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Cyber Security Initiative for Japan

～いま、企業に必要な"ちょうどよい"対策とは？～

＜パネルディスカッション＞



概要

•発起人企業3社のトップレベルコンサルタントが集結。

•企業や組織の皆さまがお悩みになる現場の状況や、安心して
DXを推進し続けるための「ちょうど良いセキュリティ」と
は何か？

•相談現場の実情を深く知る３名のスペシャリストが登壇し、
本質的で持続可能なセキュリティ対策につながる今後の展望
を赤裸々に語りあいます。

© 2022 CSIJ.



本日の登壇者

＜パネリスト＞

• 上田 直哉 氏
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

コンサルティング第二事業本部 本部長

• 安田 良明 氏
株式会社ラック
セキュリティビジネス統括部 副統括部長

• 藏谷 なほみ 氏
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
コンサルティング事業部 事業部長

＜ファシリテーター＞

• 萩原 健太 様
一般社団法人ソフトウェア協会 理事／Software ISAC共同代表
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自己紹介
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上田 直哉
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
コンサルティング第二事業本部長 兼 決済セキュリティコンサルティング部長

経歴

2001年 情報サービス会社入社

-セキュリティ企画事業に従事

2004年 野村総合研究所入社

-NRIセキュアテクノロジーズへ出向

-セキュリティコンサルティング業務に従事

専門領域

・情報セキュリティマネジメントシステム構築

・情報セキュリティ/システム監査

・グループセキュリティガバナンス

・サプライチェーンセキュリティ

・個人情報保護

・決済セキュリティ



© 2022 LAC Co., Ltd.

自己紹介

• 安田 良明, CISSP, SSCP

• 株式会社ラック セキュリティビジネス統括部 兼デジタルビジネス推進部

• 実務経験

• システムズエンジニア（メインフレーム/分散システム）

• セキュリティエンジニア（セキュア設計、SOC構築・運用、DFIR）

• ガバナンスコンサルタント（組織改革、意思決定、モニタリング）

JLIST

• 主な所有資格

• (ISC)² CISSP（Certified Information System Security Professional）

• (ISC)² SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 

• CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)

• CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

• NSA-IAM (米国国家安全保障局（NSA）INFOSECアセスメント方法論) 

• CISA（公認情報システム監査人）

• CISM（公認情報セキュリティマネージャー）

• CGEIT（Certified in the Governance of Enterprise IT）

• CRISC(Certified in Risk and Information Systems Control)

• CDPSE（Certified Data Privacy Solutions Engineer）

• 主な活動

• (ISC)2 認定主任講師 2007年～

• 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会（JUAS） セミナー講師 2015年～

• CompTIA SMEs（Subject Matter Experts） 2008年～

• Information Security Leadership Awards Asia-Pacific 2019

Senior Information Security Professional 受賞

業務内容



プロフィール
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グローバルセキュリティエキスパート株式会社
サイバーセキュリティ事業本部
コンサルティング事業部 事業部長
藏谷（くらや） なほみ 公認情報システム監査人(CISA)、IRCA認定ISMS審査員補

2019年１月 グローバルセキュリティエキスパート入社
2022年４月より現職

• ITセキュリティマネジメント系/OTセキュリティ全般
• OTセキュリティ、海外グループセキュリティ体制整備
• OT事業立ち上げメンバー

<background>
➢ メーカー系ソフトウェアベンダーでSEとして製造業向け製造・生産管理システムのシステム構築
➢ 外資系ERPベンダーで生産管理、BIツールの技術サポート
➢ 出産育児期間中に、セキュリティ分野を始める

＊GSX入社前は、IT系ベンチャーにて、個人事業主向けセキュリティ体制評価、女性向けセキュリティ教育、
一人情シス、一人セキュリティ、ISMS審査員として審査など

＜楽しみ＞
東海道新幹線で、車窓を眺めながら通過駅当て、加速エリアチェックが楽しみ。のぞみが3～5分間隔で時刻通り
に運航している日本の技術力に、毎回東京駅ですばらしいと思う。



© SAJ2022

自己紹介

萩原健太（はぎはら けんた）
– 一般社団法人ソフトウェア協会 理事／Software ISAC共同代表

– 一般社団法人日本シーサート協議会 運営委員長

– 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コーポレートマーケティング室 室長

– グローバルセキュリティエキスパート株式会社 CSO

– インターバルリンク株式会社 代表取締役

＜担当領域＞

– セキュリティ全般（経営とセキュリティ）

– CSIRT、PSIRT関連

– マーケティング、ブランディング など
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議論を始めるにあたって



サイバーセキュリティの重要性…

•「ちょうど良いセキュリティ」って何？
• 企業規模

• 業種

• なくならないサイバー攻撃（ランサムウェア、DDoSなど）

• 増えるガイドライン（国内外）

• ベンダー側のインシデント？（仕様変更？データ消失？）
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本日のパネルに対しても思い（愚痴？）があります
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➢先端技術とイノベーションが促進される産業

➢国家安全保障/経済安全保障

日々の関心事：成長する産業と社会課題

産業競争力



最近のトピックス
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CSIRT構築

ランサムウェア

サプライチェーン

NIST

CSIRTは一応ある
が機能していない

ヒアリングすると実際は、経
営層を含めた横断的なイン
シデント対応フローが欲しい

ランサムウェアへ感染
へ耐えうるか

小島プレスの話もあり、
最近よく聞くワード

取引先からの対応強化
依頼

企業間での情報交換の場
で、これからはNIST？
SP800-171？のような話

をきいた

取引先から準拠
依頼がきた

そもそもセキュリティ規程が古い
紙ベースのままUpdateされて

いない
ランサムウェアのほうな攻撃まで

想定できていない

そもそもルールが不十
分、契約にセキュリ
ティ要件がない

なんとなく
NIST？

現状
評価

メール
訓練

ネット
ワーク
評価

ツール
導入

文書
改定

IR訓
練

教育
（全社、
階層
別）
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昨今（デジタル化の加速）におけるセキュリティトピックス

テーマ（観点） 課題

サプライチェーン
セキュリティ
（ビジネスモデルの変
化）

・サプライチェーンセキュリティとしての統制範囲の拡大
→従来は自社及び自グループ。
→現在は、デジタルサプライチェーン（サービス連携先）、

ソフトウェアサプライチェーン（開発委託先、オープンソース、
組込ライブラリなど）まで拡大。

・サプライチェーン全体の内、規模問わず最も弱い箇所が狙われる
→サプライチェーンに組み込まれるあらゆる組織の底上げが必要。
→セキュリティ以前にITリテラシが低く、また、投資余力が低い組織も

存在し、全てを同レベルで対策することは困難。

テレワーク
セキュリティ
（働く場所の変化）

・社員の利便性向上の裏に、攻撃者の攻撃容易性も拡大
→自宅からインターネットで社内環境に接続できることは、裏返すと

攻撃者がどこからでも攻撃できることであり、脆弱性管理や認証/認可
の強化が必要。

・衆人環視の目がなくなり、内部不正の敷居が低下
→自宅にて扱える情報の精査。ログ取得モニタリングの強化が必要。

クラウド
セキュリティ
（システム稼働場所の変
化）

・多様なサービスからの選定の困難さ
→サービス利用においては、機能や価格のみならず、セキュリティ面

での対応状況など踏まえた選定が必要。

・設定ミスによる情報の露呈
→どこまでがCSP側の管理/責任範囲であるかを明確にしたうえで、

自社側にて対応する部分の明確化と設定の確からしさのモニタリング
が必要。

IPA

情報セキュリティ10大脅威 2022
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【気になるポイント①】

テレワークで変わったこと
テレワークだから気を付けること
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【気になるポイント②】

クラウド活用で気を付けること
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【気になるポイント③】

サプライチェーンの課題？
どうしたら解決できるのですか？

（まずできることは何ですか？）
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ここからは対策の話



セキュリティ対策

•基本方針の策定

•規律・規程の整備

•組織的安全管理措置

•人的安全管理措置

•物理的安全管理措置

•技術的安全管理措置
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組織的な視点でのセキュリティ対策は？
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人的な視点でのセキュリティ対策は？
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技術的な視点でのセキュリティ対策は？



ベンダーとしての責任と対応

• 情報の非対称性

• ベンダーにおいては、情報システムの知識を有しない企業に対して、

業として情報サービスを提供する専門家としての十分な配慮と注意を

払う必要と一定の責任

• 信頼性の高い情報システムの確保は、ユーザーとベンダーのたゆまな

い緊密な協働によってのみ得られる
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「～情報システム・モデル取引・契約書～（パッケージ、SaaS/ASP活用、保守・運用）〈第二版追補版〉」（独立行政法人情報処理推進機構）
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＜ベンダーの責任＞
どのように訴求していくべきなのか？
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結論！？
ちょうどよいセキュリティ対策とは？
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伝えたいメッセージ

・企業によって、システム環境、取扱情報の質/量、提供するサービス内容などが異なり、リスクも異なる。

従って、共通的な“ちょうどよい”対策というものは、基本なく。

個社ごとに自社に合わせたオーダーメイドのセキュリティ対策が必要。

・しかしながら、“大企業ではない”、“我々を狙っても何もない”などの理由でセキュリティ対策が

進んでいない企業が多く存在。

・一方で、それら企業を含むデジタル化の流れは進んでおり、結果としてサプライチェーンリスクが増大。

・それらを踏まえると、現在の環境認識理解を含む、意識改革と最初の一歩としてのベースラインの共有がスタートライン。

・繋がり合う企業体が同じ共通言語（ベースライン）で密にコミュニケーションをとり、セキュリティレベルを

継続的に向上させることが肝要。
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CSIJとしての貢献や活動
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CSIJの活動を支える皆様へ：組織の存在意義

倫理観

法・規制

安全保障

1. 社会の安全と福利に向き合う
2. レギュレーション対応に責任を持つ
3. 当事者をサポートするサービスを提供する

• 各国の国家安全保障と経済安全保障は産業
システムが確実に機能することに依存
• 物理的存在、仮想的存在に関わらず
• 産業システムが使用不能な状態になった場

合の影響をサプライチェーンで捉える
• 自国および各国の人命への影響（健康や安全）
• 自国および各国の国家安全保障
• 自国および各国の経済安全保障

よろしくお願いいたします。
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クロージング



Cyber Security Initiative for Japan
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Thank you. Any Questions ?


