんで

※独立行政法人情報処理推進機構（IPA）公式ウェブサイトから
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守らなければいけない「ポイント」

インターネット

社員が悪さをしないか
（組織的対策、人的対策）

①パソコンに何が動いてい
るかをチェック

（エンドポイント対策）

どんな通信があるのかを
チェック（出入口対策）

②

③
怪しい動きを振るしていないか
チェック（ふるまい対策）

☞多層防御＋α がベター。でも all or nothing に陥らず、出来ることから

何から始めたらいいのか？（情シス）

情シスがいなくても、やらなければならない



36

①組織的対策、人的対策

• 管理体制の構築や点検
• 取締役及び従業員の責務や教育、人材
育成などのルール

• 情報資産の管理や持ち出し方法のルール
• 情報資産に対するアクセス制御方針や認
証のルール

• IT機器やソフトウェア利用のルール
☞日頃からの研修や訓練も必要！→情報セキュリティ研修、標的型攻撃訓練メールの実施

お金を殆どかけずにできること
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②エンドポイント対策

• ウィルス対策ソフトの導入
（そして常に最新バージョンに）

☞最近ではホワイトリスト型、OSプロテクト型なども

• 資産管理ソフトの導入
（どんなソフトウェアやアプリが入っているのか可視化）

☞変なソフトウェアが入っている、動いていることを確認できる

少しはお金をかけてでもやっていただきたいこと
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③出入口対策

• ファイアウォール導入（通信許可/不許可設定）
• URLフィルタリングソフトの導入

（ホームページの閲覧制限など）
• 電子メールのチェック

（ウィルス対策、迷惑メール対策）
• UTM（多機能防御装置）の導入
• その他、ふるまい検知、バックアップ

それなりにお金をかけてやっていただきたいこと
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大阪商工会議所の
中小企業サイバー
セキュリティ対策支援
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【セミナー】

大阪商工会議所は近畿（大阪のみならず）の
中小企業のサイバー攻撃対策を支援

【標的型攻撃メール訓練】

【商工会議所サイバーセキュリティ
お助け隊サービス】

【国への要望】
大阪商工会議所はここ数年の中小企業サ
イバー攻撃対策支援の実績が評価され、

「サイバーセキュリティに関する
総務大臣奨励賞」受賞

【各種調査（結果公表を通じた情報発信）】

☞なぜ商工会議所がサイバー対策支援？それはサイバー対策は経営課題だから！



 国（経済産業省・ＩＰＡ）の実証事業を通じて事業化

 大阪商工会議所と、大手損保企業、大手ＩＴ企業、ＩＴに強

いコールセンター、地域ＩＴ事業者が公民連携

 人・お金が不足がちな中小企業に特化した格安・簡便なサ

イバーセキュリティ・パッケージサービス

 国（経済産業省・ＩＰＡ）の「サイバーセキュリティお助け隊サー

ビス」の基準を満たし、国に登録されたサービス

 利用企業は「わが社は、中小企業として最低限のセキュリ

ティ対策やってます」と公言できる！
41

商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス
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 近畿の中小企業様 
法人/個人事業主/社団･財団/士業等 

   24H365D 監視 
     （日本電気㈱（ＮＥＣ）） 

 簡易サイバー保険 
     （東京海上日動火災保険㈱） 

お守り【UTM】 
 

ウイルス遮断〔外→内、内→外〕 
IPS(不正通信遮断)〔外→内、内→外〕 

危険サイトアクセス遮断 
業務外サイトアクセス検知 

アプリ動作検知 

本サービスはサイバー攻撃・被害の低減と早
期対応支援を目的としたものであり、サイバ
ー攻撃・被害を完全に防ぐことを保証するも
のではありません 

保険は所定サイバーシンシデント時に大阪商工会議所契約のお助け実働
隊地域 IT 事業者が初動対処する際にのみご利用いただけ、その上限は年
１回まで、上限５万円相当額までとなります（現金給付はありません） 

お助け実働隊地域 IT 事業者 
大阪商工会議所が契約している IT 事業者 

近畿全域＋首都圏･名古屋･福岡の都市部対応 
 

 相談窓口 

保険 

信用 

商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス

 レンタルUTMの「お守り」＋常時「見守り」＋困った時「相談」

攻撃時「お知らせ」＋事故時「駆け付け(保険)」＝「信用」

こ
れ
だ
け
揃
っ
て

月
額

商
工
会
議
所

会
員
６
６
０
０
円

非
会
員
８
２
５
０
円
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本サービス利用前 本サービス利用後本サービス利用の理由
・偽の請求書メール
（Ｅｍｏｔｅｔ）を開封して
しまったことにより、ＰＣ
がウイルス感染した。
（2019年12月発生）

・すぐに対応してくれる（でき
る）安心感＋安価
・何も対策を講じず情報漏洩
等で取引先様にご迷惑をお
かけするわけにはいかない
・ウイルス感染時に、どんなウ
イルスがいつ侵入したか情
報提供がある

・再び偽の請求書メール
（Ｅｍｏｔｅｔ）が届いたが
本サービスのＵＴＭが
水際で防御。被害無。
（2020年7月発生）

目に見えないウイルス対策に投資することへの必要性
について社長を説得することに苦労しました。最終的に
は経費削減・ウイルス対策（UTM）の必要性について理
解してもらった上でサービス利用となりました。

Ａ社様の事例（大阪/建設業/80～90人）
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実証参加中に
ＵＴＭが不審な通信

を観測

なにが問題だった
か？放置するとど
んなことが起きた？

お助け実働隊
地域ＩＴ事業者が
駆け付け支援

・会社ＰＣから社外の
悪性サーバーへの
不審通信をＵＴＭが
観測（ＩＰＳ）。
・コンピュータウイルス
が高い確率で入り込ん
でいる可能性あり。
（2019年11月発生）

・駆け付けても被疑端末が見
つからなかったのでその日
は何も出来ず終了。
・後日、被疑端末（管理されて
いない“シャドーＩＴ”）が見つ
かったとの連絡があり、
再び駆け付け。
・そのＰＣから４７４件のウイル
スが見つかり、駆除。

・社長の親族の管理下
にあるＰＣだった点。
それを会社のＬＡＮに
接続していた点。
・駆除したウイルスは個
人情報を窃取するタイ
プのもの（Dorkbot）。
放置は被害拡大をもた
らした可能性大。

Ｂ社様の事例（大阪/製造業/40～50人）
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 会社の規模や業種に関係なく、
サイバー攻撃はやってきます！

 サイバー攻撃の手口を知って対策し、
事業継続の実現を！

大阪商工会議所はこれからも
中小企業のサイバー攻撃対策を支援します！

大阪商工会議所 経営情報センター

お問合せ：050-7105-6004 又は cybersecurity@osaka.cci.or.jp
紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=TVn5KF4hubY
お申込み：https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/utm/


