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セキュリティ産業のビジネス化研究会の取りまとめ 

経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課 
平成 29 年 7 月 

 
（１） セキュリティ産業の現状 
近年サイバー攻撃は深刻化しており、その目的も個人情報を狙うサイバー攻撃だけでは

なく、営業秘密を狙った攻撃や DDoS 攻撃のように可用性を損なわせることを目的とした

攻撃、ホームページの改ざんなど完全性を損なわせることを目的とした攻撃など様々なも

のがある。もはや、IT を利活用している企業であれば、どの企業であってもサイバー攻撃

の対象となり得る状況である。 
しかしながら、サイバー攻撃にあったことがあると認識している企業は 4 割に満たない

が、サイバー攻撃の被害に気づいたきっかけは 7 割の企業が組織外からの指摘によるもの

との調査報告もある 1。このように、サイバー攻撃は被害にあっても気づきにくいというの

が特徴であるにも関わらず、サイバー攻撃を受けていないと思って、セキュリティ投資は

不要であると判断している企業が多数存在している可能性がある。 
また、海外のセキュリティ産業と比較すると、世界規模では 2021 年までのセキュリティ

産業の成長率は約 173%（105.45 USD Billion/2015 年→181.77 USD Billion/2021 年）2で

あるのに対し、日本の 2020 年までの成長率は約 136%（9,510 億円/2015 年→1 兆 2,911 億

円/2021 年）3に止まるとの予測もある。セキュリティ産業の成長率が低い状況が続いてし

まうと、日本のセキュリティ対策レベルの低下にもつながり、情報流出やシステム停止等

を招き、サイバー攻撃に対して十分な対抗措置が行えず、日本の産業全体の信用失墜につ

ながりかねない。 
IT システムのみならず、制御システムにおいてもセキュリティ投資は必要不可欠である

現状で、政府として日本のセキュリティ産業の振興・活性化を図るための支援策を実施し、

セキュリティ投資を促すことは重要なミッションである。 
 
（２） 研究会の概要 
平成 29 年 2 月～6 月にかけて日本のセキュリティ産業を振興・活性化させるための政策

                                                   
1 サイバーセキュリティ経営ガイドライン（経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構） 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html 
2 Global Cyber Security Market Is Set for Rapid Growth to Reach around USD 181.77 Billion in 
2021(Zion Market Research ) 
  https://www.zionmarketresearch.com/news/global-cyber-security-market 
3 国内セキュリティ市場予測を発表（IDC Japan 株式会社） 

http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20160614Apr.html 
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170605Apr.html 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html
https://www.zionmarketresearch.com/news/global-cyber-security-market
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20160614Apr.html
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170605Apr.html
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方針を定めるために、経済産業省にて「セキュリティ産業のビジネス化研究会 4」を開催し

た。 
本研究会を通して、セキュリティ産業を振興・活性化させるために取り組むべき方針と

して、今後「（３）出口政策の方針」に記載の内容を実施・検討していく。 
表 1 セキュリティ産業のビジネス化研究会の概要 

回 開催日 概要 
第一回 平成 29年 2月 22日 我が国におけるセキュリティ産業の現状（市場・海外との

比較）、技術戦略やセキュリティ産業界における企業の状

況、セキュリティ産業に向けた課題を整理し、議論。 
第二回 平成 29 年 4 月 6 日 主に短期的な政策案として政府調達、セキュリティ投資に

関する税制、認定制度の 3 つの観点について議論。 
第三回 平成 29年 5月 18日 主に中長期的な政策案として米国の NIST のような基準作

りやサイバーセキュリティ経営ガイドラインの普及促進

等について議論。 
第四回 平成 29年 6月 19日 本研究会の取りまとめ案をベースに、今後実施していくべ

き政策について議論。 
 
（３） 出口政策の方針 
セキュリティ産業の振興・活性化を行うために、本研究会において提言された以下に示

す。特に A）～F）の「実施事項」に示す事項については経済産業省が平成 29 年度中に実

施する。「今後の検討事項」に示す事項については、具体的な実施内容について議論の余地

を残しているため、今後も実施の必要性を含めて継続して検討を進めていく。 

 
                                                   
4 セキュリティ産業のビジネス化研究会（経済産業省） 
  http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/committee/business.html 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/committee/business.html
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A) 政府調達において活用されるセキュリティ製品・サービス品目の拡充 
セキュリティ産業の振興・活性化のためには、まずは政府が率先してセキュリティに投

資していくことが重要である。また、政府が活用しているセキュリティ製品・サービスに

ついては、ユーザ企業に対しても一定の安心感を与えられるという副次的な効果があるこ

とから、これらのセキュリティ製品・サービスのビジネス拡大も期待できる。このため、

政府が調達するセキュリティ製品・サービスの拡充とその公開を図るべきである。 
（実施事項） 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準 5」では機器等を調達する場合

は「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト 6」を参照するように記載されて

いる。現在、当該リストでは「デジタル複合機」、「ファイアウォール」、「不正侵入検

知/防止システム」、「OS（サーバ OS に限る）」、「データベース管理システム」、「スマ

ートカード」の 6 品目を掲載しているが、今後は当該リストを改訂して品目の拡大を

図る（例えば、USB メモリやルータ等のセキュリティ機能を有する IT 製品等）。また、

WAF、EDR 等のセキュリティ製品については、企業がセキュリティ対策に取り組むに

あたり、その選定の参考となるように追加を検討する。さらに、製品のみではなく、

セキュリティサービスについてもリスト化する。 
現状の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」は機器等の調達の際

にしか経済産業省が公開しているリストを参照されていないので、内閣サイバーセキ

ュリティセンターと連携し、サービス利用時にもリストが参照されるよう調整を行う。

これによって政府調達においてセキュリティサービスが積極的に活用されるように促

していく。 
（今後の検討方針） 

＜政府機関への導入事例の公表＞ 
 ベンチャー企業においては、政府機関にセキュリティ製品を納めているということ

がその企業の製品のアピールにも繋がる。このため、政府機関等へのセキュリティ製

品の導入事例を企業が公表することを容認すべき。一般的に、機密性の高い分野にお

いてはどのようなセキュリティ製品を導入しているかを公表することはセキュリティ

上望ましくはない場合もあるが、具体的な公表可否の判断基準について検討を実施し、

問題ない場合には企業が自社の判断で公表が行えるような制度の検討が必要である。 
 

B) セキュリティ対策の投資促進措置の検討 
セキュリティ投資は必要不可欠であるものとして、セキュリティに投資を行おうとする

                                                   
5 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 28 年度版）（NISC） 

https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kijyun28.pdf 
6 IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト（経済産業省） 
  http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/cclistmetisec2014.pdf 

https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kijyun28.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/cclistmetisec2014.pdf
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企業に対してのインセンティブを付与することによって投資の促進を図るべきである。 
（実施事項） 

セキュリティ製品やサービスの投資を促進するための優遇措置を導入ができないか

を検討する。セキュリティ製品については、既に中小企業投資促進税制によって中小

企業が製品を導入する際の税制優遇措置が講じられている。一方でセキュリティ対策

を強化する観点ではセキュリティ製品を導入しただけでは十分ではなく、適切な運用

を行うことが重要となる。ユーザー企業において、専門的な知識・スキルを持ったセ

キュリティ人材を抱えていない現状においては、専門家が提供するセキュリティサー

ビスの活用を促すことが、国内のセキュリティ対策の強化にもつながると考えられる。

このため、セキュリティサービス（脆弱性診断サービスやセキュリティ監査サービス

等）について、投資促進措置を講じることを検討する。 
 

C) セキュリティサービスの認定制度の構築 
セキュリティ製品・サービスについては様々なものが存在し、その品質についてもばら

つきがあり、投資をする側から見ても、何を利用すればよいのかの判断が難しい状況にあ

る。製品については CC(Common Criteria)など、その製品自体のセキュリティ機能を評価

する第三者認証制度はあるが、サービスについてはそのようなものがない。このため、一

定品質を備えたセキュリティサービスを認定する制度を構築すべきである。 
（実施事項） 

様々な企業がセキュリティサービスを提供している一方で、企業によって提供する

サービスの品質にばらつきが生じている。セキュリティ対策の観点からも、セキュリ

ティビジネスの市場拡大に向けた取組としても、質の低いサービスが提供されている

ことは望ましい状況ではない。このため、費用対効果の高いセキュリティ投資を促す

ために、一定の品質を備えたセキュリティサービスを認定する制度を構築する。また、

当該制度で認定を受けたサービスを政府調達等の対象と位置づけることによって、認

定サービスの積極的な活用を促す。 
 セキュリティサービスの内容は企業毎に異なるため、サービスの内容に対して認定

基準を設けることは困難である。また、サイバーセキュリティを取り巻く状況の変化

が早いことを考えると、認定を得るまでに長期間を要する制度は望ましくない。この

ため、認定基準としては、サービスを提供する企業の経営状況やサービス品質を保つ

ための取組（例えば、運用手順書等が整備されているか等）を確認することで、認定

を得られる制度とする。 
（今後の検討事項） 

＜国際標準化を視野に入れた対応＞ 
 国内独自の基準で認定することで、日本のセキュリティ産業を海外に展開する際に、

新たな対応が必要となる可能性もある。このため、認定基準については国際標準化を
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視野に入れておくべき。 
 
D) サイバーセキュリティ経営ガイドラインの改訂 
サイバーセキュリティ経営ガイドラインはある程度の普及が図れてきていることもある

ので、当該ガイドラインを活用してさらなる注意喚起を図っていくことが期待される。ガ

イドラインの内容の見直しも含め、さらなる普及展開を図っていくべきである。 
（実施事項） 

「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」にて経営者がリーダーシップを持って

セキュリティ対策を進めるよう普及啓発を行うことは、セキュリティ産業の需要喚起

にもつながる。当該ガイドラインの改訂に関する研究会を開催し、昨今のサイバーセ

キュリティの状況を踏まえてガイドラインの改訂を行う。 
当該ガイドラインは公開してから 1 年以上が経っていることもあり、活用している

企業も増えてきている（従業員数 5,001 人以上の企業においては 58.2%の企業がガイ

ドラインを活用している 7）。当該ガイドラインのより一層の普及を図るべく、ガイド

ラインを活用している企業からの意見も踏まえ、企業がガイドラインに遵守する上で

の課題を解決できるような内容とする。 
（今後の検討事項） 

 ＜セキュリティ対策に関する規制の導入＞ 
 セキュリティ産業を活性化させるためには、企業がセキュリティの重要性を認識し、

必要なセキュリティ対策を進めることが最重要となる。日本の企業はサイバー攻撃を

受けているということに気づいていないこともあり、セキュリティの重要性の認識は

簡単には高まらない。セキュリティ対策の実施については、規制等のある程度の強制

力を持った施策によって需要喚起を図るということも検討すべきとの意見もあるが、

対策の義務化は困難であるため、例えば、決算発表の際などになんらかの形で報告（イ

ンシデントが発生したことの報告、または発生していないことの報告）することを求

めるなどのアプローチも検討できるのではないか。なお検討にあたっては、セキュリ

ティ対策については経営判断となる要素も多いため、そのような経営判断の自由度を

下げすぎることのないように配慮すべきである。 
 ＜法令やガイドラインとの関係整理＞ 
 日本では政府機関が様々な法令やガイドラインを出している。これらについて、法

令やガイドラインなどの中で、セキュリティがどのように位置づけられるのか、関係

する様々な法令やガイドラインはどのような関係性があるのかを体系的に整理し、明

確化することで、企業が法令遵守する上で参照し易くすべき。 
 

                                                   
7 情報処理実態調査（経済産業省） 
  http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/result-2/h28jyojitsu.html 

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/result-2/h28jyojitsu.html
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E) セキュリティ技術戦略の立案 
日本のセキュリティに関する技術力を高めていくために、強化していく技術領域を定め、

その領域に対して研究開発を行っていくべき。 
（実施事項） 

日本のセキュリティに関する技術力を高めていくため技術マップを作成し、強化し

ていくべき技術領域を定め、国として研究開発を行っていくべき領域を定める。 
セキュリティ技術については基礎的な技術であっても競争領域として既に民間企業

においても様々な研究が行われている。このような領域に対して国が研究開発を行っ

たとしても日本の産業全体としては効果的な成果は得られにくい。このため、技術領

域を定める際は、民間企業における競争領域と協調領域を明確にした上で、協調領域

について国として研究開発を行っていくように戦略を立案する。 
（今後の検討事項） 

 ＜研究開発事業の商品化プロセスの確立＞ 
 海外では新技術は大学の研究開発から始まっているという例もあるが、日本におい

てはそのような事例があまりないというのが現状である。大学の研究開発が民間企業

の開発事業に落ちていくプロセスについて検討すべき。 
 ＜セキュリティニーズ・シーズの掘り起こし＞ 
 ベンダー企業におけるシーズは、ユーザ企業のニーズにマッチしていないとビジネ

スとしての成長は難しい。また、ユーザ企業においても組織内の課題（特に制御系に

おいては、ユーザ企業の期待に対応できる技術が不足しているという状況にもある）

があっても、対外的にそれを主張することはないことからベンダー企業がニーズをキ

ャッチアップできず、結果として、新規領域を開拓するチャンスが潰れてしまう可能

性がある。このため、ユーザ企業とベンダー企業が集まり、セキュリティに関するニ

ーズとシーズについて、議論を行うことでそのマッチングが行われるような場を設け

るべき。 
 ＜海外セキュリティベンダーとの連携促進＞ 
 既に成熟している技術分野に対して、日本が後追いでその技術を磨いても世界の水

準に追いつくのは費用対効果の観点からも難しい。海外のセキュリティベンダーとの

業務提携や海外のベンチャー企業の買収等を行うといった視点も検討していくべき。

また、海外のセキュリティベンダーと連携した場合、国境をまたいだ技術の授受が法

制度などの制約により難しい場合もあるため、制度面にいても検討が必要である。 
 
F) ベンチャー支援 

ベンチャー企業として成長していくためには、技術力や資金力よりも営業力に課題を持

っているケースが多い。このため、単に研究開発のみではなく、営業に関する支援も積極

的に行っていくべきである。 
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（実施事項） 
ベンチャー企業において営業に課題を抱えている企業は多いが、特に海外マーケッ

トにおける営業においては多くの企業が課題を抱えていることが多い。ベンチャー企

業には限定しないが、政府として、海外マーケットにおける営業支援活動を行う。 
さらに、ASEAN やその他＠諸外国のセキュリティ関連イベントにて、日本の企業が

出展・商談交渉できる場を多く設けることで、国外マーケットの拡大を図る。 
（今後の検討事項） 

＜サイバーセキュリティファンドの創設＞ 
 ベンチャー企業においてはニーズが明確になり、開発資金を調達できたとしても、

企業経営に課題が発生することで事業として上手くいかないケースも多い。技術的な

先見性を持った企業を事業として伸ばしていくために、ベンチャー企業と一進一退に

なって経営支援を行っていく仕組み（サイバーセキュリティファンド）を構築すべき。 
 
G) サイバーセキュリティ対策の実践的なガイドラインの提供 
現在、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」の普及啓発を行っているものの、具体

的にどのようなセキュリティ対策を実施すればよいのかの判断が難しいという企業も多い。

実施すべき技術的対策、及び運用対策を具体的に提示すべきである。 
（実施事項） 

サイバーセキュリティ経営ガイドラインの改訂に関する研究会において、技術的対

策、及び運用対策についてどのように提示していくべきかについての検討を行う。 
当該ガイドラインは中小企業（小規模事業者を除く）～大企業を対象としており、

対象読者の範囲が広い。企業規模、業種、保有する情報、社内システムの構成等によ

って求められる技術的対策が異なるため、一概に最低限実施する対策を提示すること

が難しい。このため、当該ガイドラインの改訂に関する研究会では、まずはどのよう

な方針で提示していくことが可能であるかについて整理を行う。 
（今後の検討事項） 

 ＜技術対策に関するソリューションリストの提供＞ 
 企業が実施すべき対策を提示することができるのであれば、どの製品・サービスを

導入すれば要求している対策を満たすことができるといったリストも提示すること

で、企業がセキュリティ対策を検討する際に参考となるようにすべき。 
 ＜定期的なセキュリティチェック制度の導入＞ 
 セキュリティにおいては、システム構築時にはセキュリティチェックを行っていた

としても、それだけでセキュアな環境を保てているとは限らない。例えば、自動車の

場合は自動車検査登録制度によって定期的な検査が義務づけられており、それによっ

て、自動車の安全性が一定の基準で保たれている。セキュリティは日々変化が激しい

分野であることから、定期的なチェックを行うような、運用を踏まえた一定の基準を
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保つ制度を検討すべき。 
 
H) セキュリティ関連基準の策定 
米国では NIST のような、一貫性を持ってセキュリティ関連基準を策定する体制が整備

されているが、日本にはそのような体制は未整備である。諸外国の基準と日本の基準が異

なるものを参照することで、日本がグローバルにおいて遅れを取ってしまう可能性がある。

このため、日本としての主張をしっかりと行うためにも一貫性を持ってセキュリティ関連

基準を策定する体制を構築すべきである。 
（実施事項） 

例えば、米国の政府機関では CUI8の取扱に関する基準として NIST9が SP 800-171
を定めている。DoD10と取引のある企業では 2017 年 12 月 31 日までに当該基準への遵

守が求められており、今後は DoD 以外にも拡大していく可能性がある。このため、今

後、日本企業が米国でのビジネス展開を行うにあたっては、当該基準への遵守が課題

となる。日本においては ISMS（ISO/IEC27001）の準拠を推進していることから、

ISO/IEC 27001とSP800-171の対応関係を整理することでそのギャップを明確にする。 
なお、SP800-171 では既に ISO/IEC 27001 で要求されている管理策との対応関係が

提示されているが、片方の対応関係を確認しただけではもう一方の基準の管理策を満

たしているとは判断がつきがたい。このため、ISO/IEC 27001 の管理策が SP800-171
のどの管理策に対応しているかについて、双方向で確認することで、より厳密な対応

関係の整理を行う。これによって、ISMS の認証取得企業が SP800-171 に対応するた

めの負荷を軽減できるような検討を行う。 
（今後の検討事項） 

<基準策定体制の整備> 
 日本国内においても、NIST のようにセキュリティに関する基準を一貫性を持って策

定できる体制を整備すべき。また、セキュリティ基準については国際標準化も視野に

入れておくことにより、グローバル展開を行う企業にとっても活用できるものとすべ

き。 
 

I) IoT セキュリティの強化 
IoT 機器の市場拡大が予想される中で、IoT 機器に対してもセキュリティ対策が要求され

ることになる。IoT システム全体における機能保証の観点を念頭に置きつつ、セキュリティ

バイデザインの考え方を基本として、IoT 機器において実施すべき対策や、サポート等のル

ール整備についても検討を進めていくべきである。 
（実施事項） 
                                                   
8 管理された非格付け情報（Controlled Unclassified Information） 
9 アメリカ国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology, NIST） 
10 アメリカ合衆国国防総省（United States Department of Defense, DoD） 
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IoT 機器に対するセキュリティ対策としては「IoT セキュリティガイドライン 11」の

普及啓発を行っているところであるが、当該ガイドラインについて海外とも協力した

取組を推進する。 
当該ガイドラインは日本国内で独自に定めたガイドラインであり、我が国の強みで

ある高信頼・高品質を IoT システムにおいても訴求するとともに、ISO/IEC に当該ガ

イドラインの国際標準化を提案し、国際標準を我が国主導で策定することで国際競争

力の強化を図る。 
（今後の検討事項） 

 ＜IoT 製品のサポート期間のルール整備＞ 
 IoT では、製品分野によっては 10～20 年といったように長期間に渡って利用され

る製品もある。一方で 1 つ数百円にも満たないような製品や使い捨てのような利用を

想定している機器などもあることから、すべての製品について、共通の基準を当ては

めてサポートを義務づけることは現実的ではない。しかし、マルウェアによる IoT 機

器の悪用事例などを考えると、IoT に求められる一定の基準を示し、それに沿ったサ

ポートの提供は行われるべきである。このため、開発事業者などの関係事業者等がい

つまでサポートするべきか等の責任範囲を整理し、ルール整備を行うべき。 
 ＜IoT 製品におけるセキュリティの付加価値向上＞ 
 セキュリティ対策を施すと、そのコストは製品価格に反映されることになる。他方、

セキュリティが主機能ではない製品においては、高価格の理由がセキュアであること

というのは競争上のアピールポイントにならない。セキュアな製品が市場から正当に

評価されるよう、エンドユーザ（コンシューマも含む）に対する周知活動を行うべき。 
 ＜IoT 製品における基礎的な対策の徹底＞ 
 現状発生している IoT 製品のインシデントは、高度は攻撃手法を用いたものではな

く、不要なポートが開いていたり、デフォルトパスワードで運用していたりといった

基礎的な対策ができていない状況を悪用した攻撃が多い。基礎的な対策を講じるだけ

でも状況は大きく改善されることが予想されるため、基礎的な対策の徹底させるため

の関係事業者等へのアプローチを検討すべき。 
 
J) 人材育成とキャリアパスの整備 
企業において適切なセキュリティ対策を推進していく上では、セキュリティ人材の活用

が不可欠である。必要なセキュリティ人材や活用方法等について明確にすべきである。 
（実施事項） 

企業が抱えているセキュリティ人材の量や質の見える化を行い、必要とされるセキ

ュリティ人材の具体化を行う。 

                                                   
11 IoT セキュリティガイドライン（IoT 推進コンソーシアム、総務省、経済産業省） 
  http://www.iotac.jp/wg/security/ 

http://www.iotac.jp/wg/security/
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IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果 12や、産業横断サイバーセキュリテ

ィ人材育成検討会が示したセキュリティ人材の不足も踏まえ、キャリアパスを含めた

人材像の更なる具体化や人材育成のイメージの明確化が課題となっている。今後、企

業のセキュリティ人材育成・確保を推進するために、海外のセキュリティ人材の活用

状況や、企業において重視されるセキュリティ関連資格等を整理して公開することで、

企業内における人材育成方針やキャリアパスの形成につなげられるようにする。 
（今後の検討事項） 

 ＜人材育成に関する企業の評価＞ 
 セキュリティ人材を確保するためには、まずは企業や業種毎にどのような人材が必

要なのかを共有する仕組みを設けるべき。また、こういった人材を育成する上での企

業のモチベーションを高めるためにも、セキュリティ人材を抱えている企業を対外的

に評価する仕組みを設けるべき。 
 ＜セキュアな運用に関するベストプラクティスの提示＞ 
 インシデントの対応において、必要な人材をアサインしたとしてもインシデント発

生時に適切な対応を取れるかどうか不安を感じている企業も多い。このような企業が

取組む上で参考となるように、インシデントに適切な対応ができている企業のベスト

プラクティス事例の共有を図ることで、全体の取組の向上を図るべき。 
 
（４） セキュリティ産業のビジネス化研究会 
＜委員一覧＞ 
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12 IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果（経済産業省） 
  http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/27FY_report.html 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/27FY_report.html
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