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１．はじめに 

１.１ 本事業の目的 

 我が国では、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、多様なニーズに

きめ細かに対応したモノやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する超スマ

ート社会「Society5.0」の実現を提唱している。一方で、サイバー空間とフィジカル空間が高度

に融合した「Society 5.0」における産業社会では、サイバー攻撃の起点がサプライチェーン上に

広く拡散するとともに、物理空間に及ぼす影響も増大していくこととなる。こうした社会におい

ては、一部の専門家がサイバーセキュリティの確保に取り組むのではなく、それぞれの役割を遂

行する観点から、主体的に取り組むことが求められる。 

 こうした中、平成 30 年 7 月 27 日に策定された「サイバーセキュリティ戦略」では、「各々の

組織の「任務」の遂行や個人の安全な利用を支える観点から、サイバーセキュリティの確保に取

り組む各人材層において保有すべき知識や技術の水準を明確化することが求められる。その上で、

教育等を通じ、資格・評価基準等によって可視化された確かな知識と実践力を備えた人材が、適

切な処遇を受け、更に実務経験を積み重ねることにより、人材の需要と供給が相応されるといっ

た好循環の形成が必要である。」とされている。 

 このため、経済産業省の産業サイバーセキュリティ研究会においては、企業に求められるセキ

ュリティ機能を果たす人材の役割を、必要な知識・技能（スキル）と紐づけ、共通言語化するこ

とにより、人材の雇用・配置・外注等における企業と人材の間のコミュニケーションコストを減

らし、マッチングを促進するための「セキュリティ人材活躍モデル」の構築に取り組んでいる。 

 こうした背景のもと、本調査においては、当該モデルの構築に向けた検討を進めるため、様々

なセキュリティ成熟度段階のユーザ企業におけるセキュリティ体制・人材に関する実態調査や、

より専門性が高い分野においてサイバーセキュリティ対策に従事する人材（以下、「セキュリティ

人材」という。）の役割・スキルの整理、及び人材のニーズとシーズのマッチングの促進に向けて

必要な調査及び政策の検討を行った。 

  



 

 4 

１.２ 実施内容 

 本事業において実施した調査は次のとおりである。 

 

（１）企業調査 

 ユーザ企業 15 社、IT／セキュリティベンダー企業 10 社を対象に、以下の事項を含む調査を実

施した。 

 セキュリティに関する組織体制について 

 セキュリティに関する人材の教育・育成・配置・採用・確保等の実態や人事システムについて 

 セキュリティに関する人材のスキル指標について（独自基準、ITSS、情報処理技術者試験 等） 

 セキュリティに関する人材のキャリアパス及びその背景について 

 セキュリティ関連業務の内製／外注の実態について 

 セキュリティ成熟度（ユーザ企業のみ） 

 

（２）有識者ヒアリング 

 サイバーセキュリティの業界動向に詳しい有識者 10 名に対し、ユーザ企業におけるセキュリテ

ィ人材確保・体制構築に関して求められる政策や、セキュリティ人材の役割・スキル定義・キャ

リアパスの見える化のための政策、情報処理安全確保支援士や情報セキュリティマネジメント試

験等の資格・研修の活用促進策等についてヒアリングを行った。 

 

（３）有識者会議の開催 

 以下を含む事項について議論を行うための有識者会合を事務局として 5 回開催した。 

 ユーザ企業におけるセキュリティ人材・体制の整備に関して求められる政策 

 セキュリティ専門人材の役割・スキル定義・キャリアパスの見える化 

 情報処理安全確保支援士や情報セキュリティマネジメント試験の活用促進策 

 セキュリティ人材のニーズとシーズのマッチングのために必要となるその他の政策 

 

（４）文献調査 

 以下を含む文献を調査し、本調査における検討に反映した。 

 米国、ＥＵ、英国等におけるサイバーセキュリティ人材の育成・活用に関する文書 

 日本の政府機関や独立行政法人が公表しているサイバーセキュリティ人材の育成・活用に関

する文書 

 民間団体が公表しているサイバーセキュリティ人材の育成・活用に関する文書 
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（５）政府会議等における議論の把握 

 経済産業省「産業サイバーセキュリティ研究会」及びその下に設置されているワーキンググル

ープ１～３、ＮＩＳＣ「サイバーセキュリティ戦略本部」及びその下に設置されている「普及啓

発・人材育成専門調査会」、「サイバーセキュリティ人材の育成に関する施策間連携ワーキンググ

ループ」及び「セキュリティマインドを持った企業経営ワーキンググループ」のほか、関連する

政府の会議等における有識者の議論を把握し、本調査における検討に反映した。 

 

（６）調査結果の分析・報告書の作成 

以下を含む内容について、報告書及び概要資料を作成した。 

 ユーザ企業におけるセキュリティ人材・体制の確保に関するプラクティス集 

 セキュリティ人材の役割・スキル定義・キャリアパス等の整理 

 政策的課題の洗い出し及び施策の検討 

 

 

１.３ 実施体制 

 本事業の実施体制を次図に示す。事業のうち企業調査については、一般社団法人日本情報シス

テム・ユーザー協会への委託により実施した。 

 

図 1 本調査の実施体制 
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２．調査内容及び調査結果 

 本事業において実施した調査の内容と結果を項目毎に示す。 

 

２.１ 企業調査 

２.１.１ ユーザ企業 

（１）対象企業の選定 

 対象企業は以下の視点から選定した。 

 上場企業（東京証券取引所第一部、第二部及びマザーズ上場企業）であり、かつ、従業員数

が 300 人以上の企業とした。なお、当該条件に当てはまらないものの、調査すべき企業があ

る場合には、調査対象とした。なお、選定にあたってはみずほ情報総研株式会社および経済

産業省と事前に協議の上、決定した。 

 業種・業態等、企業の特性による実態の違いが明らかになるように抽出をおこなった。 

 

（２）調査内容 

 対象企業に対し、それぞれ以下の①～②の項目を含む調査を行った。ヒアリング調査に加え、

アンケート調査も併用した。調査項目については、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協

会が提案し、みずほ情報総研株式会社および経済産業省サイバーセキュリティ課と協議の上で決

定した。 

 主なアンケート項目を次に示す。 

 主な事業の形態 

 経営幹部のセキュリティ関与度合い 

 セキュリティ体制 

 セキュリティ人材の要員数 

 セキュリティの体制・ガバナンスにおける課題 

 セキュリティタスクの主な役割分担 

 セキュリティタスクの外部リソースの活用状況 

 「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver.2.0－付録 A サイバーセキュリティ経営チェ

ックシート」の達成状況 

 

 主なヒアリング項目を次に示す。 

 情報セキュリティ組織体制 

 情報セキュリティ組織体制、対応部門 

 委員会形式、専門組織有無、CSIRT 有無、事業部との関わり方 等 



 

 7 

 現体制となった背景・経緯 

 ガバナンス実効のポイント・工夫・体制作りで意識した点 

 課題や今後に向けた取り組み 

 外部活用している主な情報セキュリティ関連業務とその活用方法 

 ユーザ企業におけるセキュリティ関連人材 

 管理者、担当者、事業部担当において求められるスキル・経験・知識 

 PM 力、コミュニケーション能力、業務の理解、セキュリティ関連技術、資格 等 

 上記のスキル・経験・知識を獲得する方法 

 育成方法、採用又は内部確保の方法、人材の配置 等 

 

① セキュリティ人材・体制の確保に関するプラクティスについて 

 以下を含む事項について他社に参考となる取り組みを抽出した。 

➢  セキュリティに関する組織体制について 

➢  セキュリティに関する人材の教育・育成・配置・採用・確保等の実態や 

人事システムについて 

➢  セキュリティに関する人材のスキル指標について 

（独自基準、ＩＴＳＳ、情報処理技術者試験 等） 

➢  セキュリティに関する人材のキャリアパス及びその背景について 

➢  セキュリティ関連業務の内製／外注の実態について 

 

 抽出した内容をベースに、次の視点から分析・整理を行い、セキュリティ人材・体制の確保

に関するプラクティスを 11 例（体制に関するプラクティス 6 例、人材に関するプラクティス 5

例）を取りまとめた。 

 

＜分析・整理の視点＞ 

 セキュリティ組織の形態 

 「専門組織・集権型」、「専門組織・連邦会型」、「委員会・集権型」、「委員会・連邦型」 

 セキュリティガバナンスの成熟度 

 「高」、「中」、「低」 

 セキュリティ人材の充足度 

 「高」、「中」、「低」 

 

また、セキュリティ人材・体制の確保におけるヒントを、ティップス集としてとりまとめた。



 

 8 

ティップス集とりまとめに当たっては、経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン

Ver.2.0－付録 A サイバーセキュリティ経営チェックシート」の項目を参考に整理した。 

 

② セキュリティ成熟度 

 セキュリティ成熟度を測定するモデルには様々なものがあるが、経済産業省「サイバーセキ

ュリティ経営ガイドライン Ver.2.0－付録 A サイバーセキュリティ経営チェックシート」をベー

スに選択式のアンケートで比較的簡便に企業のセキュリティ成熟度を測定する手法を用いた。 

 回答は、「セキュリティ成熟度」および「セキュリティ人材の充足度」の視点から評価・整理

を行った。評価軸を次に示す。 

 セキュリティ成熟度の評価 

 成熟度は経営ガイドラインの指示 10 項目に対する達成度（CMMI の 5 段階）で評

価した。 

 成熟度 “低”：達成度 3 未満（一部しか出来ていない）が多数（6 割超）を

占める 

 成熟度 “中”：達成度 3 以上（出来ている）が過半数、または達成度 3 未満

あっても、達成度 4 以上が 4 割以上ある場合 

 成熟度 “高”：達成度 3 未満がなく、かつ達成度 4 以上（展開されている）

が 4 割以上 

 セキュリティ人材の充足度の評価 

 ユーザ企業におけるセキュリティ人材として「①管理者・責任者（CISO 含む）」

「②セキュリティ担当者」「③事業部のセキュリティ担当者」のそれぞれにつ

いて、「充足している（3 点）」「不足しているが、他の手段でカバーしている

（2 点）」「不足しており、業務に支障が出ている(1 点）」「必要性を感じない

（0 点）」の 4 段階でアンケートを実施した。その結果をもとに、下記 「高」

「中」「低」 の 3 段階に分類し、充足度を確認した。なお、 「必要性を感じ

ない」は 0 点として評価外とした。 

 人材充足度 “低”： 1（ 不足しており、業務に支障が出ている）が 1

個以上 

 人材充足度 “中”： １ （ 不足しており、業務に支障が出ている）が

なく、3（充足している）が 3 個以下 

 人材充足度 “高”： １ （ 不足しており、業務に支障が出ている）が

なく、3（充足している）が 4 個以上 
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「セキュリティ成熟度」と「セキュリティ人材の充足度」で調査対象企業を整理したものが下

図の 9 象限である。 

 

 

図 2 対象企業の分布 
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２.１.２ ＩＴ／セキュリティベンダー企業 

（１）対象企業の選定 

 本調査において調査対象としたＩＴ／ベンダー企業は以下の視点から選定した。 

 ユーザ企業からセキュリティ対策業務を受託した実績を豊富に有し、ユーザ企業の実態を熟

知しているセキュリティベンダー企業及び IT ベンダー企業 

 専門性の高いセキュリティソリューションの提供に強みを有するセキュリティベンダー企業 

 東京圏以外でセキュリティサービスを提供している IT ベンダー 

 セキュリティ業務に従事するために必要なスキルを備えた人材の派遣サービスを提供してい

る企業 

 

（２）ヒアリング結果 

 調査を通じて得られた知見及び意見を項目別に示す。 

① セキュリティに関する組織体制 

 自社では開発と運用で分けるのではなく、「運用」と「技術」に分けている。「運用」は

レベルを一定に保つ仕事、技術はレベルを上げるための仕事である。そのような発想の

もとでチーム作りをしている。ただし所属する人材は分けていない。現在は人材の専門

領域は相対的なものになってしまっており、各自に確固たる専門領域があるわけではな

い。何か１つの分野を専らやるという時代ではなく、いくつかある中でこれに強いとい

うことでしかない。 

 育成の体系を SE と技術開発で分けている。それぞれを細かく分けず、どう育成するか

の施策を打ち出している。 

 

② セキュリティに関する人材の教育・育成・配置・採用・確保等の実態や人事システム 

 人材の定義は難しい。現在はチームを単位として何をするチームなのかを定義し、動か

していく感じではないか。チームという表現が適切でなければ、タスクのかたまりとし

てとらえてもよい。 

 セキュリティ人材の採用枠があるわけではないが、研究所等において全国の大学のセキ

ュリティ系研究室に声がけをするなど行っている。 

 学卒の新入社員は、最初はネットワークインテグレーション部門に配属し、基礎や周辺

の知識を習得してもらい、その中からセキュリティを指向してもらったり、指名してセ

キュリティ部門に異動させたりしている。 

 新入社員向けの集合研修では、セキュリティ事業部と SI 事業部の配属者が合同で教育を

受講する。どちらでもネットワークやシステム、プログラミングの教育を受ける。講師
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は社内の人材が担当する。外部の人材を使うことはほぼない。 

 セキュリティ系の専門学校出身者には、いきなり脆弱性診断のチームに配属される場合

もあるが、そうでなければ教育を兼ねて、ログの分析や生の情報に触れてもらう中で方

向性を見て、得意そうな分野を見極めて適性のあるチームに配属するなどしている。こ

のように、育成は OJT が中心である。 

 地方拠点の要員を対象としたセキュリティ教育は、現状では東京に来てもらって実施す

ることが多いが、将来的には遠隔で実施できるコースを増やすことを検討中である。 

 企業の活動としてセキュリティに関して何をやらなければならないのか、上から落とし

ていくアプローチが大切である。CRIC CSF で取り組んでいるのはまさにそれなのだと

思うが、相当に大変なのではないか。 

 教科書の内容と実際の現場は当然ながら異なる。理想的な構成ばかりではない。そうい

った実態を知った上でないと、杓子定規な提案をしてしまうようなことも起こりがちで

あることに留意して育成を行っている。 

 年間社員１人あたり約 50 万円の教育予算を付与しているので、それを自由に使える。そ

れは英会話でも、デジタルアナリティクスのようなものに使ってもよい。そういう選択

教育があって、さらにそこに上乗せして SANS や CISSP のようなものをやっていく形

をとっている。 

 業務を進めていく上で、それぞれの割当を決めて分担するという単純なものはなくなっ

ていて、横断的にやる必要がある。ただし、その中で自分が持ちうる武器としての領域

をいくつか持っていると強いというのが今時の人材像なのではないか。その領域が IT に

閉じている必要もない。 

 実践教育の一環として社内 CTF を実施している。問題の作成などは社内のボランティア

が担当。このほか、ハードニングの実践環境も整備している。 

 ハンズオン演習として、検証環境に対するセキュリティツールによる疑似攻撃、セキュ

リティ製品検証、セキュリティ診断ツールの自作（プログラミング）などを実施。 

 社内勉強会がかなり盛んで、頻繁にやっている。その一部は自社サイトで紹介している。 

 社外 CTF コミュニティの運営支援を通じたスキル向上に取り組んでいる。 

 情報収集やコミュニティ活動への参加も重視している。FIRST やブラックハットのイベ

ントや、NCA や JNSA の活動に参加することなど。 

 倫理教育は集合研修でやっているが、２～３時間なので、ほとんどは現場教育になって

から行う。特に厳格に教える必要があるフォレンジックなどでは、まったく異なる内容

を提供している。 

 最近の傾向として、デジタルの台頭を踏まえ、研修プログラムの中にデータアナリティ
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クスや、データサイエンティストに近いものの基礎から上級までのプログラムが追加導

入され、基礎についてはほぼ無料で全役職員が受講できるようになっており、その講師

は現役の社内の DX アナリストがやっている。 

 経営者への説明のスキルの習得手段として、傾聴とかコーチングなどのコースはあるが、

結局はセキュリティをやっている人達が講師となって、語り部として引き継いでいくプ

ロセスなのではないか。 

 

③ セキュリティに関する人材のスキル指標 

 指標としては NICE や SecBoK をもとに、自社の事業領域に合う形で独自に作成したも

のを利用している。 

 従来の ITSS をベースにした自社独自のキャリアフレームワークを作成している。ITSS

＋を使わない理由としては、IT 系の人材の指標を共通化したいためである。ただし、セ

キュリティ業務担当者のみを対象とする独自の指標も用いている。 

 ITSS も指標として使っているが、自社の業務にどのようなスキルが要るかの表現にはう

まく使えないと考えている。自社の業務（タスク）から落としていった項目や、業務経

験のリスト等を使っている。 

 チームとしての管理の特徴として、9 種類のカテゴリに分けた後、全員をそれぞれにつ

いて採点し、チーム全体で総計した点数で各カテゴリに濃淡が出ていないかを相対的に

チェックして、チームとして成り立っているかどうかをチェックしている。 

 ユーザ企業といっても企業の属性によって全く異なるので一概には言えない。非 IT 系で

あれば、技術のレベルを上げていくことができる人材は皆無というところが多そうであ

る。 

 

④ セキュリティに関する資格の活用やスキルアセスメントの方法 

 所属長による一次評価のほか、資格等の保有状況を踏まえたマイスター制度がある。そ

れらは配置転換や人事異動の参考情報として活用している。 

 外部企業が提供する ITSS に準拠したテストを用いて測定している。また、スキル認定

制度がある。テストの結果一定のレベルを超えた従業員は業務経歴や後進育成の実績を

記載した報告書等を用いた書類審査によってレベル４を、書類審査に加え、面接の評価

を加味してレベル５をそれぞれ認定している。 

 社内での認証の仕組みは無いが、OJT を実施したときの上司がどのくらいのスキルがあ

るかを判断している。 

 マネジメント全般は CISSP、テクニカルのより詳しい専門性を問うものは GIAC という
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運用の仕方をしている。ただし、教育プログラムを受けただけでは人材にならないので、

それらを使いながら働くというプロセスが必要。SOC やペンテスト、コンサルなどの実

践業務で得た知識をよりブラッシュアップしていく。 

 セルフチェックは不十分かつ不適切と言い切ったほうがよい。甘くつける人と厳しく付

ける人の個人差が大きく、個人間の比較には使えない。 

 学位と資格は知識や技術の評価でしかない。スキルという意味では経験を重視し、経験

であれば長さではなく内容や難易度で評価すべき。「セキュリティプロジェクトに２年間

アサインされていた」のみでは不十分であり、その期間でどのような立場で何をやった

かの評価が必要。 

 

⑤ セキュリティに関する人材のキャリアパス及びその背景 

 若手は技術に関心をもっている場合が多いので、技術系部署に配属させ、その中で人と

の話が好きであったり、コミュニケーション能力が高い、文書作成能力が高いといった

メンバーをコンサル系の部署に異動させたりしている。本人の興味も考慮している。 

 キャリアパスには様々なパターンがある。診断から始めて運用に入ったメンバーもいれ

ば、逆に監視をやっていたが診断をやりたくてというのもある。どちらが上とか順番が

あるわけではなく、自分の組み合わせ次第である。 

 キャリアパスの考え方は、何が上位という時代ではないので、その時々で自分が何の役

割を担いたいかをどう選択していくかの話である。このとき、領域が同じでも担当する

役割（立場）の違いを考慮する必要がある。例えば自社での場合、開発の中でもリーダ

ー級になってくるとエンジニアリングマネージャーというポジションになる。 

 チームのマネージャーの視点で言うと、個々のメンバーはあまりキャリアを意識してい

ない。とはいえ彼らに今後どう進めばよいかを相談されたら、上述のような濃淡を評価

することを前提に「ここが薄いのでもう少し力をつけるとよい」などとアドバイスして

いる。 

 業務の枠を超えて異動する人材のほうが、給料も上げやすい。同じ業務をずっとやって

いると基本的には同じである。 

 社内の SI 部門や DX 部門の人材をセキュリティ部署で一定期間出向の形で受け入れ、元

の部署に戻すことをしている。 

 開発部門とセキュリティ部門の間での人事交流を行うことで、相手側の立場を認識して

もらうなどの効果が得られている。 

 需給のマッチングがどのようになっているかは見えないが、世の中の産業規模でみた場

合、人数が多いのはセキュリティ監視業務である。 
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 今後、アナリスト×データサイエンスの価値が高くなるなども考えられる。 

 今後は１つの専門分野を究めるのでなく、複数選択することが重要というメッセージを

示すことが意外と重要なのかもしれない。自社で作業のカテゴリを 8～9 種類に分けてい

るが、そのうちの 1 つのみに所属するメンバーはおらず、3～4 種類を掛け持っている。

その中でも特に強い部分をもっている人が、「あの人はリサーチに強い」と相対的に認識

されている。 

 

⑥ ユーザ企業における人材と体制のあり方 

 大企業においては CIO と CISO の分離は重要だが、中小企業では分類するほどの規模の

体制は作れないため、その旨の説明をすることが望ましい。 

 セキュリティ人材のキャリアパスは結果論だと思う。フルスタックの人材が注目される

のは、どのような人材が必要なのかがわからない中で全てをやれる人が重宝され、結果

的に昇進していった経緯があるからなのだろう。したがって、既存のキャリアパスに注

目しても結果論の話ばかりが出てきて、そもそも何が必要だったかが欠落したままでの

議論が続いてしまい、「やはりすべてができる人材が欲しい」「どこにいるのか」「なるべ

く安く雇いたい」のスパイラルに陥る。 

 セキュリティのキャリアの場合、なりたくてなるかどうかは別の話である。 

 ユーザ企業でも内製化を考える時代であり、開発系のスキルが不要になるわけではない。 

 開発では、GitHub からダウンロードしてそのまま使ってセキュアなら大丈夫だろうと

いう前提で使ってしまう。そこを突かれるのだというのを本来は理解してもらわないと

いけないのだが、そんなことよりもサービスインが先になってしまいがちである。 

 最近では特に CSIRT も PSIRT もだが、PSIRT は特に製造業で増えており、自社製品へ

の対応について内製化の動きが活況を迎えている。 

 

⑦ ユーザ企業向けの啓発資料に書くべき内容 

 経営層やそれに近い人が前提であれば、入門として書く必要はない。 

 経営リスクの中にセキュリティリスクも含まれるということを最初に言っておいた方が

よい。 

 上場企業の場合、投資家への説明責任もあって、最善の妥当な努力をしていると言える

レベルの対策が必要。 

 サイバーセキュリティ保険を普及させるためにも、企業のポリシーの中でリスクを適切

に移転していることを明記させるべき。書かれていない場合、投資家から「なぜリスク

の移転ができていないのか」を問われると、経営層は弁明できなくなる。 
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 コストダウンやスピードアップのためにアジャイル開発など内製化はよいが、セキュリ

ティが不十分なものを出してしまえば，リリースの瞬間にやられてしまう時代だという

ことを経営は知らなければいけない。 

 三菱電機や NEC など防衛産業ですらやられている状況。素人が手をだしても瞬殺なの

で、外部のプロ組織に任せるべきというのは提言すべき。 

 元々KPMG のメソッドで、最近は米国の政府機関でも使っている KRI という考え方が

ある。リスクインディケーターとして有用。 

 ROI や ROSI のことを書いておいたほうがよい。 

 経済産業省が出している EA モデルなどで、経営やセキュリティのあるべき姿を描きま

しょうということを入れてはどうか。 

 意識の低いところにとどまってよいという内容にせず、「あるべき姿」を明確に示すべき。 

 役割分担の説明をする際には、「担当者が決まっていないままのタスク」や「お互いに他

相手の担当だと思っていたタスク」が生ずることのないように気をつけることや、それ

を防ぐための仕組みなどを示すとよい。相手がやると思って放置している間に被害が拡

大して大惨事となるようなことが、過去のインシデントにおいても結構起きている（農

水省におけるインシデント）。 

 担当者を決めただけで権限を与えていないような、名ばかり担当者が有害無益であるこ

とも説明すべき。 

 状況の変化に応じてルールを変更することが重要。そのためには管理担当者（中小企業

の場合は総務部門等）がルールを変更する能力をもつ必要がある。過去に定めたルール

が目的を失っても変わらずに残り、利用上の障害となることも多い。 

 考えたこともないことを手を使って体験することができるという点で、演習などの活用

は重要である。自社で経験を積めるようなインシデントが発生しない場合など、積極的

に活用すべき。 

 セキュリティ対策の責任を担う部署に発言力がなく、事業部門の言いなりのような状況

で DX を推進すると有効な対策が講じられないまま導入が進んでしまう恐れがある。ガ

バナンスの観点からの組織間の力関係なども考慮が必要。 

 

⑧ その他 

 サイバーセキュリティ保険に関する認知度はまだ低い。どこまでカバーされるのかを確

認している段階の企業が多い。 

 サイバーセキュリティ保険の保険料については、保険会社側もまだ適正値を把握できて

いない。自然災害や交通事故などと異なり、インシデントの母数が少なく、統計がとれ
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ていないため、保険事業として保証ができるかどうかが見えていない。この結果、まだ

再保険をかけることもできていないため、リスク移転ができない状況。 

 同様に、現在のところ国内にサイバーセキュリティ保険に関する鑑定士がいない。こう

した資格制度を整備することで、セキュリティ人材の活躍の場が増えるのではないか。 

 「IT 人材」という括りは今後厳しいのではないか。何をするにも IT を使う状況におい

て、IT が当たり前過ぎて領域として存在しなくなっている。「得意領域」程度の扱いに

なるのではないか。 

 自分で今後の方向性を選んでいかなければならない状況で、その選び方を国がディレク

ションするとよいのではないか。「このような選択肢があり、これを選ぶなら例えばこの

資格を取得しましょう」であるとか、「この強みをつなげてうまくいくのはこのような人

材です」のような事例が出てくるとよいと思う。 

 情報処理安全確保支援士の資格継続のための e ラーニングの講習内容が偏っているよう

に感じる。タイムリーなトピックについて扱うと、より講習内容に興味を持てるように

なるのではないか。 

 調達仕様などでしっかりした体制があることを要求されるほうが、セキュリティに必要

なコストをかけてもらいやすくなり、顧客と自社双方にメリットがあると考えている。 
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２.２ 有識者ヒアリング調査 

（１）対象者の選定 

 本事業において実施した有識者ヒアリング調査の人選（10 名）に際しては、セキュリティ業務

に関連した資格・認定制度等の関係者、関係団体、教育機関等から幅広く選定した。 

 

（２）ヒアリング結果 

 調査を通じて得られた知見及び意見を項目別に示す。 

① ユーザ企業におけるセキュリティ対策の実態と課題 

 製造業系などが困った感じになっていると感じる。 

 基本的に「セキュリティをやると、仕事が滞る」という意識が現場には強く、「セキュリ

ティ屋が来たらとりあえず逃げる」「やっているふりをする」「情報を出さない」といっ

た対応になりがち。セキュリティ対策から逃げているというのは、問題が起きたときに、

その人達のせいになるということを理解してほしい。言われたことをしていて事故がお

きたのであれば、現場が責任を問われることはない。よって自分達のリスク回避として、

面倒くさいではなく、自分自身がリスクを負わないためにやってほしい、ということを

偉い人がしっかり現場に言ってほしい。 

 技術系といってもいろいろある。技術の深いところをやっていた人達にマネジメントの

ほうに進めといってもなかなか難しいところがある。 

 地方では平日の業務時間帯に自主勉強会に行きにくい雰囲気があり、東京とは異なる。

インターネットで情報が取れるといっても、現場で五感を使って覚えるのとはまったく

異なり、効率よくスキルを身につけることができない。イベントへの参加を積極的に認

めてあげるようにメッセージを出すべき。 

 現状において、これまでオンプレの情報システムの運用をしていた人材がクラウド化で

余剰になっているかというと、そうした傾向はなく、困ってはいないようである。また、

そうした人材がクラウドサービス活用にニーズに応えられるかというと、SLA の要件選

定などの経験がないため難しいかもしれない。 

 国内企業のジェネラリストは、外部委託のマネジメントに際して、必要なスキルを習得

しようとせずに、口だけでマネジメントしようとする傾向があり、問題と感じている。 

 NICE のフレームワークは職務の数が多いが定義が少ない印象。一方 SecBoK は職務が

少ないが定義は多い。各フレームワークにはこのように特徴があり、利用者のスタンス

によって使うものが変わってきていることも課題である。 
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② ユーザ企業におけるセキュリティ人材確保・体制構築に関して求められる政策 

 少なくとも業者と話ができる人がいないといけない。 

 セキュリティ対策をやろうとする企業の多くは、とりあえず箱を作ろうとする。これを

やめさせたほうがよい。箱から入るべきではない。そうではなくて、もっと社内の情報

を円滑にするとか、製造現場と管理現場が密接に情報を交換しあう、インフォメーショ

ンシェアリングをするとか、そういうことをやるだけでもだいぶ違う。 

 セキュリティ対応組織を作るよりは、会議体を作るのがよい。会議体として現場のすり

合わせができるようにする。現場に勝手に動かれるのは困る。会議体で議論するほどで

もないものは、情報システム部門や品質管理部門がやればよい。 

 トップからのメッセージとして、「箱を作ったから後はなんとかしろ」ではなく、ことあ

るごとに「きちんと対策しろ」と繰り返し言うべき。この反復動作は非常に重要であり、

経営者は意識的にやってほしい。社長ができることはカネと口を出すこと。口で皆の気

持ちを動かしていくことが重要。 

 「組織の作り方に正解はない」ということを伝えるべき。企業に応じた形でやっていく

のがよい。 

 セキュリティの管理部署とリスクの管理部署とを分けているが、理想を言えば一緒のほ

うがよい。ただし、現実的にリスク管理部署にいる従業員は毛色がまったく異なる。そ

のあたりは難しいが、ビジネスリスクを考えて、その中でのセキュリティという見方を

したほうが綺麗である。例えばリスクマネジメント部署にセキュリティを知っている担

当者を入れて、その担当者が否応なく組み込まれていくようにすることも考えられる。 

 セキュリティ人材というが、実働部隊のほとんどはセキュリティ人材ではない。特に現

場の守りを固めるという意味では、IT 人材がそれを本来やらなければならない。中小企

業でそれをやろうとすると、一人で何でもカバーしているスーパーマンのような人にや

ってもらうしかない。大手・中堅でも同様と思っていて、セキュリティの最小限の人材、

たとえば CSIRT を組むような人材はそれなりに専門の技術をもった人材がいる。それ

は全体からみるとごく少数であり、多くは例えば IT 現場にいる人材が自分達のやってい

る分野に関するセキュリティのスキルを身につけることでカバーできると思う。 

 地方企業では、高度なスキルを有している人材自体が求められていない。地元企業の IT

やセキュリティのエンジニアのほとんどは高卒か専門学校のレベルである。よって、地

方の大学で高度なセキュリティエンジニアを育成しても地元に就職先がない。一方、東

京圏の大学には大手企業から大人数を短期で育成したいという希望が寄せられる。忙し

いので半年や１年もかけていられない。そうした地域差があるため、同一のカリキュラ

ムではそれぞれのニーズに応えられない。 



 

 19

 中小企業、地方企業の場合、実質的な意思判断をしているのが経理部長や総務部長だっ

たりする。そうした実質的な意思判断をしている人に「クラウドとはこういうもの」「こ

れからはサブスクリプションになっていく」「その中にもちろんセキュリティも入れる必

要がある」ということを理解してもらい、どう取り込むかが課題なのではないか。 

 

③ セキュリティ専門人材の役割・スキル定義・キャリアパスの見える化のための政策 

 役割定義は簡潔で分かりやすいものがよい。そうしたものでないと経営層は読んでくれ

ない。 

 体制を構築する際、そこに権限を持たせないと現場が言うことを聞いてくれない。オフ

ィシャルに社長直結で動いているなど、そうした建付は相当に重要である。 

 セキュリティ統括担当には CISSP のような広い範囲の知識が必要と思う。深さはそれほ

ど必要では無く、むしろ言葉がある程度知っていて、深いところができる人と話ができ

るレベルである。ただしそこが難しいという話もある。 

 クラウドサービスのセキュリティを扱う人材は、技術者である必要はなく、総務部門で

できるようにすべきなのかもしれない。地方ほどその傾向が強くなる。 

 必要なのは、「情報管理に関するリスクマネジメントの勘をもっている人」なのではない

か。 

 関係者間でのリスク認識の共有が鍵であることを説明すべき。 

 体制と役割の定義に関しては、「リスクオーナー」の導入が重要。 

 リスク管理に関しては、インフラ部分は全社統一のリスク管理に従い、アプリ部分は各

事業部でリスクを管理する（例外は例外毎に責任を明確化）といった分割の考え方も必

要。先日の決済アプリの認証における脆弱性なども、こうした管理が不適切なことを背

景に発生することを説明すべき。 

 資格の保有状況については、担当業務に結びついた資格のみを評価するほうがよい。 

 キャリアパスの整理にあたっては、どこからどこに行ったという内容だけでなく、どの

ような経験を積んだかがわからないと意味がない。 

 

④ 情報処理安全確保支援士や情報セキュリティマネジメント試験等の資格・研修の活用促進策 

 セキュリティ統括人材に相当する人材が確保できない場合、「社内に顔が利く人材（ベテ

ラン）」と「技術に関して業者と話ができる人材（若手）」の２人がいればよい。前者は

社内の情報をとりまとめたり、エンフォースしたり脅しをかけたり、現場と仲良くして

情報を吸い上げる。後者は業者と細かい話をする。この組合せであれば、一般的な企業

の社内リソースでもなんとかなるのではないか。この若手は社内で顔を覚えてもらいや
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すくなり、自社にどのような業務があるかを知る機会にもなるので、よいポジションと

言える。このとき、若手は情報処理安全確保支援士、ベテランが情報セキュリティマネ

ジメント試験を目指すのが適切である。 

 試験を受けて通るかはともかく、知識分野としては CISSP の分野が必要になるのだと思

う。試験を受けるかどうかは別として、そうした講座があるのであれば、それを受ける

のはプラスになるのではないか。 

 一般的なユーザ企業のベテラン社員が、情報処理安全確保支援士の午前試験に通るのは

相当に厳しいと思う。 

 情報処理安全確保支援士以外の情報処理技術者試験は、業務分野毎に特化して、それな

りに活用されているが、まだシラバスでセキュリティが強化されていない時代に合格し

た人も多い。ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト等、分野毎の

セキュリティ補修用教材を作り、IPA がその履修証明を発行するようにして、試験の合

格証と履修証明書のセットで最新のスキルを保有していることを証明できるようにする

と、資格制度の活用ができるのではないか。 

 資格のマッピングよりも、「この業務をやるにはこのような知識やスキルが必要」という

整理のほうが有用である。 

 

⑤ ユーザ企業向けの啓発資料に書くべき内容 

 DX だけでなく、OT や IoT についても、意味を説明しないと読者にはわからないかもし

れない。 

 NIST フレームワークを説明する趣旨を専門家は理解できるが、一般の人には混乱を与

えるかもしれない。 

 政府クラウド安全性評価基準を紹介してはどうか。 

 監査の視点を盛り込むべきではないか。 

 刻々と変化する脅威に対応するための視点も必要。 

 コミュニティに積極的に参加して最新の情報や知識を得ることも重要ということに触れ

るべき。 

 

⑥ その他の意見 

 「セキュリティ人材」が誤解を招きやすいのであれば、「トップガン」もよくない言い方

と思う。「それしかない」という印象を与える。そのような人材は企業から見れば使いに

くくて仕方がない。 

 今年以降、不況がひどくなると、サポート切れの OS を使い続ける傾向が維持される恐
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れがある。中小企業になるほどフロー的な経費を使うのを嫌がるので、ますます

office365 のようなサブスク的なものは普及しない。以前購入したものを騙し騙し使った

り、オープンソースを更新せずに使ったりするようなことが起きる。携帯電話の電話代

などはあまり気にしないのに、なぜかセキュリティは真っ先に削減したがる。 

 重要インフラ、特に医療分野などの場合、システムが安定して動いているのであれば、

無理にアップデートするなというカルチャーがある。そういったレガシーでそれなりに

経験とコストと人材をかけていた重要インフラには、ベストエフォートでよいというセ

キュリティの考え方が反映されないところがある。しかしながら、これからますますデ

ジタルトランスフォーメーションになっていく中で、そういったレガシーな人材やコス

トを重要インフラにもかけられなくなっていく。そこで、どこに軟着陸させるかが課題

になると思う。 

 OT のカルチャーについても、長年保安に携わっていた人に考え方を変えろと言っても

無理であろう。品質管理を行っている業界団体などに働きかけるのがよいかもしれない。 
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２.３ 有識者会議の開催 

 本事業の実施に際して、事業内容に合わせて次の会議体の設置及び支援を行った。 

 

（１）セキュリティ人材活躍モデル検討ワーキンググループ 

 本事業において検討すべき、企業においてセキュリティ業務に従事する人材の役割やスキル定

義等を可視化するための指標に関して優れた知見をもつ次表の方々を委員とするワーキンググル

ープを設置し、受託者を事務局として計５回の会合開催を通じて検討を行った。 

表 1 委員一覧 

対象者名 
（敬称略） 

所 属 

荒川 大 
株式会社 ENNA 代表取締役 

一般社団法人サイバーリスク情報センター 事務局長 

武智 洋 
日本電気株式会社 サイバーセキュリティ戦略本部 主席技術主幹 

一般社団法人サイバーリスク情報センター 代表理事 

平山 敏弘 
株式会社アイ・ラーニング バリュークリエーション部 エグゼクティブ・コンサルタント 

一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 主任研究員 

持田 啓司 
株式会社ラック 理事 

情報セキュリティ教育事業者連絡会（ISEPA）代表 

 

表 2 開催状況 

時期 回 おもな議題 

2019 年 7 月 29 日～ 
8 月 2 日（持ち回り開催） 

第１回 ① ITSS＋（セキュリティ領域）見直しの方向性について 

2019 年 8 月 7 日 第２回 
① ITSS＋（セキュリティ領域）見直しの方向性について 
② 登録セキスペの人材像について 

2019 年 9 月 30 日 第３回 
① ITSS+（セキュリティ領域）の構成について 
② ヒアリング調査を通じて明らかにすべき事項について 

2019 年 11 月 29 日 第４回 
① ITSS+（セキュリティ領域）の構成について 
② 本年度の成果物について 

2019 年 12 月 17 日 第５回 
① ITSS+（セキュリティ領域）の構成について 
② ITSS+（セキュリティ領域）におけるスキルの考え方について 
③ モデルキャリア調査について 
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（２）サイバーセキュリティ人材政策に関する非公式勉強会 

 経済産業省にて実施するサイバーセキュリティ人材関連政策について、関連する産学官の関係

者による意見交換の場として開催される非公式会合であり、１回あたり約 30 名が参加している。

このうち本事業期間中に開催された３回の会合について、議事録の作成及び資料作成の支援を実

施した。 

表 3 参加組織等一覧 

分類 参加組織等 

産業界 

 一般社団法人日本経済団体連合会 

 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 

 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 

 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 

教育機関 
 学校法人岩崎学園 情報セキュリティ大学院大学 

 独立行政法人国立高等専門学校機構 

政府機関、公的機関 

 内閣サイバーセキュリティセンター 

 経済産業省 

 独立行政法人情報処理推進機構 

 

表 4 本事業実施中の開催状況 

時期 回 概要 

2019 年 8 月 22 日 第７回 
①本検討会の開催要綱について 
②本検討会における検討内容について 

2019年 10月 29日 第８回 ①情報セキュリティサービスにおけるカテゴリの考え方について 

2020 年 1 月 14 日 第９回 
①情報セキュリティサービスにおけるカテゴリの考え方について 
②次年度以降の進め方について 
③その他 
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２.４ 文献調査 

 以下に本事業において調査対象とした文献の概要を示す。 

 

（１）米国、ＥＵ、英国等におけるサイバーセキュリティ人材の育成・活用に関する文書 

① Initial National Cyber Security Skills Strategy 

 英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省（DCMS）が 2018 年 12 月に公表し、2019 年 5

月に改訂を行った、セキュリティ対策を担う人材におけるサイバーセキュリティに関するスキ

ルのギャップを解消するための戦略である1。構造化され、信頼性が確保された専門性の確立に

向けて、サイバーセキュリティスキルの定義、サイバーセキュリティカウンシルの設置、教育・

トレーニングに関するエコシステムの構築などの方針を示すほか、デジタル経済活動にサイバ

ーセキュリティ機能を組み込んでいくための、人材トレーニングや認証制度、情報提供、及び

サイバーセキュリティコミュニティとのパートナーシップの確立など取組を行うことが謳われ

ている。 

 

② Supporting the Growth and Sustainment of the Nation's Cybersecurity Workforce 

 米国の商務省及び国土安全保障省より 2018 年 5 月に公表された、政府機関におけるサイバ

ーセキュリティ関連業務に従事する人材に関するレポートである2。サイバーセキュリティ分野

のスキルや資格を持つ人材への需要は高まっており、給与水準も高まりつつあることで待遇面

で政府機関におけるポジションの魅力が低下している一方、女性やマイノリティ、退役軍人、

中等教育機関の卒業者などにとっては雇用機会となる可能性があるとの調査結果を示すととも

に、サイバーセキュリティに関する教育と能力開発プログラムへの投資、キャリアパスの整備

などを勧告している。本レポートを踏まえて導入される教育プログラムで用いられる人材像や

育成カリキュラム等については、我が国でも参考にする必要があると考えられる。 

 

③ Special Publication 800-181 

 米国国立標準技術研究所（NIST）が 2017 年 8 月に公表した、米国政府機関におけるサイバ

ーセキュリティに専門性を有する人材の確保・育成を目的としたフレームワークである3。これ

まで National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Cybersecurity Workforce 

Framework として公開されていたものが改訂、拡充され、この版より NIST の Special 

Publications シリーズの一環として扱われるようになった。⑧に示すセキュリティ知識分野

                                                  
1 https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-skills-strategy 
2 https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2018/07/24/eo_wf_report_to_potus.pdf 
3 https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/resources/nice-cybersecurity-workforce-framework 
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（SecBoK）人材スキルマップ 2017 年版は、2013 年に公表された本フレームワークのバージ

ョン 1.0 に準拠している。今回の改訂では、従来公表されていなかった作戦行動や情報収集な

ど、インテリジェンス系のタスクや知識・スキル・能力等の定義が拡充されている。 

 本フレームワークはサイバーセキュリティに関わる人材の役割、役割ごとのタスク、役割ご

との知識・スキル・能力で構成される。このうち人材の役割として挙げられている 52 種類につ

いて、役割名称と定義内容を和訳したものを次表に示す。これらの役割は米国政府機関におい

て実際に用いられているものがベースとなっており、一部の内容が重複する役割が異なる名称

で定義されているものも含まれる。軍事機関や諜報機関を含む米国政府の業務をベースに整理

されていることと、民間企業においても米国と日本とでは企業におけるサイバーセキュリティ

関連の役割構成が異なると考えられることから、そのまま国内に適用できない場合もある点に

留意が必要であるが、①において本フレームワークを分類や用語定義に利用することが推奨さ

れており、本フレームワークで定義されている役割やタスク、それらで求められる知識・スキ

ルを把握しておくことは有用である。 

表 5 Special Publication 800-181 における役割定義 

分類 専門領域 役割名 役割定義 

セキュ

アな供

給 

リスクマネジメント 

1 
許可権限者/指定代理

人 

組織の業務（ミッション、機能、イメージ、評判を含む）、組織資産、個人、

その他の組織、国家に許容可能なレベルで情報システムを運用する責

任を正式に負う権限を持つ上級管理職または役員。 

2 
セキュリティ管理策査

定者 

NIST SP800-37で定義される管理策の全体的な有効性を判断するた

めに、情報システム内で採用された管理、運用、および技術的セキュリテ

ィ管理策と管理策強化に関する独立した包括的評価を実施する。 

ソフトウェア開発 

3 ソフトウェア開発者 
新しい（または既存の）コンピュータアプリケーション、ソフトウェア、または

特殊なユーティリティプログラムを開発、作成、維持、及び記述/コード化

する。 

4 
セキュアソフトウェア査

定者 

新規または既存のコンピュータアプリケーション、ソフトウェア、または特

殊ユーティリティプログラムのセキュリティを分析し、実用的な結果を提供

する。 

システムアーキテ

クチャ 

5 
エンタープライズアー

キテクト 

企業のミッションニーズをサポートするためのビジネス、システム及び情

報プロセスを開発および維持する。ベースラインおよびターゲットアーキ

テクチャを記述する情報技術のルールおよび要件を開発する。 

6 
セキュリティアーキテク

ト 

組織のミッションやビジネスプロセスを保護するために必要なステークホ

ルダのセキュリティ要件が、参照モデル、セグメント/ソリューションアーキ

テクチャ、およびそれらのミッションやビジネスプロセスをサポートする結

果的なシステムを含むエンタープライズアーキテクチャのあらゆる側面で

適切に対処されるようにする。 

技術研究開発 7 
研究開発スペシャリス

ト 

サイバーセキュリティが完全に統合されていることを保証するために、新

しい機能を開発するためのソフトウェアおよびシステムエンジニアリングと

ソフトウェアシステムを調査する。サイバー空間内のシステムの潜在的な

脆弱性を評価するための包括的な技術研究を実施する。 

システム要件検討 8 
システム要件プランナ

ー 
機能要件を評価し、機能要件を技術的ソリューションに変換するために

顧客にコンサルティングを行う。 

テストと評価 9 
システムテスト・評価ス

ペシャリスト 
テスト結果を分析/報告するだけでなく、仕様や要件に対する結果を評価

するシステムのテストを計画、作成、実行する。 

システム開発 
10 

情報システムセキュリ

ティ開発者 
システム開発のライフサイクルを通じて情報システムのセキュリティを設

計、開発、テスト、評価する。 

11 システム開発者 
システム開発ライフサイクルを通じて情報システムを設計、開発、テスト、

評価する。 
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分類 専門領域 役割名 役割定義 

運用・

保守 

データアドミニスト

レーション 

12 
データベースアドミニ

ストレータ 
安全なストレージ、クエリ、保護、およびデータの使用を可能にするデー

タベース及び/又はデータ管理システムを管理する。 

13 データアナリスト 

セキュリティとプライバシーの洞察を提供するという目的で、複数の異な

るソースからのデータを調べる。モデリング、データマイニング、およびリ

サーチの目的で使用される複雑なエンタープライズ規模のデータセット

のカスタムアルゴリズム、ワークフロープロセス、及びレイアウトを設計、実

装する。 
ナレッジマネジメ

ント 
14 ナレッジマネージャ 

組織が知的財産と情報コンテンツを識別、文書化、アクセスするための

プロセスとツールの管理と管理を担当する。 
カスタマーサービ

ス・テクニカルサポ

ート 
15 

テクニカルサポートス

ペシャリスト 

確立または承認された組織プロセスの構成要素（該当する場合は、マスタ

ーとなるインシデント管理計画）に従って、クライアントレベルのハードウェア

とソフトウェアを利用する支援が必要な顧客に、技術サポートを行う。 
ネットワークサービ

ス 
16 

ネットワーク運用スペ

シャリスト 
ハードウェアおよび仮想環境を含む、ネットワークサービス/システムの計

画、実装、および運用を行う。 

システムアドミニス

トレーション 
17 

システムアドミニストレ

ータ 

システムまたはシステムにおける特定のコンポーネントの設定および保

守（例：ハードウェアおよびソフトウェアのインストール、構成、更新、ユー

ザーアカウントの確立および管理、バックアップおよびリカバリタスクの監

督または実施、運用上および技術上のセキュリティ管理の実装、組織の

セキュリティポリシーと手順への準拠）に関する責任を負う。 
システムアナリシ

ス 
18 

システムセキュリティア

ナリスト 
システムセキュリティの統合、テスト、運用、保守の分析と開発を担当す

る。 

監督・

統制 

法的助言・弁護 

19 
サイバーリーガルアド

バイザー 
サイバー法に関するトピックについて、法的な助言や勧告を行う。 

20 
プライバシーオフィサ

ー/コンプライアンス管

理者 

プライバシーコンプライアンスプログラムとプライバシープログラムスタッフ

を開発、監督し、プライバシーコンプライアンス、ガバナンス/ポリシー、プ

ライバシーとセキュリティの役員とそのチームのインシデント対応のニー

ズを支援する。 

訓練・教育・啓発 
21 

サイバー教育カリキュ

ラム開発者 
教育上の必要に基づき、サイバーセキュリティを対象とする訓練・教育に関

するコース、手法及び技術について開発、立案、調整及び評価する。 

22 
サイバーセキュリティイ

ンストラクター 
サイバーセキュリティ領域における要員の訓練または教育を開発及び主

導する。 

サイバーセキュリ

ティマネジメント 

23 
情報システムセキュリ

ティ管理者 
プログラム、組織、システム等におけるサイバーセキュリティ対策に責任

を負う。 

24 
通信セキュリティ管理

者 
組織の通信リソースまたは暗号鍵管理システムの鍵を管理する。 

戦略立案と方針 

25 
サイバーセキュリティ

要員の育成者・管理

者 

サイバー空間の人材、人材、訓練、教育の要件をサポートし、サイバー

関連のポリシー、原則、教材、編成、教育訓練の要件に対する変化を扱

うためのサイバー空間を対象とする労働力の計画、戦略、指針を開発す

る。 

26 
サイバーセキュリティ

対策方針・戦略の立

案者 

組織のサイバーセキュリティに関するイニシアチブおよび規制遵守をサ

ポートし、それと整合するようなサイバーセキュリティ計画、戦略、および

ポリシーを策定し維持する。 

幹部によるサイバ

ーリーダーシップ 
27 

幹部によるサイバーリ

ーダーシップ 
組織のサイバーおよびサイバー関連の資源及び/又は運用に関する意

思決定を行うとともに、ビジョンと方向性を確立する。 

プログラム/プロジ

ェクトの管理と調

達 

28 
プログラムマネージャ

ー 
プログラムの主導、調整、コミュニケーション、統合を担い、全体の責任を

負う。機関や企業における優先度との整合性を確保する。 

29 
ITプロジェクトマネー

ジャー 
情報技術関連プロジェクトを直接管理する。 

30 
製品サポートマネージ

ャー 
システムと構成要素の準備と運用上の機能を整備し維持するために必

要なサポート機能のパッケージを管理する。 

31 
IT投資/ポートフォリオ

管理者 
ミッションと企業の優先度に関する全体的なニーズに合わせたIT投資の

ポートフォリオを管理する。 

32 ITプログラム監査者 
標準への準拠状況を判断するため、ITプログラムまたはその個々の構

成要素を評価する。 

守備・

防衛 

サイバー防衛分

析 
33 

サイバー防衛アナリス

ト 

さまざまなサイバー防御ツール（IDSのアラート、ファイアウォール、ネット

ワークトラフィックログなど）から収集したデータを使用して、脅威を緩和

する目的で環境内で発生するイベントを分析する。 
サイバー防衛イン

フラサポート 
34 

サイバー防衛インフラ

サポートスペシャリスト 
インフラストラクチャのハードウェアとソフトウェアをテスト、実装、展開、保

守、管理する。 
インシデントレスポ

ンス 
35 

サイバー防衛インシデ

ント対応者 
ネットワーク環境またはエンクレーブ内のサイバーインシデントを調査、

分析、および対応する。 
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分類 専門領域 役割名 役割定義 

脆弱性の診断と

管理 
36 脆弱性診断アナリスト 

ネットワーク環境内のシステムとネットワークの評価を実施し、それらのシ

ステム/ネットワークが受け入れ可能な構成、特殊又はローカルなポリシ

ーから逸脱している場所を特定する。既知の脆弱性に対する多層防御

アーキテクチャの有効性を評価する。 

分析 

脅威分析 37 脅威/警告アナリスト 
高度にダイナミックなオペレーティング環境の状況を把握するためのサイ

バー指標を開発する。サイバー脅威/警告評価を収集、処理、分析、お

よび普及させる。 

エクスプロイト分析 38 
エクスプロイトアナリス

ト 

サイバー収集や準備活動を通して満足できるアクセスと収集のギャップ

を特定するために協働する。認可されたすべてのリソースと分析手法を

活用して、対象とするネットワークに作用させる。 

全情報源分析 

39 全情報源アナリスト 
1つまたは複数の情報源からのデータ/情報を分析して環境の準備を行

い、情報の要求に応え、計画と運営を支援するためにインテリジェンスの

収集と生産の要件を提供する。 

40 
ミッション評価スペシャ

リスト 

評価計画とパフォーマンス/有効性の尺度を作成する。サイバーイベント

に必要な戦略的および運用的な効果評価を実施する。システムが期待

どおりに実行されたかどうかを判断し、運用の有効性を判断するための

インプットを提供する。 

標的 

41 ターゲット開発者 

ターゲットシステムを分析し、外部の情報ソース及び/又はインテリジェン

スの情報源からの入力を含めるための電子ターゲットのフォルダを構築

および/または維持する。パートナーのターゲット活動や情報機関と連携

し、査定と検証の候補となるターゲットを提示する。 

42 
標的ネットワークアナリ

スト 

ターゲットの継続性を保証するための収集およびオープンソースデータ

の高度な分析を行う。ターゲットとその活動をプロファイルする。より多く

のターゲット情報を得るための技術を開発する。ターゲットテクノロジ、デ

ジタルネットワーク、およびそれらのアプリケーションに関する知識に基

づいて、ターゲットを通信、移動、操作、および活かす方法を決定する。 

言語分析 43 
複数分野の言語アナ

リスト 

言語、声、および/またはグラフィック素材から得られたインテリジェンス情

報を処理、分析、および/または普及するために、ターゲット/脅威および技

術的知識を言語および文化の専門知識に適用する。サイバーアクション

の実行をサポートし、重要な知識の共有を確実にするために、言語特有

のデータベースと作業補助を作成および維持する。外国語集約的または

学際的なプロジェクトにおける専門分野の専門知識を提供する。 

作戦行

動・情

報収集 

情報収集に関す

る作戦行動 

44 
全情報源の収集マネ

ージャー 

収集機関と環境を識別する。収集管理に優先情報要件を組み込む。リ

ーダーシップの目的を達成するためのコンセプトを開発する。利用可能

なコレクション資産の機能を決定し、新しいコレクション機能を識別する。

収集計画を立て、普及させる。収集計画の効果的な実行を保証するた

めに、タスク収集の実行を監視する。 

45 
全情報源の収集要件

マネージャー 

収集操作を評価し、収集を改善するために利用可能な情報源と方法を

使用して、効果に基づく収集要件戦略を策定する。収集要件の提出を

開発、処理、検証、調整する。収集資産と収集操作のパフォーマンスを

評価する。 

サーバーセキュリ

ティ作戦行動計画 

46 
サイバーインテリジェ

ンスプランナー 

サイバーオペレーションの要件を満たすための詳細なインテリジェンス計

画を作成する。サイバー作戦行動プランナーと協力して、収集と分析の

要件を特定、検証、課金する。ターゲティングの選択、検証、同期、およ

びサイバーアクションの実行に参加する。サイバースペース内の組織目

標を支援するために情報活動を同期させる。 

47 
サイバー作戦行動プ

ランナー 

他の企画者、運営者、アナリストとの連携を通じて、適用可能なサイバー

オペレーションの実施またはサポートのための詳細な計画を策定する。

選択、検証、同期のターゲティングに参加し、サイバーアクションの実行

中に統合を可能にする。 

48 
パートナーインテグレ

ーションプランナー 

サイバーオペレーションパートナー間の組織または国境を越えた協力を

進めるために働く。統合されたサイバー行動の目標を達成するためのベ

ストプラクティスを開発し、組織の支援を促進するためのガイダンス、リソ

ース、協働を提供することで、パートナーのサイバーチームの統合を支

援する。 

サイバーセキュリ

ティ作戦行動 
49 

サイバー作戦行動要

員 

関心をもったターゲットを利用、発見、追跡するシステムの収集、処理、

および/または地理的位置付けを行う。ネットワークナビゲーション、戦術

的フォレンジック分析を実行し、指示されたときにネット上で操作を実行

する。 
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分類 専門領域 役割名 役割定義 

捜査 

サイバー捜査 50 サイバー犯罪捜査員 
制御され、文書化された分析および調査技術を使用して、証拠を特定、

収集、調査、および保存する。 

デジタル・フォレン

ジック 

51 
法執行/カウンターイン

テリジェンスフォレンジ

ックアナリスト 

サイバー侵入事件に関連するデジタルメディアとログを含めるために、ド

キュメンタリーまたは物理的証拠を確立するコンピュータベースの犯罪に

関する詳細な調査を実施する。 

52 
サイバー防衛フォレン

ジックアナリスト 
デジタル証拠を分析し、コンピュータセキュリティインシデントを調査し、

システム/ネットワークの脆弱性緩和を支援する有益な情報を導き出す。 

（出所）Special Publication 800-181 における役割定義をもとに、みずほ情報総研にて和訳 

 

（２）日本の政府機関や独立行政法人が公表しているサイバーセキュリティ人材の育成・活用に

関する文書 

① 産業サイバーセキュリティ強化へ向けたアクションプラン 

 経済産業省より平成 30 年 5 月に公表された、産業分野におけるサイバーセキュリティ対策を

強化するためのアクションプランである4。「サプライチェーンサイバーセキュリティ強化パッ

ケージ」「サイバーセキュリティ経営強化パッケージ」「サイバーセキュリティ人材育成・活躍

促進パッケージ」「セキュリティビジネスエコシステム創造パッケージ」の４つのアクションで

構成され、うち３番目の「サイバーセキュリティ人材育成・活躍促進パッケージ」における取

り組みの一環として本調査も実施されている。 

 

② サイバーセキュリティ人材の育成に関する施策間連携ワーキンググループ報告書 

 内閣サイバーセキュリティセンターより平成 30 年 5 月に公表された、同ワーキンググループ

において 3 回にわたって検討された内容をとりまとめた報告書である5。後述⑩を含む複数の文

献を参照した上で、今後企業において育成すべき人材像として「戦略マネジメント層」「実務者

層・技術者層」を定義し、それぞれの役割やキャリアパス等についての検討を行っている。さ

らにそれぞれの人材を育成するためのモデルカリキュラム案も提案している。次に示す⑤とと

もに、本調査で扱う「戦略マネジメント層」を定義している元文献として位置付ける必要があ

る。 

 

③ 平成 29 年度企業において育成すべき人材の知識・スキル及びカリキュラムに関する調査 

 内閣サイバーセキュリティセンターより平成 30 年 3 月に公表された、企業においてサイバー

セキュリティ対策を担う人材に求められる知識・スキル及びそれらの人材の育成のためのカリ

キュラムに関する調査結果をとりまとめた報告書である6。同報告書では、本項で扱う文献②⑥

⑧⑩⑪⑫をはじめとする関連資料をもとに、企業におけるサイバーセキュリティに関する組織

                                                  
4 https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/sangyo_cyber/pdf/002_03_00.pdf 
5 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/pdf/jinzai-sesaku2018set.pdf 
6 https://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/curriculum_honbun.pdf 



 

 29

体制、体制内の役割とそれを担う人材像、必要とされる知識・スキル、育成のためのカリキュ

ラムについて整理・分析を行った上で、有識者ヒアリングや政府機関における議論の整理結果

をもとに、④で整理されている「戦略マネジメント層」や「実務者層・技術者層」の役割や必

要な知識・スキル等の定義に関する背景的な検討の結果をとりまとめている。このように、本

文献は④の根拠資料として位置付けられるものである。 

 

④ ITSS+ セキュリティ領域 

 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）より平成 29 年 4 月に公表された、第 4 次産業革命に

向けて求められる新たな領域の“学び直し”の指針である7。平成 30 年 4 月時点で「データサ

イエンス領域」「セキュリティ領域」「IoT ソリューション領域」「アジャイル領域」の４領域が

定義されている。このうちセキュリティ領域では、13 種類の専門分野について、求められるス

キルが整理されている。これらの専門分野は、セキュリティ領域の設定と同時に創設された国

家資格である「情報処理安全確保支援士」が従事する業務として想定されている内容を包含し

ている。 

 

⑤ i コンピテンシディクショナリ 2018 

 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）社会基盤センターより平成 30 年 8 月に公表された、

IT を利活用するビジネスに求められる業務を「タスクディクショナリ」として、それを支える

IT 人材の能力や素養を「スキルディクショナリ」として、それぞれ体系化してとりまとめたも

のである8。i コンピテンシディクショナリ（iCD）はそれまであった「IT スキル標準（ITSS）」

「情報システムユーザースキル標準（UISS）」「組込みスキル標準（ETSS）」の３種類のスキル

標準において定められているスキル項目を包含させた上で追加するとともに、タスクに関する

項目を追加して整理している。iCD で定義されている情報セキュリティ関連の職種及び専門分

野を次表に示す。 

表 6 iCD 2018 で定義されている情報セキュリティ関連の職種／専門分野 

職種 専門分野 解説 

コンサルタ

ント 

情報リスクマ

ネジメント 

すべてのインダストリに共通する組織ガバナンスと情報リスクマネジメント（事業継続

管理、情報セキュリティマネジメント等）、コンプライアンスの領域における、競争・サ

ービスの差別化の源泉となる専門知識を活用し解決策を提示する。 

                                                  
7 https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itssplus.html 
8 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20180817.html 
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職種 専門分野 解説 

IT アーキテ

クト 

セキュリティ

アーキテクチ

ャ 

ビジネスおよび IT 上の課題を分析し、セキュリティ要件として再構成する。システム

属性、仕様を明らかにし、情報システムの安全性や信頼性をセキュリティ面から実現

する上で最適なアーキテクチャを設計する。設計したアーキテクチャがビジネス及び

IT 上の課題に対するソリューションを構成することを確認するとともに、後続の開発、

導入が可能であることを確認する。 

セキュリティ

アドミニスト

レータ 

情報セキュリ

ティアドミニス

トレータ 

【ミッション】情報セキュリティ戦略やポリシー・ルール策定等を推進する。 

【活動内容】セキュリティの活動領域として以下を実施する。 

●事業戦略策定 

・情報セキュリティ戦略の策定 

●セキュリティ 

・セキュリティ方針の策定 

 IS セキュリテ

ィアドミニスト

レータ  

【ミッション】IS 戦略と情報セキュリティ戦略との相互連携を図る。情報セキュリティ戦

略やポリシーを企画・計画に落とし込み、実装（ないしはその指示）・提供・維持・管

理を行う。 

【活動内容】セキュリティの活動領域として以下を実施する。 

● IT 基盤構築・維持・管理 

・品質統制フレームワークの運営   （各プロジェクトに対するガバナンスの実施） 

・ IS 導入計画の策定 

●セキュリティ 

・セキュリティ基準の策定 

・セキュリティ事故と対応の分析 

・セキュリティ対応の見直し 

インシデント

ハンドラ 

【ミッション】情報セキュリティインシデントについて、インシデントの発生を検知・受付

し、適切に判断・対応することで、被害を極少化する。 

【活動内容】セキュリティの活動領域として以下を実施する。 

●IS 運用 

・セキュリティ管理 

セキュリティ

マネージャ 

組込みセキュ

リティ 

製品に関するリスク対応の観点に基づき、機能安全を含む製品のセキュリティの側

面から、企画・開発・製造・保守などにわたるセキュリティライフサイクルを統括する責

任者。 

情報セキュ

リティマネ

ジメント 

- 

情報システムの利用部門において、情報セキュリティリーダとして、部門の業務遂行

に必要な情報セキュリティ対策や組織が定めた情報セキュリティ諸規程（情報セキュ

リティポリシを含む組織内諸規程）の目的・内容を適切に理解し、情報及び情報シス

テムを安全に活用するために、情報セキュリティが確保された状況を実現し、維持・

改善する。 

情報セキュ

リティ監査

人 

- 

【ミッション】組織の情報セキュリティに係るリスクのマネジメントが効果 的に実施され

るように、リスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備、運用状 況を、情報

セキュリティ監査人が独立かつ専門的な立場から検証又は評価する。 

【活動内容】主な活動領域として以下を実施する。 

●情報セキュリティ監査 

・情報セキュリティ監査準備 

・情報セキュリティ監査契約 

・情報セキュリティ監査方針策定 

・情報セキュリティ監査実施計画策定 

・情報セキュリティ監査実施 

・情報セキュリティ監査意見形成 

・情報セキュリティ監査報告 

・情報セキュリティフォローアップ 

 

⑥ 情報セキュリティスキル強化についての取り組み 

 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）IT 人材育成本部 HRD イニシアティブセンターが平

成 25 年から平成 29 年にわたって取り組んでいる、情報セキュリティ人材の育成に関連する活
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動をまとめたウェブページである9。経済産業省における関連スキル標準の見直し等の施策に対

応した次の検討成果物の紹介が行われている。 

 情報セキュリティに関するスキルの検討 

 情報セキュリティ強化対応スキル指標 

 高度情報セキュリティ教育プログラム 

 IT 人材における情報セキュリティの育成ニーズ・課題調査 

 IT のスキル指標を活用した情報セキュリティ人材育成ガイド（冊子） 

 職場の情報セキュリティ管理者の育成検討 

 職場の情報セキュリティ管理者のためのスキルアップガイド 

 情報セキュリティスキルアップハンドブック～情報セキュリティマネジメント人

材育成のために～ 

 

（３）民間団体が公表しているサイバーセキュリティ人材の育成・活用に関する文書 

① セキュリティ知識分野（SecBoK）人材スキルマップ 2019 年版 

 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（JNSA）が平成 29 年 8 月に公表し

た、情報セキュリティに関する業務に携わる人材が身につけるべき知識とスキルについての体

系的整理の成果物である10。JNSA では平成 15 年以降こうした取り組みを行っているが、2016

年版以降では、情報セキュリティに関する業務のグローバル化を視野に、米国の NICE

（National Initiative for Cybersecurity Education）サイバーセキュリティ人材フレームワー

クが定める知識・スキル・能力に関する項目との対応づけを行っている。また同時に、コンピ

ュータセキュリティインシデント対応チーム（CSIRT）関連の役割に関して、⑫に示す日本コ

ンピュータセキュリティインシデント対応チーム協議会（NCA）による人材定義と共通の内容

となるように配慮している。SecBoK 2019 では、文献(1)③において示した SP800-181 の改訂

に対応するためのスキル項目の改訂が実施されている。同スキルマップにおいて定められてい

る、IT 調達・運用業務を含む情報セキュリティ分野の役割定義の一覧を次表に示す。 

表 7 セキュリティ知識分野（SecBoK）人材スキルマップ 2019 年版における役割定義 

  役割（ロール） 役割定義（ユーザ企業におけるおもな役割） ITSS＋専門分野 

1 
CISO（最高情

報セキュリティ

責任者） 

社内の情報セキュリティを統括する。セキュリティ確保の観点から、CIO
（最高情報セキュリティ責任者）、CFO（最高財務責任者）と必要に応じて

対峙する。 
 

2 
POC（Point of 
Contact） 

社外向けでは JPCERT/CC、NISC、警察、監督官庁、NCA、他

CSIRT 等との連絡窓口、社内向けでは IT 部門調整担当社内の法務、
CSIRT リエゾン 

                                                  
9 https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/security/index.html 
10 https://www.jnsa.org/result/2018/skillmap/ 
https://www.jnsa.org/result/2018/skillmap/ 
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  役割（ロール） 役割定義（ユーザ企業におけるおもな役割） ITSS＋専門分野 
渉外、IT 部門、広報、各事業部等との連絡窓口となり、それぞれ情報連

携を行う。 

3 
ノーティフィケ

ーション 
組織内を調整し、社内各関連部署への情報発信を行う。社内システムに

影響を及ぼす場合には IT 部門と調整を行う。 

4 
コマンダー 

自社で起きているセキュリティインシデントの全体統制を行う。重大なイン

シデントに関しては CISO や経営層との情報連携を行う。また、CISO や

経営者が意思決定する際の支援を行う。 CSIRT コマンド 

トリアージ 事象に対する対応における優先順位を決定する。 

5 

インシデントマ

ネージャー 
インシデントハンドラーに指示を出し、インシデントの対応状況を把握す

る。対応履歴を管理するとともにコマンダーへ状況を報告する。 
インシデントハンド

リング インシデントハ

ンドラー 

インシデントの処理を行う。セキュリティベンダーに処理を委託している場

合には指示を出して連携し、管理を行う。状況はインシデントマネージャ

ーに報告する。 

6 キュレーター 
リサーチャーの収集した情報を分析し、その情報を自社に適用すべきか

の選定を行う。リサーチャーと合わせて SOC（セキュリティオペレーション

センター）とすることが多い。 CSIRT キュレー

ション 
7 リサーチャー 

セキュリティイベント、脅威情報、脆弱性情報、攻撃者のプロファイル情

報、国際情勢の把握、メディア情報などを収集し、キュレーターに引き渡

す。収集のみで分析はしない。 

8 

ソリューションア

ナリスト 

自社の事業計画に合わせてセキュリティ戦略を策定する。現在の状況と

Tobe 像の Fit&Gap からリスク評価を行い、ソリューションマップを作成し

て導入を推進する。導入されたソリューションの有効性を確認し、改善計

画に反映する。 
情報セキュリティ

アナリシス 
セルフアセスメ

ント 
平常時にはリスクアセスメントを行う。インシデント対応時には脆弱性の分

析、影響の調査等に対応する。 

9 脆弱性診断士 
ネットワーク、OS、ミドルウェア、アプリケーションがセキュアプログラミング

されているかどうかの検査を行い、診断結果の評価を行う。 
脆弱性診断 

10 教育・啓発 社内のリテラシーの向上、底上げのための教育及び啓発活動を行う。   

11 
フォレンジック

エンジニア 

システム的な鑑識、精密検査、解析、報告を行う。悪意のある者は証拠

隠滅を図ることもあるため、証拠保全とともに、消されたデータを復活さ

せ、足跡を追跡することも要求される。 

デジタルフォレン

ジクス 

12 
インベスティゲ

ーター 

外部からの犯罪、内部犯罪を捜査する。セキュリティインシデントはシステ

ム障害とは異なり、悪意のある者が存在する。通常の犯罪捜査と同様に、

動機の確認や証拠の確保、次に起こる事象の推測などを詰めながら論

理的に捜査対象を絞っていくことが要求される。 

情報セキュリティ

インベスティゲー

ション 

13 
リーガルアドバ

イザー 
システムにおいてコンプライアンス及び法的観点から遵守すべき内容に

関する橋渡しを行う。  

14 IT 企画部門 
社内のＩＴ利用に関する企画・立案を行う。必要に応じて、ＩＴの利用状況

の調査・分析等を行う。 
情報リスクストラテ

ジ 

15 
IT システム部

門 
社内のＩＴプロジェクトを推進するとともに、アプリケーションシステムの設

計、構築、運用、保守等を担当する。 

情報セキュリティ

アドミニストレーシ

ョン 

16 
情報セキュリテ

ィ監査人 

情報セキュリティに係るリスクのマネジメントが効果的に実施されるよう、リ

スクアセスメントに基づく適切な管理策の整備、運用状況について、基準

に従って検証又は評価し、もって保証を与えあるいは助言を行う。 

情報セキュリティ

監査 

（出所）セキュリティ知識分野（SecBoK）人材スキルマップ 2017 年版から、みずほ情報総研作成 

 

② セキュリティ業務を担う人材のスキル可視化ガイドライン ～プラス・セキュリティ人材の

可視化に向けて～ ＜β版＞ 

 将来的なセキュリティ人材のスキル認定制度構築を念頭に、セキュリティ人材の広範囲な定
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義と、他視点からの判断基準を備えた、スキル判定のための基準である11。事業部門で IT 利活

用しながらセキュリティ確保も担当する「プラス・セキュリティ人材」のスキル可視化は、テ

クニカルスキルのみでの判断ができないため、これまでは困難な状況にあったが、ISACA（情

報システムコントロール協会）等関連団体との密接な連携を通じたマネジメントスキルの判定

項目の導入、業務経験を評価に加味するロジックの開発等を通じて実現した。これをもとに、

シニア IT 人材の登用等の用途における活用等が期待されている。 

 

③ 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 第二期最終報告書 

 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会が平成 30 年 11 月に公表した第二期の検討結

果に関する報告書である12。中間報告の段階で提示していた企業における「セキュリティ統括

人材」の担う役割を「セキュリティ統括室」としてまとめている。こうした背景として、業務

系 IT 以外のシステムにおいて徐々に IT を利活用する事例が多くなり、それに伴い従来の情報

システム部門だけではセキュリティに関しての企画・戦略・管理が難しく、それらをとりまと

める部門が必要になってきていることが挙げられている。第二期最終報告書と合わせて、ユー

ザ企業のサイバーセキュリティ対策に関する体制において、この「セキュリティ統括室」を構

築するための構築・運用キットが公表されている。 

 

④ 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 第二期中間報告書 

 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会が平成 29 年 11 月に公表した、第二期の検討

に関する中間報告書である13。第一期で定義した人材リファレンスに追加する形で、ユーザ企

業において内部的に育成すべき人材キャリアとして、「エキスパート人材」を定義するとともに、

セキュリティ統括（室等）に所属するべき人材ではないかという仮説が設定されている。この

際、セキュリティ統括（室等）に所属することから、エキスパート人材でなく「セキュリティ

統括人材」と呼ぶことも検討されている。この「エキスパート人材」は、セキュリティを行う

べき対象があるところで、対策責任を担う部署に必要であり、対象システムに必要なセキュリ

ティ対策を設計する役割を担うものとされ、④で定義され、本調査の検討対象となっている「戦

略マネジメント層」の役割に近い。 

 

⑤ 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 第一期最終報告書 

 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会が平成 28 年 9 月に公表した、第一期の毛検討

                                                  
11 https://www.jnsa.org/isepa/images/outputs/JTAG_guideline-%CE%B2_190118.pdf 
12 https://cyber-risk.or.jp/cric-csf/report/CRIC-CSF-2nd-Final-Report.pdf 
13 https://cyber-risk.or.jp/cric-csf/report/CRIC-CSF-2nd-Interim-Report.pdf 
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に関する最終報告書である14。企業におけるセキュリティ関連活動を機能として洗い出し、そ

れぞれの機能を実施していくために必要な役割（担当）として、次表の 30 種類を定義するとと

もに、関わる業務との関係を人材定義リファレンスとして整理している。 

表 8 サイバーセキュリティ機能を担う役割（担当）の一覧 

カテゴリ 役割（担当） 

情報システム部門におけ

るサイバーセキュリティ機

能を担う役割（担当） 

管理職 

CISO/CRO.CIO 等 

サイバーセキュリティ統括（室等） 

システム部門責任者 

システム管理者 

ネットワーク管理者 

CSIRT 責任者 

セキュリティ担当職 

サイバーセキュリティ事件・事故担当 

セキュリティ設計担当 

構築系サイバーセキュリティ担当 

運用系サイバーセキュリティ担当 

CSIRT 担当 

SOC 担当 

ISMS 担当 

担当職 

システム企画担当 

基幹システム構築担当 

基幹システム運用担当 

WEB サービス担当 

業務アプリケーション担当 

インフラ担当 

サーバ担当 

DB 担当 

ネットワーク担当 

サポート・教育担当 

ヘルプデスク担当 

情報システム部門以外

のセキュリティ担当職 
監査・個人情報保護 

監査責任者 

監査担当 

特定個人情報取扱責任者 

特定個人情報取扱担当 

個人情報取扱責任者 

個人情報取扱担当 

（出所）サイバーセキュリティ人材育成検討会人材定義リファレンスをもとに、みずほ情報総研作成 

 

⑥ CSIRT 人材の定義と確保 Ver.1.5 

 日本コンピュータセキュリティインシデント対応チーム協議会（NCA）が平成 29 年 3 月に

                                                  
14 https://cyber-risk.or.jp/sansanren/xs_20160914_01_Report_1.0.pdf 
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公表した、CSIRT 組織が何をすべきか、必要な人材はどのように確保するのか、確保した人材

をどのように育成するかを明確化することを目的とする人材ワーキンググループの活動成果物

である15。同文献が定める CSIRT 業務の機能別整理例を次表に示す。 

表 9 「CSIRT 人材の定義と確保 Ver.1.5」が定める CSIRT 業務の機能別整理例 

機能分類 役割名称 業務内容 

情報共有 

社外 PoC（Point of Contact）：自組織外連絡

担当 
NCA、JPCERT/CC、CSIRT、警察、監督官庁、

等々との情報連携 
社内 PoC：自組織内連絡担当、IT 部門調整

担当 
法務、渉外、IT 部門、広報、各事業部、等々との情報

連携 
リーガルアドバイザー：法務部 CSIRT 担当 コンプライアンス、法的内容とシステム間の翻訳 
ノーティフィケーション担当：自組織内調整・情

報発信担当 
各関連部署との連絡ハブ、情報発信 

情報収

集・分析 

リサーチャー：情報収集担当、キュレーター：

情報分析担当 
定例業務、インシデントの情報収集、各種情報に対

する分析、国際情勢の把握 

脆弱性診断士：脆弱性の診断担当 
OS、ネットワーク、セキュアプログラミングの検査、診

断 

脆弱性診断士：脆弱性の評価担当 
OS、ネットワーク、セキュアプログラミング診断結果の

評価 

セルフアセスメント担当 
平時のリスクアセスメント、有事の際の脆弱性の分析、

影響の調査 

ソリューションアナリスト：セキュリティ戦略担当 
ソリューションマップ作成、FiT&Gap 分析、リスク評

価、有事の際の有効性評価 

インシデン

ト対応 

コマンダー：CSIRT 全体統括 
CSIRT 全体統括、意思決定、社内 PoC、役員、

CISO、または経営層との情報連携 
インシデントマネージャー：インシデント管理担

当 
インシデントの対応状況の把握、コマンダーへの報

告、対応履歴把握 

インシデントハンドラー：インシデント処理担当 インシデント現場監督、セキュリティベンダーとの連携 

インベスティゲーター：調査・捜査担当 
捜査に必要な論理的思考、分析力、自組織内システ

ム理解力を使った内偵 

トリアージ担当：優先順位選定担当 事象に対する優先順位の決定 

フォレンジック担当 
証拠保全、システム的な鑑識、足跡追跡、マルウェア

解析 
自組織内

教育 
教育担当：教育・啓発担当 自組織内のリテラシー向上、底上げ 

（出所）CSIRT 人材の定義と確保 Ver.1.5 から、みずほ情報総研作成 

 

⑦ セキュリティ業務を担う人材の現状調査報告書（2018 年上期調査）V1.2 

 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（JNSA）の下部組織である情報セ

キュリティ教育事業者連絡会（ISEPA）が平成 30 年 11 月に公表した、自組織を守る立場のセ

キュリティ担当者のスキル強化や待遇などの実態についてインタビュー調査を実施した結果に

関する報告書である16。13 種類のケースについて、業務内容、体制、セキュリティ業務を行う

                                                  
15 http://www.nca.gr.jp/activity/imgs/recruit-hr20170313.pdf 
16 https://www.jnsa.org/isepa/images/outputs/JTAGreport2018_1H_1.2.pdf 
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ことに関する経験談（よかったこと、悩んだこと、処遇等）、キャリアパス（きっかけ等）につ

いて、いずれも企業を特定できない形でまとめている。 
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２.５ 政府会議等における議論の把握 

 本調査の実施期間中に開催された会議等のうち、議論の把握を行ったものを示す。 

 

（１）経済産業省：産業サイバーセキュリティ研究会関連 

① 第 1 回『第 2 層：フィジカル空間とサイバー空間のつながり』の信頼性確保に向けたセキュ

リティ対策検討タスクフォース（開催日：2019 年 8 月 2 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告が行われた。 

 IoT の進展に伴う新たなセキュリティ上の脅威として、新たにつながるデバイス、ドロ

ーン・航空機の脅威等のリスクについて紹介 

 

② 第 2 回『第 2 層：フィジカル空間とサイバー空間のつながり』の信頼性確保に向けたセキュ

リティ対策検討タスクフォース（開催日：2019 年 11 月 27 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告が行われた。 

 IoT の調達におけるセキュリティ対策に関する海外での検討状況を紹介 

 

③ 第 1 回『第 3 層：サイバー空間におけるつながり』の信頼性確保に向けたセキュリティ対策

検討タスクフォース（開催日：2019 年 7 月 31 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告が行われた。 

 データを守るためのセキュリティ対策やプライバシー保護対策に関する国内外の取組に

ついて紹介 

 

④ 第 2 回『第 3 層：サイバー空間におけるつながり』の信頼性確保に向けたセキュリティ対策

検討タスクフォース（開催日：2019 年 12 月 17 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告・検討が行われた。 

 データマネジメントに関するフレームワークやデータガバナンスに関する事例を紹介 

 データマネジメントの観点からのセキュリティ要件の考え方について議論 

 

⑤ 第 1 回サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タス

クフォース（開催日：2019 年 9 月 5 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の検討が行われた。 

 企業における実効的なソフトウェアの管理手法について 

 

⑥ 第 2 回サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タス
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クフォース（開催日：2019 年 11 月 6 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の検討が行われた。 

 企業における脆弱性対応手法について 

 

⑦ 第 3 回サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タス

クフォース（開催日：2019 年 12 月 4 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の検討が行われた。 

 企業における OSS 利活用について 

 

⑧ 第 5 回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ 2 

（開催日：2020 年 1 月 15 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の紹介・検討が行われた 。 

 コーポレートガバナンスの一環としてのサイバーセキュリティ経営の位置付け 

 サイバーセキュリティ経営ガイドラインベースの可視化ツールの紹介 

 中小企業向け「サイバーセキュリティお助け隊」の実証状況の紹介 

 地方版コラボレーション・プラットフォームの紹介 

 本事業における取組の紹介 

 戦略マネジメント層の育成に関する取組の紹介 

 サイバーセキュリティに関する国際協調の取組の紹介 

 日本経済団体連合会における取組の紹介 

 大阪商工会議所におけるサイバー攻撃対策支援の取組の紹介 

 

⑨ 第 4 回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ 3 

（開催日：2019 年 8 月 2 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告が行われた 。 

 Proven in Japan（検証基盤）構想の紹介 

 中小企業向けセキュリティ製品の検証事業の紹介 

 

（２）内閣サイバーセキュリティセンター関連 

① サイバーセキュリティ関係法令の調査検討等を目的としたサブワーキンググループ 

（開催日：2019 年 2 月 8 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の報告が行われた 。 

 政府情報システムにおけるクラウドサービスのセキュリティ評価制度の基本的枠組みに
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ついての報告 

 サイバーセキュリティ協議会の取組状況についての報告 

 

② 普及啓発・人材育成専門調査会 第 12 回会合（開催日：2020 年 3 月 18 日） 

 本調査の対象分野に関係する話題として、次の検討及び報告が行われた 。 

 各府省庁における普及啓発に関する取組状況の報告 

 『戦略マネジメント人材育成』に関する現状と課題についての報告 

 サイバーセキュリティ関係法令の調査検討等を目的としたサブワーキンググループ検討

結果の報告 

 「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック」の紹介 
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３．企業におけるセキュリティ体制の構築と人材の確保・育成に向けた検討 

３.１ 企業調査結果を踏まえた成果物の作成 

 ２．１に示した企業調査をもとに、本事業では次に示す２種類の成果物を作成した。 

 

３.１.１ ユーザ企業におけるセキュリティ人材・体制の確保に関するプラクティス集 

 主に企業調査の結果をもとに、ユーザ企業におけるセキュリティ成熟度に応じたセキュリティ

人材・体制の確保に関するプラクティスを、他社にとって参考になる形で整理した。この結果を

付録１に示す。 

 整理に当たっては、「セキュリティ成熟度」と「セキュリティ人材の充足度」による 9 象限の分

類を活用し、各プラクティスのインデックスとした。自社の成熟度を確認したうえで、自社が目

指したい象限にステップアップするための参考として活用することが可能である。 

 

 

図 3 セキュリティ体制に関するプラクティスの分布 

 

 

図 4 セキュリティ人材に関するプラクティスの分布 

 



 

 41

 本項では、プラクティスを通じて明らかになったポイントについて考察する。調査を通じて、

それぞれ次のような知見を得た。 

 

（１）セキュリティ体制の確保について 

 セルフチェックリストの机上確認では見えないことが、現場との対話で浮かび上がる。定期

的な現場訪問が重要。 

 複雑なツリー構造に分岐したグループ会社のガバナンスは、親会社が責任をもって子会社の

面倒を見る。グループの隅々にまでリスク管理の PDCA を浸透させる。 

 セキュリティリスクのコントロールとして 3 つの防衛線によるリスク管理体制を構築。役員

レベルでも体制を分離し、それぞれの防衛線の役割に専念。 

 経営ガイドラインの項目を「全部実施」するための組織・制度を設計。情報システム/製品・

サービス/生産の 3 つの SIRT を中央の統括組織でガバナンス。 

 目指すは「現場の自走自立化」。分野別の既存組織に置いた”X”-CIRT とセキュリティ専門

組織とをバーチャルに束ねることでスピードと実効性をアップする。 

 集権型と連邦型を組み合わせ、現場に権限と責任を持たせる。実践可能性を意識し、各組織

のレベルにあわせたルール設定を行い、組織全体をレベルアップさせる。 

 

（２）セキュリティ人材の確保について 

 セキュリティ人材の不足は解消に時間がかかる課題。企業としては内部人材と外部人材を適

材適所でバランスよく配置しセキュリティ対策の PDCA をまわすことが重要。 

 経営層に対する意識向上策として、疑似攻撃など第三者による評価実施と結果報告。経営層

の意識付けにより「自分事」の経営リスクとしてとらえるように仕向けていく。 

 現場のリスク感度を上げるには、自社の業務に沿ってリスクを嚙み砕いて伝えることが大切。

同時にセキュリティ人材育成は「自分でやってみる」「仕組みを理解する」ことが重要。 

 リスクの大きいサイバーセキュリティに対応できるよう、BCP 対策として組織横断的な施策

を策定。事業部門と対応マニュアルを作成するだけでなく、役員レベルの訓練も実施。 

 セキュリティ担当者の育成は「経験」が最重要。不足する経験は、外部コミュニティにおけ

る他社事例等の最新情報の交換を通じて、リスクの感度をあげてゆくことが効果的。 

 

 今回の調査を通じて、ユーザ企業においては成熟度が高くなると、ガバナンスの体制構築から

さらに一歩踏み込んで、ガバナンスの実効性や効率性を高めたり PDCA を回すために、集権的な

ガバナンスをとりつつも各事業特性を踏まえた連邦型（現場の自走自立化）を進めるなどの工夫

がみられた。また、グループ全体のガバナンス強化の課題は、親会社が責任をもって子会社の面



 

 42

倒を見たり、セキュリティ組織が積極的に現地に赴き現場とコミュニケーションをとったりする

などの工夫がみられた。 

 しかしながら、このセキュリティ体制を機能させるための人材面においては、自社のリスクを

マネジメントするうえで自社内にセキュリティ人材の確保は不可欠であるものの、実態としては

人材が不足しており、その解消には時間がかかる、あるいは採用は困難であることが確認できた。

今後は採用が困難である前提の中で、どのように人材を育成していくかなどに焦点をあてた検

討・施策が求められると考える。 

 

３.１.２ ユーザ企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集 

 プラクティス集として体系的に整理することは困難ながら、ユーザ企業が体制整備や人材の育

成を行う際に参考となる知見やノウハウを、プラクティス集とは別にティップス集としてとりま

とめた。この結果を付録２に示す。 
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３.２ セキュリティ人材の役割・スキル定義・キャリアパス等の整理 

 ２．４における文献調査の結果、及び２．３に示した有識者会議における議論の結果をもとに、

おもにユーザ企業においてセキュリティ人材が担う役割と求められるスキル、キャリアパスにつ

いて整理・検討した結果を示す。 

 

３.２.１ セキュリティ人材の役割定義 

 本事業の実施期間と並行して、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）にて ITSS＋（セキュリ

ティ領域）（以下、領域名を省略して「ITSS＋」という。）の改訂が行われた。本事業では企業に

求められるセキュリティ機能を果たす人材の役割を、必要な知識・スキルと紐づけ、共通言語化

するための手段としてこれに着目し、既存の ITSS＋の専門分野との継承性や、民間で開発された

基準等における役割（ロール）定義との整合性を考慮しつつ、ユーザ企業において今後こうした

人材が活躍する分野として 17 種類の定義を行った。この結果を次図に示す。 

 

 

図 5 ITSS＋改訂案におけるセキュリティ関連分野の整理図 

 これらの分野は、有識者会合における次のような議論の結果に基づいて定義されている。 

 分野は上図左手の「タスクに対応するセキュリティ関連分野」に示す次の３種類に区分され

る。 

 デジタル（IT／OT／IoT）：これまでいわゆる IT 人材が担うとされてきた、システムア

ーキテクトやシステムデベロッパー及びシステムアドミニストレータ等の役割に対応す
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る分野である。DX の進展に伴い、IT にとどまらず、OT や IoT の設計・開発・運用等

を担う人材がそれぞれの業務の中でセキュリティ対策関連のタスクを担うと見込まれる

ことから、これらを包括する呼称として「デジタル」を用いている。 

 セキュリティ：この分野には、セキュリティ対策そのものが主たるタスクとなるような

役割が含まれる。 

 その他：経営リスクマネジメントや法務等、これまでセキュリティ関連として扱われな

かった役割についても、今後はセキュリティの知識・スキルが必要となる場面が増える

と見込まれることから、ITSS＋の分野に含めることが適切とされた。さらに事業ドメイ

ンについても、DX では事業部門主導の場合が多いことを考慮して、独立した分野とし

て定義されている。このような「その他」に相当する分野を ITSS＋に含めて可視化する

ことで、企業において必要となるセキュリティ機能を誰が担うかの役割分担が適切な形

で行われやすくなる効果が期待される。 

 図上部の「経営層」「戦略マネジメント層」「実務者・技術者層」は、内閣サイバーセキュリ

ティセンター（NISC）によるサイバーセキュリティ人材の分類に基づいている。企業におけ

るセキュリティ機能としてみると、「セキュリティ経営（CISO）」と「セキュリティ統括」の

両者に大きな違いはないが、それぞれの立場の違いで担当するタスクも異なってくることか

ら、異なる分野として定義されている。事業ドメインを２つの分野に分けているのも同様の

理由に基づく。 

 各分野の名称においては、名称からできるだけ誤解が生じないようなものを選択している。 

 「デジタル」を含む分野は、いずれも OT や IoT もセキュリティ対策の対象として考慮

する必要があることを示す。 

 「デジタルシステムストラテジー」は、「デジタルストラテジー」とした場合に DX 戦略

を担う人材と誤解されることを避けるために「システム」を含むようにしている。 

 「プロダクト」には必ずしも物理的な形をもつ製品に限らず、ソフトウェアやネットワ

ーク経由でのサービス提供等の形態を含む。デジタル機器のアーキテクチャが多様化す

る一方で、「システム」や「ソフトウェア」等の用語が限定的な印象を与える恐れがある

ことから、必要に応じて上述のようにサービスを含む旨の注釈を沿えることを前提とし

て「プロダクト」という用語を選定することとした。 

 「デジタルプロダクトマネジメント」は運用に相当する役割を含むが、「運用」という用

語を用いることで、従来のシステムオペレーション的な限定的な印象を与えることを避

けるためにマネジメントとしている。 

 「セキュリティ調査分析・研究開発」には「アナリスト」や「リサーチャー」に相当する役

割を含む。 



 

 45

 各分野に対応するセキュリティのタスクは次表の通りである。 

表 10 各分野に対応するセキュリティ関連タスク及び機能 

 

 

  

区分 分野名 セキュリティ関連タスクの例 担当部署／機能の例（⻘字は社外ベンダー等）

経
営
層

デジタル IT経営（CIO/CDO）
セキュリティ意識啓発、対策⽅針の指⽰、セキュリティポリシー・
予算・対策実施事項の承認 等 経営者セキュリティ セキュリティ経営（CISO）

その他 企業経営（取締役）

戦
略
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層

デジタル
システム監査 システム監査、報告・助⾔ 等 内部監査部⾨、監査サービスベンダー

デジタルシステムストラテジー デジタル事業戦略⽴案、システム企画、要件定義・仕様書作
成、プロジェクトマネジメント 等

経営企画部⾨、IT企画部⾨
情シス部⾨の企画機能

セキュリティ

セキュリティ監査 セキュリティ監査、報告・助⾔ 等 内部監査部⾨、監査サービスベンダー

セキュリティ統括
セキュリティ教育・普及啓発、セキュリティ関連の講義・講演、セ
キュリティリスクアセスメント、セキュリティポリシー・ガイドラインの策
定・管理・周知、警察・官公庁等対応、社内相談対応、イン
シデントハンドリング 等

セキュリティ統括室、CSIRT
セキュリティ委員会
情シス部⾨のセキュリティ対策機能

その他

経営リスクマネジメント 経営リスクマネジメント、BCP／危機管理対応、記者・広報対
応、施設管理・物理セキュリティ、内部犯⾏対策 等

リスクマネジメント部署
経営企画部署、総務部署等のリスクマネジメント機能

法務 デジタル関連法令対応、コンプライアンス対応、契約管理 等 法務部署、総務部署の法務担当

事業ドメイン（戦略・企画・調達） 事業特有のリスクの洗い出し、事業特性に応じたセキュリティ対
応、サプライチェーン管理 等 事業部⾨の企画機能

実
務
者
・
技
術
者
層

デジタル

デジタルシステムアーキテクチャ セキュアシステム要件定義、セキュアシステムアーキテクチャ設計、
セキュアソフトウェア⽅式設計、テスト計画 等

情シス部⾨の設計機能
IT/OTベンダー

デジタルプロダクト開発※ 基本設計、詳細設計、セキュアプログラミング、テスト・品質保
証、パッチ開発 等

情シス部⾨の開発・保守機能
IT/OTベンダー

デジタルプロダクトマネジメント※ 構成管理、運⽤設定、利⽤者管理、サポート・ヘルプデスク、
脆弱性対策・対応、インシデントレスポンス 等

情シス部⾨の運⽤機能
IT/OT/セキュリティベンダー

セキュリティ

脆弱性診断・ペネトレーションテスト 脆弱性診断、ペネトレーションテスト 等 情シス部⾨の運⽤機能
脆弱性診断サービスベンダー

セキュリティ監視・運⽤ セキュリティ製品・サービスの導⼊・運⽤、セキュリティ監視・検
知・対応、インシデントレスポンス、連絡受付 等

情シス部⾨の運⽤機能
セキュリティ監視・運⽤サービスベンダー

セキュリティ調査分析・研究開発
サイバー攻撃捜査、原因究明・フォレンジック、マルウェア解析、
脅威・脆弱性情報の収集・分析・活⽤、セキュリティ理論・技術
の研究開発、セキュリティ市場動向調査 等

CSIRT/情シス部⾨のリサーチ機能
セキュリティベンダー/フォレンジックサービスベンダー

その他 事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理） 現場教育・管理、設備管理・保全、QC活動、初動対応 等 運転・保全・計装関連部署、品質管理機能
OT/セキュリティベンダー
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３.２.２ 業種別の分野のマッピング例 

 前項で定義した分野を用いて、ユーザ企業の業種別にセキュリティ業務の割当を行った例を示

す。 

（１）金融業 

 金融業におけるセキュリティ体制の例を次図に示す。これは、金融業の特徴を踏まえ、次のよ

うに割当をおこなったものである。 

 自社内業務における IT 利用形態が類似しており、集権的な管理との親和性が高いことから、

集権型で体制を構築 

 デジタル系の戦略・企画を事業部門と情報システム部門の両方で検討しており、セキュリテ

ィ統括機能を中立的な立場として設置 

 IT 子会社がグループ内の IT 運用のアウトソーシング先として機能しており、セキュリティ

機能でもこの関係性を活用 

 

  

図 6 企業における分野のマッピング例（金融業） 

 

  

IT⼦会社

経営層

情シス部⾨ 事業部⾨

管理部⾨

IT/セキュリティベンダー

開発機能脆弱性診断
サービス

フォレンジックサービス

企画機能

運⽤機能

経営企画部 リスクマネジメント部 監査部

営業⽀店

システム監査
セキュリティ監査セキュリティ統括

経営リスクマネジメント
法務

デジタルシステム
ストラテジー

デジタルプロ
ダクト開発

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

脆弱性診断・ペネ
トレーションテスト

セキュリティ監視・運⽤

セキュリティ調査分析
・研究開発

事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理）
デジタルプロダクト

マネジメント

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

設計機能
システム

アーキテクチャ

セキュリティ統括機能

営業⽀店

企画機能

監視・CSIRT機能

セキュリティ統括室
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（２）ネットサービス業 

 ネットサービス業におけるセキュリティ体制の例を次図に示す。これは、ネットサービス業の

特徴を踏まえ、次のように割当をおこなったものである。 

 デジタル系サービスの開発と運用を同一の体制で実施 

 自社の従業員数は限られるため、自社の社員が携わる必要のないサービスは最大限外部委託

により対応 

 事業戦略部門がセキュリティ対策も担当すると、事業優先でセキュリティが後回しになる恐

れもあるため、セキュリティ統括機能を管理部門内に設置 

 

 

図 7 企業における分野のマッピング例（ネットサービス業） 

  

管理部⾨

経営層

事業部⾨

IT/セキュリティベンダー

設計/開発/運⽤機能
（アジャイル＋DevOpsスタイル）

監査サービス

脆弱性診断サービス

セキュリティ監視サービス
（初動対応・原因究明等を含む）

企画機能

経営企画部

監査部
システム監査／セキュリティ監査経営リスクマネジメント

法務

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

脆弱性診断・
ペネトレーションテスト

セキュリティ監視・運⽤
セキュリティ調査分析・研究開発

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

デジタルシステムストラテジー

システムアーキテクチャ
デジタルプロダクト開発

デジタルプロダクトマネジメント

セキュリティ統括機能

総務部
セキュリティ統括機能

（責任者・担当者）

セキュリティ統括
法務部
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（３）製造業 

 製造業におけるセキュリティ体制の例を次図に示す。これは、製造業の特徴を踏まえ、次のよ

うに割当をおこなったものである。 

 製造設備の運用上のセキュリティ機能を担う OT-SIRT、製品の品質管理上のセキュリティ機

能を担う PSIRT と CSIRT の３者にて、セキュリティ統括機能を担当 

 事業部門内でも企画・管理系と生産現場とで管理体系が異なっていることを考慮した役割分

担を実施 

 

 

図 8 企業における分野のマッピング例（製造業） 

  

セキュリティ
ベンダーSI/OTベンダー

経営層

情シス部⾨ 事業部⾨（複数）

管理部⾨

OT-SIRT

IT/セキュリティベンダー（監視・運⽤は⾃前の場合あり）

設計/開発機能 監査サービス脆弱性診断
サービス

フォレンジック
サービス

監視・運⽤
サービス

企画機能

運⽤機能

経営企画部 法務部リスク管理部(BCP) 監査部

システム監査
セキュリティ監査

セキュリティ統括

経営リスクマネジメント 法務

デジタルシステム
ストラテジー

脆弱性診断・ペネ
トレーションテスト

セキュリティ
監視・運⽤

セキュリティ調査
分析・研究開発

デジタルプロダクト
マネジメント

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

企画・研究

設計/開発機能

システムアーキテクチャ
デジタルプロダクト開発

製品開発

PSIRT(顧客窓⼝)

調査分析・脆弱性診断・
ペネトレーションテスト

デジタルプロダクト
マネジメント

品質管理

事業ドメイン
（戦略・企画・調達）

事業ドメイン
（⽣産現場）

⽣産管理

⼯場

CSIRT

セキュリティ
統括機能
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（４）エネルギー系重要インフラ事業者 

 電力・ガス・石油・化学等のエネルギー系重要インフラ事業者におけるセキュリティ体制の例

を次図に示します。これは、こうした重要インフラ事業の特徴を踏まえ、次のように割当をおこ

なったものである。 

 製造系事業部門と販売系事業部門とでガバナンスの系統が分離されていることを考慮し、そ

れぞれで独立したセキュリティ機能を設定 

 情報システム部門を含めて、独立性の高い複数のデジタル環境のセキュリティガバナンスが

必要となることから、独立組織としてセキュリティ統括室を設定するとともに、直結する

CSIRT 機能を設けて両者の機能を集約 

 

 

表 11 企業における分野のマッピング例（エネルギー系重要インフラ事業者） 

  

セキュリティベンダーOTベンダー

事業部⾨

経営層

情シス部⾨

セキュリティ統括室

事業部⾨ 管理部⾨

企画機能

⼯場
CSIRT

オペレーション機能

IT/セキュリティベンダー

設計/開発機能 監査サービス脆弱性診断
サービス

フォレンジック
サービス

監視・運⽤
サービス

企画機能

運⽤機能

経営企画部

法務部

⼈事部

総務部

監査部

販売店

システム監査
セキュリティ監査

セキュリティ統括

経営リスクマネジメント

法務

デジタルシステム
ストラテジー

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

脆弱性診断・ペネ
トレーションテスト

セキュリティ
監視・運⽤

セキュリティ調査
分析・研究開発

事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理）
デジタルプロダクト

マネジメント

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

デジタルシステムストラテジー

企画機能

（販売部⾨） （製造部⾨）

設計/開発機能

システムアーキテクチャ
デジタルプロダクト開発
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３.２.３ セキュリティ人材に求められるスキルの定義 

 ３．２．１に示した分野と、それぞれの分野で求められるセキュリティ関連知識・スキルとの

関係を整理した結果を次表に示す。有識者会合における議論において、セキュリティ関連知識・

スキルについては細かく区分する必要性に乏しいとの指摘があったことを踏まえ、マネジメント

系、設計・開発系、運用系の３種類に分類した上で、どの程度のレベルが求められるかについて

◎と○の２段階で整理を行っている。 

 

表 12 分野とセキュリティ関連知識・スキルとの対応関係 

 

【注釈】 

※１ 企業等におけるセキュリティ教育計画の⼤枠を検討するうえで活⽤することを想定したもの。 

※２ 「◎」は主導できるレベル、「○」はコミュニケーションが取れるレベルを想定。 

※３ 分野に固有のタスクを実施するための知識・スキルについては含まれていないものがある。 

  

分野
セキュリティ関連知識・スキル（⼤項⽬）

セキュリティマネジメント システムセキュリティ セキュリティオペレーション

戦
略
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層

経営リスクマネジメント

○法務
システム監査
事業ドメイン（戦略・企画）
セキュリティ統括

◎ ○ ○セキュリティ監査
デジタルシステムストラテジー

実
務
者
・
技
術
者
層

デジタルシステムアーキテクチャ
○ ◎ ○

デジタルプロダクト開発
脆弱性診断・ペネトレーションテスト

○ ◎ ◎セキュリティ監視・運⽤
セキュリティ調査分析・研究開発
デジタルプロダクトマネジメント ○ ○
事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理） ○

⼤項⽬ セキュリティマネジメント システムセキュリティ セキュリティオペレーション

⼤項⽬の概要 経営層の下で組織の特性に応じた適切なセ
キュリティ体制・ポリシーの構築・運⽤が⾏える セキュアなシステムの企画・設計・開発が⾏える セキュリティインシデントへの事前対策・事後対応

が適切に⾏える

登録セキスペのシラバス
（4つの⼤項⽬）との対応

※⼩項⽬は登録セキスペの
シラバス（次ページ）を引⽤

(1)情報セキュリティマネジメントの推進⼜は⽀
援に関すること

(2)情報システムの企画・設計・開発・運⽤での
セキュリティ確保の推進⼜は⽀援に関すること

(3)情報及び情報システムの利⽤におけるセキュ
リティ対策の適⽤の推進⼜は⽀援に関すること

(4)情報セキュリティインシデント管理の推進⼜は
⽀援に関すること
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３.２.４ セキュリティ人材のキャリアパスの検討 

 セキュリティ人材を対象とするキャリアパスの事例調査としては、2012 年に独立行政法人情報

処理推進機構（IPA）が公表した「情報セキュリティスペシャリストキャリアパス事例集」17が知

られている。これは、「セキュリティ戦略／統括」「企画／設計」「開発／構築」「運用／管理」「監

査／検査」「コンサルティング／教育」の６分野を対象に合計 61 名のセキュリティ人材について、

キャリアパスとそれぞれで学んだ知識や経験及び転機を整理したものである。一方で、同事例集

において対象となっている人材の多くはセキュリティの専門家が多く、ユーザ企業のようにセキ

ュリティを専門としない人材が、どのようなキャリアを経てセキュリティ業務で活躍できるよう

になるかの参考にはしにくい面がある。そこで本事業では今後ユーザ企業におけるキャリアパス

の参考とするための要件を明らかにする観点から、セキュリティを専門としないキャリアパスを

経て、現在企業におけるセキュリティ対策の中核を担っている人材の２事例について調査を実施

した。 

 

（１）キャリアパス事例１：技術系のキャリアからマネジメント系へ（通信業） 

 キャリアパスの特徴を以下に示す。なお、①～⑤の記号は図中の記号に対応している。 

 

 

図 9 キャリアパス事例（１） 

 システムエンジニアとして入社し（①）、ネットワークアプリケーションやサービスの開発業

務を通じて開発のスキルと経験を重ね、アーキテクトに近い業務も経験（②）。この期間にセ

キュリティとその基盤となるネットワークやソフトウェアに関する知識を習得。 

 その後、営業に異動となって（③）、一旦は専門職としてのキャリアから離れる。 

                                                  
17 https://www.ipa.go.jp/files/000024422.pdf 
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 数年度にセキュリティの監視・運用業務に配属され、外部のコミュニティ活動等を通じて高

度なスキルの習得に努める（④）。 

 セキュリティ業務におけるマネジメントの重要性を認識し、マネジメント業務を志望して異

動（⑤） 

 

（２）キャリアパス事例２：業務の現場から情報管理のキャリアを経てセキュリティへ（教育サ

ービス業） 

 

図 10 キャリアパス事例（２） 

 入社後、教育サービスの管理系部署に配属され（①）、業務をこなす中で個人情報管理の重要

性を認識し、その適切な管理方法についての知見を深める。合わせて教育サービスを担当す

る人材のマネジメントの経験も積む。 

 人材マネジメントの経験を買われて管理部門に異動し、人事系業務のほかリスク管理に関す

る業務も担当（②）。専門的な知見を得るためにリスクコンサルタント資格の取得に向けた学

習に努める。 

 組織運営のスキルを評価されてコンタクトセンターのマネジメント業務に異動（③）。IT 化

が進みつつある時期であったため、現場側担当者として IT 部門主導のシステム化プロジェク

トに参画。システムに関するトラブル対応等の経験を積む中で、システムを適切に機能させ

るための要件等についての知見を深める。 

 ③におけるセキュリティ対策の経験を買われてセキュリティ統括部署に異動（④）。全社のセ

キュリティ対策の企画・管理業務を担当して現在に至る。 
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３.３ 政策的課題の洗い出し及び施策の検討 

 本事業において実施した調査を通じて洗い出された政策的課題と、その解決に向けた施策の考

え方について検討した結果を示す。 

 

３.３.１ 政策的課題 

 ユーザ企業においてセキュリティ業務に従事する人材及びその体制に関する政策的課題として、

次のような課題が洗い出された。 

（１）DX の進展がセキュリティ対策に及ぼす影響に関する啓発の必要性 

 これまでの企業における情報セキュリティ対策は、主に「社内の情報資産をいかに守るか」を

主眼が置かれ、対策はこれらの情報資産が保管されるオンプレミスのサーバを管理する情報シス

テム部門が担うことで、必要な機能が確保されていた。しかしならが、企業等における DX（デ

ジタルトランスフォーメーション）の進展により、いわゆる IT システムだけでなく、OT や IoT

なども含めたデジタル環境におけるリスクを考慮する必要が生じているほか、クラウドコンピュ

ーティング化の動きを通じて、事業部門がクラウドサービスを活用して社外に構築した情報シス

テムが事業の基盤となるような状況も増えており、これまでの情報セキュリティ対策やそのため

の体制では必要なセキュリティの確保の観点で十分に機能しにくくなっている。このような状況

を踏まえ、有識者による議論において、ユーザ企業のコーポレートガバナンスにおける DX リス

クマネジメントについての啓発の必要性が指摘された。 

 

（２）ユーザ企業における適切な体制構築に関する啓発の必要性 

 有識者による議論の結果、セキュリティ業務に従事する人材のみを育成してもその活躍を実現

させることは不可能であり、ユーザ企業に求められるセキュリティ機能に対応した体制を構築し

た上で、その体制におけるセキュリティ上の役割を誰が担うのかが明確になっていてはじめて、

担当者は自分がどのようなタスクを担う必要があり、どのようなスキルが必要になるかを自覚で

き、育成の効果が発揮されるとの認識が重要との合意がなされている。一方で、こうした体制構

築と役割の割当ができているユーザ企業は限られており、経済産業省等からさらなる啓発を行う

べきとされた。 

 

（３）セキュリティを専門としない人材を対象とした教育の必要性 

 これまで関連政策において用いられてきた「セキュリティ人材」という表現は、「専らセキュリ

ティ業務に従事する人材」という印象を与え、「セキュリティ人材育成」もこうしたセキュリティ

分野のみのキャリアで活躍する人材というイメージがあるとの指摘がなされた。一方で、ソフト

ウェア開発・構築に従事する人材はアジャイル、DevOps 等の動きの中で、テストに特化したプ
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ロセスを経ずにソフトウェアをリリースする機会が増えることから、セキュリティ対策に配慮し

た設計・開発を行う能力がいっそう求められるようになっているにも関わらず、このような人材

において、「セキュリティ対策は自らの役割ではない」との意識をもっている場合が多く、上述の

「セキュリティ人材」のようなセキュリティに特化した人材の定義が、そのような意識を助長す

るおそれがあるとの指摘もある。こうした状況を踏まえ、セキュリティを専門としない IT 人材を

対象として、業務を適切に遂行する上で必要となるセキュリティに関するスキルを認識し、その

習得を促していく必要性が示されている。 

 

（４）情報処理安全確保支援士に求められる能力や専門性の定義 

 情報処理安全確保支援士制度においては、本事業の実施中である 2019 年 11 月にシラバスの改

訂が行われ、求められる知識やスキルの明確化が図られている。一方で、2019 年 8 月に独立行政

法人情報処理推進機構（IPA）より公表された「情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）の活

動に関する実態調査」によれば、セキュリティを専門とせず、IT に関わる業務（IT 戦略立案から

設計・開発、運用保守など）遂行の中でセキュリティスキルを活用している人材が過半数を占め

るほか、活用している専門性についても、マネジメント、セキュア設計、システム運用、監視・

情報収集、脆弱性診断、監査、インシデント対応等の多岐にわたっている。現在の情報処理安全

確保支援士制度においては、資格の維持のためには、IPA が提供する義務講習を受講する必要が

あるが、講習の内容は一律であり、登録者の業務内容や専門性を反映したものではない。これに

対して、現在のサイバーセキュリティ関連業務は３．６．３に示したように幅広く、結果として

義務講習で学ぶ内容が自らの活躍する分野とあまり関係しない内容となる可能性があり、講習受

講のモチベーション向上につながらないという課題が指摘された。 

 

３.３.２ 施策の検討 

 前項における課題の解決に向け，有識者による議論を通じて次のような施策が提案された。 

（１）ユーザ企業向けのセキュリティ体制・人材確保のための手引き書の作成・公表 

 経済産業省が推進する「セキュリティ人材活躍モデル」の構築に際しては、経済産業省が公表

している「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」（以下、「経営ガイドライン」という。）の実

践の中で行うことが前提となっている。一方で、３．３．１（２）に示したように人材を育成し

ただけではセキュリティ機能の発揮には至らず、セキュリティ体制の中で適切な役割の割当を行

い、人材が自らの役割を十分に認識した上で定められたタスクを実践させる必要がある。しかし

ながら、経営ガイドライン及びその解説書に示された内容のみでは、一般のユーザ企業において

は何をすればよいのか判断に困ることが想定される。そこで、経営ガイドラインにおいて示され

ている重要 10 項目のうち、次の２項目： 
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指⽰２ サイバーセキュリティリスク管理体制の構築 

指⽰３ サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、⼈材等）確保 

について、３．１で作成したプラクティス集、ティップス終夜、３．２．１に示した ITSS＋など

のツールを用いて具体的に実践するための手引書を作成し、ユーザ向けに公表することが有用と考

えられる。この構成案としては、次表のような内容が想定される。 

表 13 ユーザ企業向けのセキュリティ体制・人材確保のための手引き書の構成案 

１． はじめに 

  １.１ 本書の⽬的 

  １.２ 本書の構成 

  １.３ 本書の対象読者と読者毎の活⽤⽅法 

  １.４ 本書で対象とする企業 

２． セキュリティ体制の構築 

  ２.１ DX 時代のセキュリティガバナンスの考え⽅ 

  ２.２ セキュリティ統括機能の検討 

  ２.３ セキュリティ体制の構築と関係者の役割・責任の明確化 

３． セキュリティ業務を担う⼈材の育成・確保 

  ３.１ 各分野でセキュリティ関連タスクを担う⼈材の特定 

  ３.２ 各⼈材のスキルギャップの特定・教育等の検討 

  ３.３ キャリアパス事例 

４． 企業におけるセキュリティ体制と⼈材に関するプラクティス集 

５． セキュリティ体制・⼈材に関する参考⽂献 

 

（２）情報処理安全確保支援士を対象とする特定講習における分野の考え方 

 2019 年 12 月に情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布され、情報処理安全

確保支援士資格維持のための義務講習として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施す

るもののほか、一定の条件を満たした民間事業者等の講習（特定講習）を選択することも可能と

なった。今後、この特定講習の審査・承認を行うに際して、ITSS＋の分野及び各分野で求められ

る知識・スキルと特定講習のシラバスとの対応関係を整理することで、受講者にとって自分が必

要とする、あるいは学びたい知識・スキルを対象とする特定講習を選びやすくする効果が期待さ

れる。 
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４．まとめ 

 本事業では、「セキュリティ人材活躍モデル」の構築に向けた検討を進めるため、企業へのヒア

リング及びアンケートを通じた実態調査、ならびにその結果に基づくセキュリティ人材の役割・

スキル定義・キャリアパス等の整理を実施した。本事業で実施した成果は、今後の企業向け啓発

及び支援政策を通じて、国内企業における情報セキュリティ対策の普及を通じた社会的な安全性

の向上に寄与することが期待される。 
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1.本プラクティス集の概要

目的

本調査では、様々な規模・業種・成熟度のユーザー企業におけ
るセキュリティ人材・体制の確保に関する取組状況を確認し、
経営者や自社のセキュリティポリシー及び体制などの企画を担
当する方にとって、人材・体制の確保の面から企業におけるセ
キュリティ対応力を高める際に参考となるようなプラクティス
の整理を行った。

（1）セキュリティ人材・体制の確保に関する取組状況の確認

上場企業または従業員模300人以上の様々な業種・成熟度の企業に
おけるセキュリティ人材・組織体制についてヒアリングを実施した
（15社）。

実施内容

（2）セキュリティ成熟度
2018年度調査から継続して、「サイバーセキュリティ経営ガイドラ
インVer2.0ー付録Ａ サイバーセキュリティ経営チェックシート」
をベースに対象企業のセキュリティ成熟度を確認した。

上記調査内容から、企業にとって参考になるようなプラクティスを
取りまとめた。

（3）ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制の確保に
関するプラクティス集の作成
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本プラクティス集の整理軸

2018年度経済産業省「サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（企業におけるサイバーセ
キュリティ体制の構築及び戦略マネジメント層の育成に関する実態調査）」 で整理された
「セキュリティ組織における４つの体制パターン」の類型ごとに、プラクティスを取りまとめ
た。本書活用の際には自社に近しい類型を参考にしていただきたい。

4

１．セキュリティ組織における４つの体制パターン

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

＜形態から見たサイバーセキュリティ体制の類型＞



ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制の確保に関するプラクティス集

5

「サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer.2.0－付録Aサイバーセキュリティ経営チェッ
クシート」をベースにセキュリティ成熟度を確認した。自社に近しい成熟度や目指したい成熟
度ごとに参考にしていただきたい。

２．セキュリティ成熟度

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低

→成熟度は別添「企業におけるサイバーセキュリティ人材・体制に関す
るセルフチェックシート」でセルフチェックできます（Q4~Q13）

＜成熟度の評価＞
成熟度は経営ガイドラインの指示10項目に対する達成度（CMMIの5段階）で評価した。

・成熟度 “低”：達成度3未満（一部しか出来ていない）が多数（6割超）を占める
・成熟度 “中”：達成度3以上（出来ている）が過半数、

または達成度3未満あっても、達成度4以上が4割以上ある場合
・成熟度 “高”：達成度3未満がなく、かつ達成度4以上（展開されている）が4割以上

ユーザー企業におけるセキュリティ人材として「①管理者・責任者（CISO含む）」「②セ
キュリティ担当者」「③事業部のセキュリティ担当者」のそれぞれについて、 「高」「中」
「低」 3段階で充足度を確認した。

３．セキュリティ人材の充足度
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

＜人材充足度の評価＞
人材の充足度合いは「充足している（3点）」「不足しているが、他の手段でカバーしてい
る（2点）」「不足しており、業務に支障が出ている(1点）」「必要性を感じない（0
点）」の4段階で評価した。

・人材充足度 “低”： 1（ 不足しており、業務に支障が出ている）が1個以上
・人材充足度 “中”： １ （ 不足しており、業務に支障が出ている）がなく、

3（充足している）が3個以下
・人材充足度 “高”： １ （ 不足しており、業務に支障が出ている）がなく、

3（充足している）が4個以上

なお、 「必要性を感じない」は0点として評価外とした。

→充足度は別添「企業におけるサイバーセキュリティ人材・体制に
関するセルフチェックシート」でセルフチェックできます（Q3)
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本プラクティスの活用の仕方

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
充
足
度

セキュリティ成熟度（ガバナンス）

b社

a社

i社
j社

g社
f社

e社
d社
c社

m社
n社

k社
l社

h社

低 中 高

低

中

高

プラクティス

自社の評価

目指す方向

２．活用の仕方とインデックス

整理軸の「セキュリティ成熟度」と「セキュリティ人材充足度」で調査
対象企業を整理したものが下図の9象限である。9象限の各象限に位置づけ
られた企業の事例を参考にプラクティスをまとめた。

本プラクティスは目指したい象限にステップアップする上で参考となる
ことを想定している。
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プラクティスの活用に当たっては、まず自社の「セキュリティ成熟度
（ガバナンス）」と「セキュリティ人材充足度」を評価し、どの象限を目
指すかを明確にしながら、目指す象限へのステップアップのために参考と
なるプラクティスを検索できる構成とした。

各プラクティスの分布は次のとおりである。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
充
足
度

セキュリティ成熟度

プラクティス
A3-1
A3-2

プラクティス
A4-1

プラクティス
A1-1

プラクティス
A2-1
A2-2

低 中 高

低

中

高

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
充
足
度

セキュリティ成熟度

プラクティス
B4-1

プラクティス
B1-1
B1-2

プラクティス
B2-1

プラクティス
B5-1

低 中 高

低

中

高

＜セキュリティ体制に関するプラクティス（A）＞

＜セキュリティ人材に関するプラクティス（B）＞
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集権型と連邦型を組み合わせ、現場に権限と責任を持たせる。
実践可能性を意識し、各組織のレベルにあわせたルール設定
を行い、組織全体をレベルアップ。

◆practice A4-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セルフチェックリストの机上確認では見えないことが、現場
との対話で浮かび上がる。定期的な現場訪問が重要。

◆practice A1-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

複雑なツリー構造に分岐したグループ会社のガバナンスは、
親会社が責任をもって子会社の面倒を見る。グループの隅々
にまでリスク管理のPDCAを浸透させる。

◆practice A2-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティリスクのコントロールとして3つの防衛線によ
るリスク管理体制を構築。役員レベルでも体制を分離し、そ
れぞれの防衛線の役割に専念。

◆practiceA2-2◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

経営ガイドラインの項目を「全部実施」するための組織・制
度を設計。情報システム/製品・サービス/生産の3つの
SIRTを中央の統括組織でガバナンス。

◆practice A3-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ体制に関するプラクティス（A）インデックス

◆practice A3-2◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

8

目指すは「現場の自走自立化」。分野別の既存組織に置い
た”X”-CIRTとセキュリティ専門組織とをバーチャルに束ね
ることでスピードと実効性をアップする。
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現場のリスク感度を上げるには、自社の業務に沿ってリスク
を嚙み砕いて伝えることが大切。同時にセキュリティ人材育
成は「自分でやってみる」「仕組みを理解する」ことが重要。

◆practice B2-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ担当者の育成は「経験」が最重要。不足する経
験は、外部コミュニティにおける他社事例等の最新情報の交
換を通じて、リスクの感度をあげてゆくことが効果的。

◆practice B5-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

経営層に対する意識向上策として、疑似攻撃など第三者によ
る評価実施と結果報告。経営層の意識付けにより「自分事」
の経営リスクとしてとらえるように仕向けていく。

◆practice B1-2◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

リスクの大きいサイバーセキュリティに対応できるよう、
BCP対策として組織横断的な施策を策定。事業部門と対応
マニュアルを作成するだけでなく、役員レベルの訓練も実施。

◆practice B4-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ人材の不足は解消に時間がかかる課題。企業と
しては内部人材と外部人材を適材適所でバランスよく配置し
セキュリティ対策のPDCAをまわすことが重要。

◆practice B1-1◆
専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ人材に関するプラクティス（B）インデックス
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（ページレイアウト調整ページ）
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３．プラクティス
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セルフチェックリストの机上確認では見えないことが、現場
との対話で浮かび上がる。定期的な現場訪問が重要。

◆practice A1-1◆

商社・流通業のA社では、原則として各現場が独立してセキュリティの対応にあたること
ができるよう権限を委譲している。ただし、ガバナンスのためにセキュリティの対策状況
チェックリストを配布し、セルフチェックしているが、結果がOKでも事故は発生し、その
対応が不十分なケースがある。そこで中央のセキュリティ対応部隊が、中央の費用で各現
場を回り、チェックリストの項目について現場担当の顔を見ながらヒアリングを行い、実
態を把握している。その結果、是正対応が必要な事項は現場側で計画をたてて実行してい
る。現地での会話の中で、セキュリティに加え、業務の課題なども見えてくるため、訪問
は非常に重要ととらえている。

取り組みの概要
経営の直下に、セキュリティの統括機能として委員会を設置。メンバーは法務・人
事・総務・広報・ITから各担当をアサイン。事業会社を束ねるリージョン機能、そ
の下の事業会社という構造でそれぞれ独立してセキュリティ対応を実施している。
ガバナンスとして、セキュリティ委員会から各社にチェックリストを提示させると
ともに、必ず、現地でインタビューを実施し実態を把握している。各社は委員会に
よる指摘には必ず対応しなければならないルールとしている。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ委員会

経営

リージョンA

セキュリティ統括機能

セキュリティ
統括

リージョンB

セキュリティ
統括

リージョンC

セキュリティ
統括

権限
移譲

相談
報告

法務部門 人事部門 総務部門 広報部門 IT部門

事業
会社

支店
海外
会社

ヒアリング

権限
移譲

相談
報告

相談
報告
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実効のポイント・工夫
大きなインシデントを契機にルールを整備し、ツール導入をすすめた。もともと
は全体統括もなかったが、集権型にするとエスカレーションのスピードが遅くな
るため、あえて連邦型として体制を整備した。現場は独立して事業を行うことが
原則であるが、最低限のガバナンスをきかせる必要がある。グループ全体として
のレピュテーションリスク対策でもある。

セキュリティ対策のチェックリストを配布し、セルフチェックした結果がOKにも
かかわらず事故が発生し対応が不十分なケースがある。このため、チェックリス
トの内容確認のため、「セキュリティ点検」と称して現地をまわってヒアリング
している。現地に行かないとわからないことがあるため、コストはかかるが、必
ず現地でヒアリングする。IT以外の業務における矛盾や気づきの指摘にもつなが
る。中央からのヒアリングや支援の費用は中央側、実施を合意した対策費用は事
業会社持ちとしている。

ヒアリングの結果のGood pointを、現地の責任者や経営に上げ、取り組みを評価
している。

現地訪問以外でも、重要な事業会社については四半期に1度程度、会話をする機会
を作っている。対話が非常に重要ととらえている。

課題としては各社の整備状況のばらつきがある。小規模な会社は対応能力が弱い
ため、中央からの対策計画策定支援を実施している。また、現在はグループ会社
が対象であるが、サプライチェーン・リスクも考慮して、各業務委託先に対して
も、セキュリティ対策状況のチェックを実施しようと検討している。

（１）原則グループ各社が独立してセキュリティ対応を実施
する形だが、インシデント発生時のエスカレーションのス
ピード向上のため、中央にセキュリティ委員会機能を整備す
る。
（２）ガバナンスを効かせるために、各社に毎年セキュリ
ティのチェックリストを配布しセルフチェックを実施しても
らうともに、必ず現地訪問して対策の詳細についてヒアリン
グを実施。セルフチェックでは出てこないポイントをあぶり
だす。
（３）課題の他、良い取組も上位層にあげ、担当者が評価さ
れるような工夫をする。
（４）個社により実力感のばらつきがあるため、小規模な会
社などには中央から、対策の計画策定支援を実施する。

ここがポイント
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複雑なツリー構造に分岐したグループ会社のガバナンスは、
親会社が責任をもって子会社の面倒を見る。グループの隅々
にまでリスク管理のPDCAを浸透させる。

◆practice A2-1◆

企業規模が大きくなるに従い、親会社、子会社、孫会社と会社が枝分かれしていくため、
グループ全体のガバナンスが困難となる。特に親会社から遠くなる企業にまでリスク管理
を徹底させることが難しい。金融業のB社では、サイバーセキュリティをエンタープライ
ズリスクと位置付け、トップのホールディングス会社が第一層の会社を、第一層の事業会
社が第二層の会社をというように、親会社に子会社のリスクマネジメントの責任と管理の
支援を役割として持たせている。同じフレームをグループ全体に適用することで、国内の
グループ会社だけでなく、海外のグループ会社にもリスク管理のPDCAを浸透させている。

取り組みの概要
商品のリスク管理も含め、CROの基にリスク管理委員会を設置している。エン
タープライズリスクの中、IT部門はサイバーセキュリティリスクを主管し他のリ
スクと連携する。
親になる会社がその子会社をきちんと管理する体制にしている。年に一度の点検
だけでなく、実際のリスク管理方法についても支援している。ITガバナンス実施
基準と実施要領にそって各社に落とし込んでいる。
サイバー攻撃対策については、各社の責任者を明確にしたうえで、グループ内で
課題と取り組みを共有・論議する場として各社のCSIRTが集まる横の情報共有会
議体を設置している。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

リスク管理委員会(ホールディングス会社)

CRO（経営）

システムリスクﾘｽｸ ﾘｽｸ ﾘｽｸ ﾘｽｸ ﾘｽｸﾘｽｸ

サイバーリスク（HD-CSIRT）

会議体（情報共有等）

事業
会社

事業
会社

事業
会社

海外
拠点

海外
拠点

海外
拠点

支援 管理

事業
会社

代理
店

外部
委託

支援 管理

海外
会社

海外
会社

海外
会社

支援 管理

ੲ
ਾ

ভ

੍
ର

支援 管理

セキュリティ統括機能
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実効のポイント・工夫
サイバーリスクはITの問題ではなく、エンタープライズリスクとして捉えている。
リスク管理委員会をホールディングス会社に設置しており、その中にセキュリ
ティリスクも入っている。サイバー攻撃はシステムリスクだけではなくて、全て
のリスクに関わることなので、リスク管理の中できちんと管理するべきである。

システムリスク主管はIT部門が中心となっているが、サイバー攻撃にはいくつか
のリスクが含まれているので、主管部を決めて対応している。例えば情報漏洩リ
スクやEメール詐欺などは業務管理組織が主管している。

グループ企業には小さな会社もあるため、課題のばらつきが大きい。そのため親
会社がきちんと子会社をみることが重要である。さらに、業務の外部委託先や代
理店も含め面倒を見ることにしている。

小さいグループ会社はリスク管理を自力ではなかなか実施しきれないので、同じ
フレームに乗せて、ホールディングスや親会社がサポートするような体制にして
いる。例えば、グループ各社の点検は「ピープル」「プロセス」「テクノロ
ジー」の切り口で実施している。

課題と取り組みをきちんと共有・論議する場として、グループ横断の会議体を設
けている。海外には海外統括会社によるCSIRT会議、国内には国内グループによ
るCSIRT会議をそれぞれ設置し、子会社を含めて対話をする場を設けている。

インシデントが発生した場合、各社の事業部門ルートに報告するが、IT面につい
ては、上記の会議体ルートでも報告することで、情報が連携できるようにしてい
る。また、本会議体ルートが機能するために、各社・各拠点の責任者を明確にし、
「ロール・アンド・レスポンシビリティ」という言葉を使って役割と責任を定め
ている。

（１）セキュリティリスクはエンタープライズリスクの観点
で考え、他のリスクと同様にグループを統括するホールディ
ングスに委員会を設置してガバナンスする。
（２）グループ企業が階層化され枝分かれしていっても、親
会社が子会社や業務委託先の面倒を見ることで（縦）、リス
ク管理のPDCAをグループの隅々にまで浸透させていく。
（３）リスク管理の運用のため、グループで統一したフレー
ムを設定し、会社の大きさや体力に合わせてルールを取捨選
択していく。
（４）サイバーセキュリティは、グループ内で課題と取り組
みを共有・論議する場を設け、一体となって取り組めるよう
にする（横）。各グループ企業での責任者を明確にし、報告
に対しても「役割と責任」を持って取り組んでもらう。

ここがポイント
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セキュリティリスクのコントロールとして3つの防衛線によ
るリスク管理体制を構築。役員レベルでも体制を分離し、そ
れぞれの防衛線の役割に専念。

◆practice A2-2◆

金融業のC社において、セキュリティ管理部門はIT部門内の組織であったが、サイバーセ
キュリティリスクの増大や金融機関のリスク管理における3つの防衛線の考え方から、シ
ステム開発とセキュリティ管理は明確に分離してリスクコントロールを強化する体制とし
た。グループ会社を含めたガバナンスとしては、金融庁からグループ会社のサイバーセ
キュリティも管理統括するように指導を受け、方針・規定類まではグループ統一、要領以
下は各社の事業特性に合わせて準拠、という形で統一している。教育ツールもグループで
同じものを利用している。各社の管理状況を親会社から全体監査としてみる形としている。

取り組みの概要
金融機関のリスク管理における3つの防衛線（1線:現業部門、2線:管理部門、3
線:内部監査部門）の考え方から、システム開発とセキュリティ開発は明確に分
離し、役割をわけた。
セキュリティ専門組織においても、運用部門と管理部門、監査部門を明確に分離
してリスクコントロールを強化する体制とした。
グループ会社のサイバーセキュリティも本体が管理統括するという目的のもと、
方針・規定類まではグループ統一、要領以下は各社の事業特性に合わせて準拠、
という形で統一した。教育ツールもグループ共通とした。グループ各社にはセ
キュリティの責任者と担当者を必ず配置している。またSOC・CSIRTはホール
ディングスで持つ形とした。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

セキュリティ専門組織

経営

事業会社

IT部門①運用部隊

セキュリティ統括機能

セキュリティ
責任者

事業会社

セキュリティ
責任者

海外会社

セキュリティ
責任者

独立

SOC・CSIRT

②管理部隊 ③監査部隊

ポリシー
教育ツール

報告
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実効のポイント・工夫
セキュリティ専門組織とIT部門との分離においては、人的な兼務もなくし、役員
レベルでもCIOとCISOを分けるなど、徹底している。

グループ会社のサイバーセキュリティについて、方針・規定類まではグループ統
一、要領以下は各社の事業特性に合わせて準拠という形で統一、教育ツールもグ
ループ共通、として、グループ会社へのガバナンスを効かせている。

規定類は欧米に合わせて作成、各種会議体の開催時間も時差を意識した設定とす
るなど、グローバルで統一感を持った運用を実施している。

施策の成熟度を評価するため、NISTのSP800-53を活用、管理策の対応度合いを
評価している。今後の課題としては、各管理策の自動化をあげており、整備計画
を立案している。

グループ各社にはセキュリティの責任者と担当者を必ず置き、グループ全体の委
員会等には出席必須として、情報共有、各種指示を行っている。SOC・CSIRTは
本体側のみでもち、グローバルを含め各社の対応も一元的に実施している。

体制の考え方として、「自前主義」を掲げている。ただし、SOCのような24時間
365日対応についてはワークライフバランスの観点から、外部サービスを活用して
いる。セキュリティ部門のメンバーは、セキュリティ人材が豊富な欧米の拠点を
活用して充足させている。

セキュリティリテラシーが高くないグループ会社は本社のセキュリティ組織が現
地に行って教育を行うなどで底上げを図っている。

（１）セキュリティのリスクコントロールの観点から、セ
キュリティの運用・管理部門を完全に独立させた体制を敷き、
強力にグループ全体に対してガバナンスを効かせる。CIOと
CISOも明確に分ける。
（２）各グループ会社に責任者・担当者を配置。中央から示
されるポリシーを組織業務にフィットする形で実施・展開す
る役割を担う。
（３）従業員の教育ツールを含め、グローバルにおいて統一
的な形で中央で定めた方針を実行する。
（４）中央のセキュリティ組織は各グループ会社の監査を行
うほか、セキュリティリテラシーが低いグループ会社に対し
ては現地に出向いて教育を行うなど、グループ全体でのセ
キュリティレベル底上げを図る。

ここがポイント
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経営ガイドラインの項目を「全部実施」するための組織・制
度を設計。情報システム/製品・サービス/生産の3つの
SIRTを中央の統括組織でガバナンス。

◆practice A3-1◆

「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」のVer1.0が発表されたのを機に、製造業D社
では、ガイドラインの各施策をすべて実行することを目標に掲げた。従来の情報システム
部門中心の体制では実行しきれないため、必要となる組織を立ち上げ、施策実行のための
制度を構築した。情報系の他、製造業として製品、生産ラインそれぞれにSIRT体制を構
え、中央には統括機能として専門組織をおいている。また、各現場には、インシデント対
応時に設備の状況をよく知り、対処方法を判断できる人材を部門単位で配置している。結
果、海外も含めると数百名（兼務含む）がセキュリティに関与する体制となっている。

取り組みの概要
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」の全項目実施を目標に取り組みをス
タートした。情報システム部門だけでは実現できないため、司令塔として、組織
全体のセキュリティ統括機能を担う専門組織を設置し、セキュリティ施策の策
定・企画、全体への浸透と状況チェックなどを実施する。
現場側には業務をよく把握し、インシデント発生時に対応可能な単位でセキュリ
ティの責任者を配置し、着実に施策実行が可能な体制とした。
中央側は施策を一方的に現場に押し付けるのではなく、対話を行うなど信頼関係
構築の上、施策実行を依頼する形としている。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

経営

情シス部門

セキュリティ専門組織
方針・ポリシー・管理

セキュリティ統括機能

セキュリティ
責任者

製品部門

セキュリティ
責任者

生産部門

セキュリティ
責任者

全体SIRT

CSIRT PSIRT FSIRT

依頼 報告

CSIRT：Computer Security Incident Response Team
PSIRT：Product Security Incident Response Team
FSIRT：Factory Security Incident Response Team
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実効のポイント・工夫
「サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer1.0 」の公開をきっかけに、ガイド
ラインの項目をすべて実施することを目標とした。

取り組み開始当時の情報システム部門ではすべては実現できないことがわかり、
別の部門を立ち上げることにした。経営ガイドラインを自社のガイドラインに落
とし込む際には、外部のコンサルによる支援や外部団体の参加を通じた情報収集
が役に立った。

情報系の他、製造業として製品・サービス、生産ラインそれぞれにSIRT体制を構
え、中央には統括機能として全体のセキュリティ政策や、状況を監視する専門組
織をおいている。また、各現場には、インシデント対応時に設備の状況をよく知
り、対処方法を判断できる人材を部門単位で配置している。結果、海外も含める
と数百名（兼務含む）がセキュリティに関与する体制となっている。

現場サイドはセキュリティ対策に関する成熟度が高くなかったため、中央から支
援を出して、レベルアップを図った。その際、単に中央からの方針を押し付ける
のではなく、現状のリスクや施策のメリット・デメリット、費用対効果などを丁
寧に説明するなど、良好な関係を構築したうえで依頼を受け入れてもらう形とし
ている。

「バッド・ニュース・ファースト」の文化を醸成し、小さなことでも隠したり、
階層の報告の中で落ちていったり、ということがないよう、何かあればダイレク
トあるいは別のラインからでもエスカレーションできるようにしている。

（１）セキュリティに関して明確に定めた組織目標の実現に
向かって、司令塔となる統括部門を新設し、組織の目標が全
体に行き渡るよう現場でのふるまいまで含め統制をきかせる。
（２）製品/生産の品質向上に必要となるP/F-SIRTを組織し、
業務の実態が詳細に把握できる単位でセキュリティの責任者
を配置。情報系以外のセキュリティ体制も充実させる。
（３）全社の方針を現場に浸透させるために、成熟度が高く
ない部署については、中央の統括部門から各種支援を行うな
ど、組織全体としてレベルアップを図る。
（４）従業員にはセキュリティについても「バッド・ニュー
ス・ファースト」の文化を醸成するとともに、スピード感を
もってエスカレーションされる仕組みを作る。

ここがポイント
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目指すは「現場の自走自立化」。分野別の既存組織に置い
た”X”-CIRTとセキュリティ専門組織とをバーチャルに束ね
ることでスピードと実効性をアップする。

◆practice A3-2◆

変化する脅威、グローバルの法令対応、商品サービスのデジタル化により、セキュリティ
工数は増すとともに、より事業特性に応じたクイックなレスポンスも求められている。一
方、現場にセキュリティ責任者を任命しただけでは責任が曖昧になりがちで、本当に機能
するための体制整備は各社の悩みである。また、専門組織で活躍する人材の確保は予算的
にも人材市場的にも難しくガバナンスの効率化も必須課題だ。
そこで製造業のE社では、分野別の既存組織に各CIRTを置き、各CIRTとセキュリティ専門
組織とをバーチャルに束ねることで実効性を高めるとともに、集権型でありながら現場の
「自立自走化」を進めることでセキュリティ効率化を図っている。

取り組みの概要

セキュリティ
専門組織

セキュリティ統括機能

エンタープライ
ズシステム系
CIRT（IT）

セキュリ
ティ委員
会（決

裁・承認
を行う会
議体）

経営者（層）

生産管理
部門

品質保証
部門

関連
会社

事業
部門

事業
部門

ガバナンス・エスカレーション

連携

商品系
CIRT

（品質保証）

CSIRT
（バーチャル組織）

生産管理系
CIRT

（生産管理）

会社・グループ全体としてのリスク管理・セキュリティガバナンスはセキュリ
ティ専門組織が責任と権限を持つ役割となっている。

バーチャル組織として「CSIRT」を置き、実務的な権限と責任は、生産管理部門
の中に生産管理系CIRTを、品質保証部門の中に商品系CIRTを、セキュリティ専
門組織の中にエンタープライズシステム系CIRT（IT）を置き、既存の事業部制
のガバナンス・エスカレーション体制を活用した実行体制を敷いている。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低
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実効のポイント・工夫
従来から各事業部門に、情報セキュリティ責任者を置き、セキュリティ専門組織
との連携やセキュリティ施策の自部門への展開などの窓口機能を担う役割として
いた。しかし、実務を遂行する中で、情報連携がうまくいかなかったり、現場部
門の責任が曖昧になったりするなど、「なんちゃってセキュリティ管理者」のよ
うになってしまうケースも散見されていたのが悩みだった。

事業においては、商品・サービスの分野、生産・供給の分野、エンタープライズ
システムの分野とがあるが、事業部制の組織の場合、分野ごとにセキュリティの
保有リスクの考え方やスピード感は異なる。そこで、たとえば商品・サービス分
野のセキュリティ対策・対応は品質保証系部門に、生産・供給分野は生産部門の
中に、エンタープライズシステム分野はIT系セキュリティ専門組織の中にそれぞ
れインシデントレスポンスチームをおき、セキュリティにおいても既存の組織・
権限に落とし込むことで実効性を高めた。

リアル組織としてのCSIRTの場合、何かアクションを取ろうとした際、部門の壁
によって時間がかかることも多かった。そこでCSIRT全体としては役割・権限の
ないバーチャル組織とし、実行は既のリアル組織の役割責任に落としたことがス
ピード化・ガバナンス力アップのポイントである。

セキュリティ専門組織が、経営会議で月次でセキュリティについての報告を行う
ほか、全部門長・全事業会社ににリスクコンプライアンス対策の一環として情報
セキュリティに対する各部門の課題リストを提示している。課題に対する計画を
提出してもらい、良い事例については部門名付きで経営会議で発表を行っている。

（１）全社的リスク管理は集権型でありつつも、目指すは
「現場の自走自立化」。
（２）「実行」組織と「連携」組織とをわけて考えることで、
部門の壁や責任・権限の役割分担の曖昧さを解消。
（３）「実行」は既存の部門構成を活かして、生産・供給系、
商品・サービス系、エンタープライズシステム系など分野別
に“X”CIRTなどを置いてガバナンスすると効率的。
（４）セキュリティ専門組織が、全社のセキュリティリスク
の視点から“X”CIRTのよきパートナーとなる。
（５）各部門・事業部の課題と対応計画を自覚し、良い取り
組みは経営会議でたたえあう仕組みをセキュリティ専門組織
がプロデュース。自走自立の仕組みの礎として、経営・事業
部門の自分事意識とやる気を引き出す。

ここがポイント
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集権型と連邦型を組み合わせ、現場に権限と責任を持たせる。
実践可能性を意識し、各組織のレベルにあわせたルール設定
を行い、組織全体をレベルアップ。

◆practice A4-1◆

セキュリティ・リスクの管理のため、中央で統一的なセキュリティ対策ルールを定め、そ
れをグループ会社各社に遵守させようとしても、各社の業務やレベル感とフィットしない
ケースが多く、ルールが形骸化してしまう。
サービス業のF社においても、ホールディングスとしてセキュリティ・リスク管理の専門
組織を立ち上げ、グループ会社全体にガバナンスを効かせようとしたが、上記の課題に直
面した。これに対し、ホールディングスとしては方針やポリシーを担い、各社に権限と責
任を持たせ、業務に合わせた形で方針・ポリシーの展開をできるようにし、解決を図った。

取り組みの概要
グループの中央には、セキュリティ統括機能としてセキュリティ専門組織とIT部門
（情報子会社）を配置し、それぞれホールディングス全体の方針・ポリシーの決定
と管理、技術的なセキュリティ施策を担当する形とした。
各事業会社にセキュリティの責任者を配置し、権限と責任を持たせ、全社方針・ポ
リシーを各社の業務形態にフィットした形で展開した。各所で発生するセキュリ
ティ・インシデントにおいて、システムの停止可否などは現場で判断する。
CSIRTは、固定的ではなく、イベント毎にバーチャルな形で立ち上がる。主導する
のはセキュリティ専門組織であり、メンバーにIT部門や法務部門が入る形とした。

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

経営

事業会社 情報子会社

IT部門

セキュリティ
技術施策

セキュリティ専門組織
方針・ポリシー・管理

セキュリティ統括機能

セキュリティ
責任者

事業会社

セキュリティ
責任者

事業会社

セキュリティ
責任者

連携

権限
移譲

月次
会議

CSIRT（バーチャル）
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実効のポイント・工夫
セキュリティの取り組みを始めた当初は集権型でのガバナンスを目指していたも
のの、業務形態やセキュリティ対策状況のレベル感および予算などグループ会社
各社で状況が異なり、ホールディングス統一的な施策実施が困難な状況となって
いた。

これに対し、グループ各社に権限・責任を持たせ、ホールディングスでは方針・
ポリシーを決め、それをもとに各社で業務にあった施策を展開する形態とした。
業務に合わないところに無理やり統制をかけても、うまくいかないため、実行可
能な状況にすることが重要である。例えばインシデント発生時に業務システムを
停止するか否かの判断は、業務がよくわかっている現場の責任者にまかせること
が、対応スピードの点からも合理的である。

中央には、リスクマネジメントを主体とした専門の統括部門を配置した。また、
IT部門でセキュリティ技術の実装・運用を担当する形として、役割分担した。セ
キュリティ専門部門とIT部門の間に落ちることはどうしても発生する。この場合
は専門部門が主体となって拾ってゆくようにする。

グループ会社側にはセキュリティ責任者を配置する。会社のトップとは分け、
リーダーシップをもって、セキュリティ対策の実務を推進できる人物を選定する。
各社の責任者に対しては、自組織のセキュリティ課題とその対策計画を策定させ、
計画達成の状況を月次ミーティングでフォローする。その際、中央側からの新し
い施策の実行も依頼する。

（１）集権型の組織体制ではガバナンスが十分に効かない状
況に対し、「セキュリティ施策を実行可能」な状態とするこ
とを最優先とし、連邦型の組織体制として、グループ各社に
権限と責任を持たせる形にする。
（２）中央には、方針・ポリシーを決め各社に依頼する役割
としてリスクマネジメント専門の統括部門を配置する。
（３）グループ会社の責任者には、リーダーシップをもって
セキュリティ対策の実務推進できる人物を選定し、着実に現
場への施策展開が可能な体制とする。
（４）各社の責任者は、自組織のセキュリティ課題とその対
策計画を（自ら）作成する。中央の統括部門が定期的に責任
者とのミーティングをもって計画の達成状況をフォローする
形でガバナンスを効かせる。

ここがポイント
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セキュリティ人材の不足は解消に時間がかかる課題。企業と
しては内部人材と外部人材を適材適所でバランスよく配置し
セキュリティ対策のPDCAをまわすことが重要。

一般企業にとって、セキュリティ人材を自社で抱えることは、人事制度面や環境面な
どから容易なことではない。また、そもそも市場においても慢性的にセキュリティ人
材は不足しており、キャリア採用も容易ではない。このような状況のなかで、商社・
流通業のG社では、セキュリティ対策の実施に必要な人材について、内部人材の育成と
アウトソースを適材適所でバランスよく配置し、PDCAをまわしている。完全にアウト
ソースする形ではなく、内部の人材が実施すべきコア業務があって、それを補完する
ように外部のリソースを活用する形にしている。

取り組みの概要
セキュリティ対策の企画・運用に必要なタスクにつき、組織内部の人材で実施す
べきタスクと外部リソースを活用すべきタスクに分解している。
セキュリティの専門知識が必要となるタスク、24時間365日の対応が必要となる
タスクを中心に外部リソースを活用している。
社の業務と密接に結びつくタスクなど、アウトソースできないタスクについては
内部人材を起用している。
内部人材に対しては、高度なセキュリティ技術は求めないが、アウトソース先に
対する依頼が適切にでき、戻ってきた回答の適用可否を判断できる人材を配置
（あるいは、育成）している。

◆practice B1-1◆

セキュリティ施策実行のための
内外の人材配置

項目 内部 外部
方針・ルールの企画 企画推進 コンサルテーション

企画のIT実装
日常運用 定型業務 SOC（24時間365日）

標的型メール訓練
脅威情報提供

監査 ヒアリング
是正処置対応

第三者監査
脆弱性検査

インシデント対応 現場指揮
経営層へのレポート

緊急対応
フォレンジック

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低
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実効のポイント・工夫

ここがポイント

セキュリティ対策タスクを、内部の人材が実施するものと外部へアウトソースす
るものに分解する。

自社業務と密接にかかわるタスク、および、イベント対応において定型的なもの
（事象に対する対応が決まっているタスク）は内部人材が実施する。このような
年間を通じた定常業務に対応する人材は内部で育成するしかない。ただし、いわ
ゆるホワイトハッカーのような専門人材は不要と考えている。専門家に対する依
頼と専門家からの意見に対する判断ができるレベルであればよい。よって専門技
術者を育成する枠組みはない。

セキュリティの専門技術が必要なタスク、および、24時間365日対応が必要なタ
スクについては外部リソースを活用する。具体的に外部へのアウトソースタスク
は以下の通り

• SOC（24時間365日）
• 緊急対応／フォレンジック
• 監査、脆弱性検査、ペネトレーションテスト
• 標的型メール訓練
• セキュリティの施策やルールのアドバイス（コンサルタント登用）
• セキュリティの施策の実装（IT面）
• セキュリティ脅威情報（いわゆるダークサイトや各国政府の動向も含む）

外部のアウトソース先としては、日本と海外で数社起用している。特に海外はグ
ローバルで信頼の高い会社を起用している。

（１）セキュリティ対策の企画・運用に必要なタスクを、組
織内部の人材で実施すべきタスクと外部リソースを活用すべ
きタスクに分解している。
（２）セキュリティの専門知識が必要となるタスク、24時間
365日の対応が必要となるタスクを中心に外部リソースを活
用している。
（３）自社の業務と密接に結びつくタスクなど、アウトソー
スできないタスクは内部人材を起用している。
（４）内部人材に対しては、高度なセキュリティ技術は求め
ないが、アウトソース先に対する依頼が適切にでき、戻って
きた回答の適用可否を判断できる人材を配置（あるいは、育
成）している。
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経営層に対する意識向上策として、疑似攻撃など第三者によ
る評価実施と結果報告。経営層の意識付けにより「自分事」
の経営リスクとしてとらえるように仕向けていく。

セキュリティの現状（外部のトレンド、自社の対策状況）について、経営層が十分理解
していないケースがある。例えば、安全なのかダメなのかをゼロイチの視点でしか見な
いなど。これに対して、製造業H社では、セキュリティに関して、業界特有の三文字略
語を廃し、経営層がわかる言葉でコミュニケーションをとることや、自社システムに対
する疑似攻撃テストなど第三者による評価で自社状況を客観的に示すことで、経営層の
セキュリティに対する理解と意識の向上を実現させている。特に第三者評価、あるいは、
同業他社状況の共有については、経営層も気にするところであり、実施効果が高い。

取り組みの概要
経営層に対しては、セキュリティに対する意識向上を狙い、セキュリティ担当と
のコミュニケーション改善、第三者評価による自社状況の見える化といった取り
組みを実施する。
セキュリティ管理者層に対しては、人材活用効率化の観点から、グループ各社の
セキュリティ管理メンバーを一か所に集約し、グループ全体としてセキュリティ
を見える形にしている。これは育成や採用にも効果的である。
一般ユーザーに対しては、特にアジア地域の底上げを狙い、セキュリティ教育の
プラットフォームを活用する。コンテンツは一般論でなく自社のルールや事例
ベースで作成（各国語版）する。

経営層の言葉でコミュニケーション
第三者評価を活用し客観的に自社のセ
キュリティ状況を可視化して意識向上

◆practice B1-2◆

経営層

セキュリティ
担当者

ユーザー
全体の底上げを狙い、グローバルで共
通的な教育プラットフォームを活用
教育コンテンツは一般論でなく自社
ベースとすることで効果を向上

セキュリティ人材を集約し効率化
外部の講習会への参加、各種業界団体
との情報共有活動などで人材のレベル
向上

階層別のレベル向上施策

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低
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実効のポイント・工夫

ここがポイント

経営層が自分事として、セキュリティリスクが重要な経営リスクの１つだという
認識を持つことが大事であり、セキュリティの認識度向上策として、経営層の言
葉でのコミュニケーション、第三者評価などを活用する。

特に第三者評価は、かなり経営層も気にするところであるが、定量的に説明する
のが難しいこともあり、疑似攻撃の実施結果などから、自社のセキュリティ対策
状況を説明する。あわせて経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライ
ン」をベンチマークに、会社の状態を分かりやすく説明する。

セキュリティ担当メンバーは、各社ごとに要員を確保してCSIRTを組んでいるが、
活動場所をグループ全体で一か所に集約する。各社で数名ずつ個別に配置しても
育成が難しく、また、退職などのインパクトが大きくなる。採用においても、グ
ループ全体でセキュリティチームが存在することをアピールできる。

セキュリティ担当メンバーは、外部講習会への参加や各種団体の情報共有活動を
通じてレベルアップを図る。経営層に対するコミュニケーションの担い手として、
セュリティインシデントの状況やリスクを具体化定量化するなどしてわかりやす
く事業の視点で説明できる能力を身に着けることが重要である。「インシデント
が発生すると事業にこんなインパクトが出る」というように事業のインパクトを
具体的に数字で説明できるようにする。

インシデント対応のための経験値向上策として、グループ会社含めた各部署の
ローテーションを実施する。ベンダーへの一時派遣も実施する。

ユーザーについては、特にアジア地区の底上げを狙い、セキュリティ教育のプ
ラットフォームを活用する。コンテンツは一般論でなく自社のルールや過去のイ
ンシデント事例ベースで作成する（各国語版）。

（１）経営層がセキュリティリスクを重要な経営リスクの１
つと認識するよう経営の言葉でコミュニケーション。疑似攻
撃等の第三者評価の活用といった認識向上策を実施する。
（２）セキュリティ担当者は、各社に散らばる要員を集約し、
グループ全体を見る形にすることで効率化する。
（３）セキュリティ担当者は、外部講習受講や外部コミュニ
ティでの情報共有によりレベルアップを図る。また、経営と
の橋渡し能力向上やインシデント対応の経験蓄積の観点から、
各部署のローテーションを実施する。
（４）ユーザーについては、自社コンテンツをベースとした
教育プラットフォームを活用してリテラシーを底上げする。
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現場のリスク感度を上げるには、自社の業務に沿ってリスク
を嚙み砕いて伝えることが大切。同時にセキュリティ人材育
成は「自分でやってみる」「仕組みを理解する」ことが重要。

セキュリティ人材の外部獲得は難しい。事業部のセキュリティ担当者だけでなく、セキュリ
ティ部門の管理者についても自社で育成していく必要がある。その時重要なのは事業部の担当
者とセキュリティ担当者との「伝わるコミュニケーション」である。事業部の担当者へは、リ
スク感度を上げるために、関係ある分野別に絞って情報提供や対策実施などを行い、現場の仕
事とセキュリティマネジメントとを結びつけ、自分事として理解できるようにしていく。また、
セキュリティ担当者は、「セキュリティは難しい」という誤解を解き、外部に任せるのではな
く、自分でやってみる、仕組みを理解することで育成していく。加えて、見える化で得られた
事実・データをツールとして、具体性のあるコミュニケーションをとることが重要である。

取り組みの概要
事業部のセキュリティ担当者には、関係ある分野別に絞ってセキュリティ教育や
情報共有を実施。自社の事業の目線で情報発信・共有していく。さらに、業務に
紐付く研修を通じて、現場の感度を上げていく。
TMS（Total Management System）活動などを取り込み、データを見える化す
ることでコミュニケーションの質を上げ、チームの連携・効率化を促進する。
DevSecOpsの考え方をとり入れ、運用（Ops)を起点と考える。モニタリング・
分析した情報をもとに、改善強化・実装の自然な流れの中でセキュリティが組み
込まれるようにする。


ॎ
ॊ
॥

⑃
ॽ
ॣ
␗
३
⑄
থ

必要な情報に絞って情報を共有す
る
業務に紐付く研修を通じて、自分
事として現場の感度を上げていく

◆practice B2-1◆

事業部のセキュ
リティ担当者

セキュリティ
担当者

システム開発・
運用者

まず運用ありきで、自然な流れ
の中でセキュリティ対策がなさ
れる（DevSecOps)
ガイドで縛らず、権限を委譲す
ることで育成

セキュリティは難しくないとい
う意識づけ
やってみる、仕組みを理解する
データによりコミュニケーショ
ンの質を上げる（TMS)

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低
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実効のポイント・工夫

ここがポイント

事業部の現場には、セキュリティに関する情報を全て発信するのではなく、事業
部のセキュリティ担当者に関係ある分野別に焦点を絞って教育や情報共有する。
ただでさえセキュリティの話はつまらない。それに輪をかけて、自分の業務範囲
に関係のない情報を伝えられても、かえって頭に入らない。

事業部の担当者は、セキュリティが自分の業務に具体的にどう影響し、だからこ
ういうアクションをしなければいけないのだ、という「なぜ」と「アクション」
に重きを置くことで理解を深める。そのために、研修も勉強会スタイルとし、現
場との距離を縮め短時間で興味を持てるように工夫し、勘所を掴んでもらう。

セキュリティは難しいという誤解をとくことが、セキュリティ担当者育成のカギ
になる。そして、業務を外部に任せすぎず、自分でやってみることを奨励してい
る。自身の取り組みの中で、仕組みを理解していくことが大切である。

システム面のセキュリティは、DevSecOpsの考え方を取り入れ、まず運用(Ops)
ありきで考える。モニタリング・分析を行い、それから改善強化・実装という流
れの中で自然にセキュリティがシステムや運用に組み込まれていく必要がある。

システム開発・運用時のセキュリティ対策の底上げには意識面の底上げも不可欠
である。なんでも集権的に専門組織にお任せとするのではなく、あえてアメーバ
のように権限を委譲することも必要である。

業務品質の悪さは、コミュニケーションの悪さに起因する。コミュニケーション
をとろう、とだけ言ってもなかなか実行につながらない。見える化で得られた事
実・データをツールとして、具体的にコミュニケーションをとっていくことが成
功のポイントである。

（１）セキュリティに限らず、品質の悪さはコミュニケー
ションの悪さから。見える化で得られた事実・データをツー
ルとして、具体的にコミュニケーションをとっていく
（TMS) 。
（２）現場担当者には、自分の業務とセキュリティが関係づ
けられるように情報を伝えることが重要である。また、研修
も勉強会形式で自分事として考えてもらう。
（３）セキュリティ担当者は、まずセキュリティは難しいと
いう誤解を解くことから。実際に自分でやってみる、仕組み
を理解する取り組みが重要となる。
（４）システム開発においては、セキュリティ改善の自然な
流れを現場で考えられることが重要である（DevSecOps) 。
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リスクの大きいサイバーセキュリティに対応できるよう、
BCP対策として組織横断的な施策を策定。事業部門と対応
マニュアルを作成するだけでなく、役員レベルの訓練も実施。

社会インフラ業のI社においては、組織横断的にセキュリティの対応力を上げていく必要が
ある。通常のインシデント対応だけでなく、BCP対策の一環としてサイバーBCP対策を実
施し、危機管理（リスクマネジメント）体制を組織化している。
組織横断的なセキュリティ対策を推進するためには、セキュリティ担当組織だけでなく、
事業部門についてもセキュリティ対応能力を上げていかなくてはならない。I社ではトップ
ダウンで意識づけするとともに、一般的なe-learningによる教育にとどまらず、各事業部
門を巻き込んだ対応マニュアルの作成や、担当役員クラス含めた訓練を実施している。

取り組みの概要
サイバーセキュリティ対策は事業継続計画と位置づけ、サイバーBCPとして対策
の策定を進めている。サイバーBCPは組織横断的な危機管理体制となり、社長を
組織の長としている。
サイバーBCPを組織に定着させるため、トップからのメッセージだけでなく、事
業部門も巻き込んだマニュアルの作成や役員クラスも参加する訓練の実施を進め
ている。
事務局は、社会インフラに関わるシステムがどんな情報を扱い、トラブルを起こ
すとどういうインパクトがあるのかイメージできるよう工夫している。

◆practice B4-1◆

経営者

事務局
（リスク

管理部門）

事業部門

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低

サイバーBCPの定着

リスク管理委員会

社員に対する意識づけ
訓練への参画

実際に対応マニュアルを作成
訓練の実施

教育のための全社施策実施
(e-learning等)
社会インフラの業務・情報の
理解（リスク感度を高める）
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実効のポイント・工夫

ここがポイント

社会インフラ事業であることから、危機管理部門（CSIRT相当）、IT部門、管理
部門、広報だけでなく、社会インフラを所管する製造、販売、物流の部門と組織
横断的な委員会を設置し、そこでサイバーセキュリティも対応している。

基本的なセキュリティ対策（内部漏洩等）は各部署に責任者を設置し定期的なe-
learning等を実施しているが、重大なセキュリティ・インシデントについてはサ
イバーBCPとして事業継続計画レベルに位置付け、対応する特別な体制をとって
いる。推進もトップダウンで行う必要があり、委員会のトップは社長である。

事務局では、社内の重要インフラに関わるシステムがどんな情報を扱っていて、
これがトラブルを起こすとどういうインパクトがあるのかイメージできるように
している。業務の影響を理解するためには、各事業部門とコミュニケーションを
取れる能力も必要である。

サイバーBCPに関して、非常に重要であるということを各事業部門に意識づける
ために教育も含めて実施している。また、サイバーBCPの対策を検討するにあた
り、各事業部門を巻き込みマニュアル等を一緒に整備しており、そのことでお互
いの理解を深めている。あわせて、サイバーBCPの訓練についても、実際に各事
業部門の担当者が対応するだけなく、各事業部門の役員レベルも参加している。

コストのかかるセキュリティ対策について、これまで現場はコスト重視で動いて
いたが、トップダウンで意識を変えてもらうことで、必要だが予算が付かなかっ
た対策にも、少しづつ対応がなされるようになる。

セキュリティを議論するワーキンググループを実施すると、手を挙げてセキュリ
ティをやりたい人物が何人か見えてくる。そういう感度の高い人材をセキュリ
ティ担当に登用することでモチベーションを維持して業務を推進できる。

（１）サイバーセキュリティについては、事業継続計画
（BCP）レベルのリスクであると捉え、経営者自らが長とな
る組織横断的なガバナンス組織を設置することが望ましい。
（２）組織横断的なセキュリティ組織を設置すると同時に、
関係部門に対して、教育を通じサイバーセキュリティ対策は
非常に重要であることを意識づけていくことが大切である。
（３）事務局においては、各事業部門との対話を通じ、業務
でどのような情報を扱っており、それがどのようなリスクを
持つのかイメージできるようにしておく必要がある。
（４）各事業部門においては、事業継続計画として実際にマ
ニュアルをまとめるだけでなく、定期的な訓練を通じて、実
際に手順が機能するようにしておくことが大切である。
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セキュリティ担当者の育成は「経験」が最重要。不足する経
験は、外部コミュニティにおける他社事例等の最新情報の交
換を通じて、リスクの感度をあげてゆくことが効果的。

セキュリティ担当者は、インフラやセキュリティの知識だけでなく、自社の業務や情
報システムにおいてどのようなリスクがあるのか感度を高めていくことが重要となる。
そのため、セキュリティ担当者は、社内での経験を通じて育成していく必要がある。
ただし、サイバー攻撃等においては、自社のOJTだけでは十分にリスク管理能力を高め
ることができない場合も多い。広くリスク管理能力を高めるためには、外部のコミュ
ニティに参加し、そこで集まってくる事例を自分の会社に置き換えて考えることで、
自社だけでは得られない学習の場を持つことも重要である。

取り組みの概要
セキュリティの体系的な知識は必要だが、リスク管理のためには、事業部門の業
務や組織文化を理解することが重要。個々のリスクを自社に噛み砕いて捉える能
力を身に着ける。
サイバーセキュリティについては、自社のインフラの構造を理解しておくことも
重要となる。侵入の入口、出口を押さえていく。
リスク感度を高めていくためには、外部コミュニティに参加することで、自社だ
けでは得られない能力を高めていく。

◆practice B5-1◆

セキュリティ
知識体系

他社の事例・
外部コミュニ
ティへの参加

自社の
業務・組織文化
自社のネット
ワーク・基盤

セキュリティ担当者の
セキュリティマネジメント能力

自社の事業におけるリスクは何か
自社の基盤のどこにリスクが潜んでいるか
自社に適用できる、他社のリスク管理手法
はあるか

資格等 事例理解

専門組織・集権 専門組織・連邦 委員会・集権 委員会・連邦

成熟度 高 成熟度 中 成熟度 低
人材充足度 高 人材充足度 中 人材充足度 低
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実効のポイント・工夫

ここがポイント

自社のセキュリティはどこまで、どうあるべきかを自ら考えなくてはならないの
で、必要とするセキュリティ対策の検討を外部に出すこと自体は難しい。自分た
ちの目の届く範囲である本体や情報子会社が担うべきである。

５種類のカテゴリ（「外部攻撃」「脆弱性等」「DDoS」「なりすまし」「内部不
正」）に分類して議論する。それぞれに対して何をやるべきなのかを頭に入れて
おきながら、リスクの大小によってどこに対策を打っていくか判断できることが
重要となる。

セキュリティに従事する人材は、システムやセキュリティの知見がある人材のほ
うがより良いが、一番大事なのは自社の業務を知っている、自社の仕組みを知っ
ていること。それがないとリスクの判断ができない。

セキリティスペシャリストやCISSPの勉強は、あくまで体系や言葉の理解のため
である。社内のリスクを見ていく場合、全く違う軸も必要となる。例えば、自社
における実際の経験だけでなく、社内のいろいろな部門との関わりや組織的な文
化も関係する。これらは資格取得では得られないが、非常に重要である。

サイバーセキュリティに限って言えば、インフラ技術と、セキュリティの知識が
必要である。そして、自社のネットワークがどことどうつながっているかという
知識も、外部攻撃者の侵入に対する対策を検討する際に不可欠となる。

社外の方々とコミュニケーションをする場への参加はとても重要である。それぞ
れの会社で事業やガバナンス組織の形は異なるが、そこで集まってくる事例を自
分の会社に置き換えたらどうなのかと考えることがトレーニングになる。自分の
会社で起きていないことを学習することが非常に有益である。

（１）セキュリティをマネジメントできる人材にとって一番
重要なのは自社の事業・業務・仕組みを知っていること。こ
のような人材は自社で育成することとなる。
（２）セキュリティマネジメント人材は、高度なインフラ技
術やセキュリティ知識よりも、一般的な技術の知識をベース
に、自社の事業や業務内容、また各組織の文化を理解してい
くことがリスク感度を上げるために重要である。
（３）サイバーセキュリティについて言えば、自社のインフ
ラやネットワークを知っていることも重要である。悪意を
持った攻撃の経路を把握できるようになる必要がある。
（４）OJTは人材育成上の基本となるが、加えて、外部のコ
ミュニティに参加し、他社の事例を自社に置き換えて考える
ことで、自社だけでは得られない知見が得られる。



ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

本ティップス集について
ユーザー企業におけるセキュリティ人材・組織体制について15社（※）

にヒアリングを実施した。その結果からセキュリティ人材の確保・育成や
組織体制構築の参考となる取り組みのヒントをまとめたのが本ティップス
集である。自社におけるセキュリティ担当者の確保・育成やセキュリティ
体制構築を進めるうえで活用していただくことを想定している。なお、
ティップスは「サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer2.0ー付録Ａ サ
イバーセキュリティ経営チェックシート」の項目ごとに整理した。
（※）上場企業または従業員模300人以上の様々な業種・成熟度の企業に実施。

INDEX
Tips1-1 経営者のセキュリティリスク意識を高める方法
Tips1-2 セキュリティ対応方針を浸透させる方法
Tips1-3 各国法令やガイドラインの理解と対応
Tips2-1 OTやIoTを含めたセキュリティ体制の構築
Tips2-2 スピードアップ、クイックレスポンスに対応した体制構築
Tips2-3 グループ・グローバルのセキュリティガバナンス強化（集権型）
Tips2-4 グループ・グローバルのセキュリティガバナンス強化（連邦型）
Tips2-5 ３つの防衛線によるリスク管理体制
Tips2-6 セキュリティ部門と事業部門の役割と責任
Tips2-7 セキュリティ委員会の権限
Tips2-8 企業リスク管理、システム開発とサイバーセキュリティ体制の関係
Tips3-1 セキュリティ管理者に必要なスキル・能力
Tips3-2 セキュリティ担当者に必要なスキル・能力（マネジメント）
Tips3-3 セキュリティ担当者に必要なスキル・能力（技術）
Tips3-4 事業部セキュリティ担当者に必要なスキル・能力
Tips3-5 セキュリティ人材不足の対応方法
Tips3-6 セキュリティ人材の育成（OJT編）
Tips3-7 セキュリティ人材の育成（外部活用編）
Tips3-8 事業部のセキュリティ人材育成
Tips3-9 情報セキュリティ人事コースを設定
Tips3-10 事業部のセキュリティ対応力強化
Tips4-1 サイバーセキュリティリスクの優先順位付け
Tips4-2 サイバーセキュリティリスクの位置づけ
Tips4-3 各部門のリスク対応計画立案
Tips6-1 効果的な経営への報告方法
Tips6-2 リスク管理のPDCA
Tips7-1 CSIRTの位置づけ
Tips9-1 外部活用の考え方
Tips9-2 委託先の評価方法
Tips9-3 グローバル・グループ会社の評価方法
Tips10-1 社外情報の収集方法

別添：ティップス一覧（サイバーセキュリティ経営ガイドライン付録Aインデックス）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

経営者のセキュリティリスク意識を高める方法

◆Tips1-1◆

サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の
策定

課題への対応事例（Tips)

経営への説明にホワイトハッカーを使った疑似攻撃の結果や
ダークウエブの情報などを活用
経営への説明ではベンチマークを基に自社がどうなっている
のかを示す。経済産業省「サーバーセキュリティ経営ガイド
ライン」で評価するのも一つの方法
役員を啓発・教育し、セキュリティを自分事として対応して
もらう
役員を対象に情報セキュリティ教育を実施する。最新のセ
キュリティ事情を説明し、脅威の大きさを共有したり、事業
インパクトに置き換えて実体験や他社での対応などを学んで
もらう
経営の巻き込み度というKPIで評価
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」も参考にガバナ
ンスを強化

指示１

付録Aチェック項目

経営者がサイバーセキュリティリスクを経営リスクの1つとして
認識している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ対応方針を浸透させる方法

◆Tips1-2◆

サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の
策定

課題への対応事例（Tips)

セキュリティガバナンスの強化にはファクトベースで説明、
IT部門の技術力強化によるプレゼンス向上、コミュニケー
ション頻度増が有効
事業部門や本社部門に対してセキュリティリスクや施策のメ
リット・デメリット、費用対効果などを丁寧に説明し、セ
キュリティ組織と事業部門間の信頼を醸成する
チェックシートを作ってセキュリティ状況を把握し現場と共
有する

指示１

付録Aチェック項目

経営者が、組織全体としてのサイバーセキュリティリスクを考
慮した対応方針（セキュリティポリシー）を策定し、宣言して
いる
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

各国法令やガイドラインの理解と対応

◆Tips1-3
◆

サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の
策定

課題への対応事例（Tips)

GDPRや中国サイバーセキュリティ法といった法対応の専門
知識が必要
経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を自
社のセキュリティ強化のきっかけとし、ガイドラインを全て
やりきることを目標にセキュリティ対応を見直す

指示１

付録Aチェック項目

法律や業界のガイドライン等の要求事項を把握している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

OTやIoTを含めたセキュリティ体制の構築

◆Tips2-1◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

3分野体制（情報セキュリティ、製品セキュリティ、工場セ
キュリティ）でガバナンスを強化
情報系はCSIRT、製品・サービス系はPSIRT、工場系は
FSIRTを作り各部門で推進、全社CSIRTは統括組織として
バーチャルで運営
各事業会社に情報セキュリティ委員会を設置し、その中に制
御系のセキュリティ分科会を設置

指示２

付録Aチェック項目

組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO等か
らなるサイバーセキュリティリスク管理体制を構築している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

スピードアップ、クイックレスポンスに対応した体制構築

◆Tips2-2◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

スピードアップ、クイックレスポンスのために集権型から連
邦型へシフトする
連邦型にした時にセキュリティ対応の効率化に向けた工夫を
行う（OpsDev2、TMS等の採用）
インシデントのエスカレーションは、縦系列だけで報告を上
げると時間がかかるため、横ぐしでインシデント対応ができ
る体制を作る
他の事業リスク対応で効力を発揮し定着している既存の仕組
みに、セキュリティものせる形でスピードと実効性を確保す
る
「バットニュースファースト」の企業文化を根付かせ、悪い
ことは下から順番に上げるのではなくダイレクトに上げる
ルートを作るなど、複数のエスカレーションルートが確保さ
れていることも重要

指示２

付録Aチェック項目

組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO等か
らなるサイバーセキュリティリスク管理体制を構築している

7



ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

グループ・グローバルのセキュリティガバナンス強化
（集権型）

◆Tips2-3◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

事業部／グループ会社、海外関連会社のセキュリティガバナ
ンス強化に向け集権型を強化する
リージョンごとの経営層が集まりセルフチェック結果を共有、
ファクトをベースに改善をコミットしていく
セキュリティ専門組織としてセキュリティ管理部（ポリシー
作成、規定類作成、情報ガバナンス、委託先管理など）、シ
ステム管理部（IT統制、システム管理、セキュリティ対策な
ど）、システム運用部（インフラ管理、SOCなど）を配置し
集権的にガバナンスする

指示２

付録Aチェック項目

組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO等か
らなるサイバーセキュリティリスク管理体制を構築している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

グループ・グローバルのセキュリティガバナンス強化
（連邦型）

◆Tips2-4◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

事業部、関連会社（海外含む）を巻き込んだセキュリティ体
制を組むには各社にセキュリティ統括責任者とCSIRTを置く
ことが有効（連邦型）
連邦型にするとロスや重複もでるので、インフラなど基本的
になものは共通にしてプラットフォーム化する。効率化とガ
バナンス強化にはCSIRT担当を1か所に集めることも有効
海外は各リージョンごとにセンターを置きカントリーを統括
する、任せるところはリージョンに任せる
ガバナンスを強化するため現場部門とは3か月に1度のペー
スでコミュニケーションする。その際にチェックシートを
作ってセキュリティ状況を共有する
現地でディスカッションするなど親会社が子会社や関連会社
のセキュリティリスク評価や施策検討を支援する体制を作る
セキュリティ対策の努力を点数で可視化し本体の経営に報告
することで、現地法人のトップが現地自社の担当者の努力を
正しく評価することにつなげる

指示2

付録Aチェック項目

組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO等か
らなるサイバーセキュリティリスク管理体制を構築している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

３つの防衛線によるリスク管理体制

◆Tips2-5◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

1線：現業部門、2線：管理部門、3線：内部監査部門の3つ
の防衛線によるリスク管理体制を構築
各防衛線は役割を明確に分けて（兼務はない）対応する
IT部門のセキュリティ運用部は3つの防衛線のうちの2線
（管理部門）に特化する
IT部門にあったセキュリティ管理部を、サイバーリスクの増
大や3線防衛の考え方に倣ってIT部門から分離し、人的な兼
務やCIOとCISOの兼務もなくす

指示2

付録Aチェック項目

組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO等か
らなるサイバーセキュリティリスク管理体制を構築している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ部門と事業部門の役割と責任

◆Tips2-6◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

現場に責任と権限を持たせる
セキュリティ責任者の明確化とオーナーシップの明確化で事
業部が自走できる体制へ
部門セキュリティ統括責任者として、事業部長もしくはそれ
に相当する役職者を任命し、その下に部門セキュリティ管理
者としてシステムと生産設備のそれぞれ1名以上を配置する
部門セキュリティ統括責任者に権限を与え、PDCAを回すた
めには何をどのようなスケジュールで自部門ですべきかをセ
キュリティ専門組織と相談して実施させる
グループ会社にはセキュリティ責任者と担当者を必ず置くよ
うにする

指示2

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティリスク管理体制において、各関係者の役
割と責任を明確にしている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ委員会の権限

◆Tips2-7◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

セキュリティ会議で決めたことは事業より優先される。例え
ばセキュリティリスクがあれば事業の特定のサイトを止める
権限を持っている
セキュリティ委員会は経営会議と同質で、全経営幹部をメン
バーにする
セキュリティ委員会の下部組織にCSIRTを配置しセキュリ
ティ統括機能の実働を担う
全社ガバナンスの観点で、システム部門だけでなく総務部門
や法務部門を巻き込んだセキュリティ委員会を設置し、役員
が委員長を務める
各工場に情報セキュリティ委員会を設置し、その中に制御系
セキュリティ分科会を設置。分科会長は技術系を所管する役
員が担当し、有事の際には責任をもって対応してもらう

指示2

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティリスク管理体制において、各関係者の役
割と責任を明確にしている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

企業リスク管理、システム開発とサイバーセキュリティ体制
の関係

◆Tips2-8◆

サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

課題への対応事例（Tips)

システムリスク体制を強化、サイバーセキュリティは専任体
制へ
アクセル（システム部門）とブレーキ（サイバーリスク部
門）の独立
役員レベルでCIOとCISOは分ける
内部統制のリスク管理部門で実施していたセキュリティ管理
は、求められるスピードや技術が大きく異なるため、リスク
管理部門から独立させ専門部門とした

指示2

付録Aチェック項目

組織内のリスク管理体制とサイバーセキュリティリスク管理体
制の関係を明確に規定している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ管理者に必要なスキル・能力

◆Tips3-1◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)
セキュリティ管理者に必要な能力はコミュニケーション能力、
経営センスを持ち経営者に分かりやすく説明できる能力であ
るが、管理者でも最低限のセキュリティ知識は必要
投資判断のためのセキュリティ技術への理解がセキュリティ
管理者には重要。それは専門技術ではなく、攻撃方法などの
技術的理解、すなわち攻撃の手口がどんなものかをきちんと
理解し、自社や自社事業へのリスクに対してどのような影響
があるかを理解しておくこと
事業とのバランスを鑑みて経営や現場の意思決定の適切なア
ドバイスができること。時には経営や現場の要求を止めさせ
ることも必要であり、粘り強く説明できる力が必要である
事業リスクに置き換えて話ができることが大切であり、脅威
は何で、どのような影響があり、頻度はどれだけであるかを
リスク管理の観点で話せる力。その下支えとなるのは業務プ
ロセスの理解、ITの理解、セキュリティの理解である
英語も含めた海外とのコミュニケーション能力が必要
事業の言葉で事業部とコミュニケーションできる力。「どん
な事業なのか」「お金の仕組みはどうなっているのか」を理
解した上でセキュリティについて考えられることが必要

指示3

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保し、各担当
者が自身の役割を理解している（組織の内外問わず）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ担当者に必要なスキル・能力
（マネジメント）

◆Tips3-2◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

セキュリティ担当者はトリアージ（リスク評価）ができるこ
と、ベンダーを評価できること＝テクニカルが分かるジェネ
ラリスト
（ITの経験・スキルはセキュリティ人材の前提）
重要なのは知識ではなく使いこなす力
自社の業務や業務プロセスを理解し、リスク管理の考え方を
理解している必要がる
セキュリティに興味がある人が条件、興味がないと長続きし
ない

指示3

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保し、各担当
者が自身の役割を理解している（組織の内外問わず）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ担当者に必要なスキル・能力
（技術）

◆Tips3-3◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

セキュリティ担当者は最新の攻撃の実態を知っておく必要が
ある
セキュリティ関連5知識（外部攻撃、脆弱性、DDoS、なり
すまし、内部不正）は必須
セキュリティ関連の基礎的な知識は必須
インシデント対応を経験することで現場の業務が分かるよう
になる
ITの開発経験、運用経験や内部統制の対応などの経験が役に
立つ
情報処理安全確保支援士（登録セキスぺ）やCISSPは必須で
はない（ないよりはあったほうが良い）

指示3

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保し、各担当
者が自身の役割を理解している（組織の内外問わず）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

事業部セキュリティ担当者に必要なスキル・能力

◆Tips3-4◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

事業部のセキュリティ担当者は関連法令が分かって、部員に
リーダーシップを発揮できる人材
事業部や工場のセキュリティ担当者のリスク意識が高くない
場合は、セキュリティ部門がリスクの大きさを把握し優先度
付けした対応が有効

指示3

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保し、各担当
者が自身の役割を理解している（組織の内外問わず）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ人材不足の対応方法

◆Tips3-5◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

セキュリティ人材不足の領域は、外部人材を活用して出向・
常駐してもらい社員とチームを組ませる
公募やIT部門内のローテーションでセキュリティに興味があ
る人に異動してもらう
情報子会社がある場合は出向してもらう
過去のインシデント事例などを取り上げた全社員向け朝礼等
を定期的に実施し、社長からセキュリティの大切さについて
話してもらう。全員のセキュリティ意識を高めリテラシーを
底上げすることでセキュリティの効率化を図る
各事業会社に散らばっている担当者を同じ場所に集めてセン
ター化し、人材の育成やリソースシェアリングを実施。標準
化・効率化を図る

指示3

指示3

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保し、各担当
者が自身の役割を理解している（組織の内外問わず）
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ人材の育成（OJT編）

◆Tips3-6◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

より現場に近い教育で実践力とリスク感度を上げる
現場に放り込んで体験させる。インシデント対応管理、事務局
の経験でセキュリティ感度と専門能力を身に着ける
社内の勉強会を開催。講師は原則自社の人間（教えることで学
ぶ）とし、自分たちのナレッジは自分たちで作るスタンス。た
だし、専門技術は外部コンサルタントに委託することもある
経験値向上策としてローテーションを実施する
セキュリティというと難しそうだが、実際にやってみると、業
務やリスク管理の視点からすれば改善やPDCAを回す上での
「当たり前のコントロール」にすぎないことも多いので、まず
は好奇心をもってやってみることが大事
事業部やグループのセキュリティ監査を現地へ赴いて行い、経
験を積むことも有効
中堅以上のジェネラリストが急にセキュリティ担当になったと
きに重要なのは「実務で何ができるか」である。実務に役立て
られる最新情報の収集が資格の勉強などよりも有効

指示3

付録Aチェック項目

組織内でサイバーセキュリティ人材を育成している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

セキュリティ人材の育成（外部活用編）

◆Tips3-7◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

外部研修の活用（産業サイバーセキュリティセンター、
ISAC、JUAS等）
外部コミュニティでの情報共有（ISAC、産業横断、JUAS
等）が有効である。他社事例を自分の会社に置き換えて考え
ることでトレーニングになる
自社内で経験値を積む機会が少ない場合はベンダーへの出向
も検討
セキュリティはシステム開発と異なり教育が難しい。自社の
仕組みの連携の理解に加え、トレンドも変化が激しいからで
ある。ベンダーと定期的に情報交換したり、外部セミナーに
参加して知識や情報を自ら仕入れていくことが大事

指示3

付録Aチェック項目

組織内でサイバーセキュリティ人材を育成している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

事業部のセキュリティ人材育成

◆Tips3-8◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

事業部担当者の教育はセキュリティ部門の役割である。セ
キュリティ教育のプラットフォームとして汎用的なツールを
活用。ただしコンテンツは自社で作成するのが有効
品質やセキュリティをチェックする標準プロセスを通して業
務の中で教育
セキュリティ全般について教育しても自分の業務に関係がな
い場合は身につかないので、担当者に関係ある分野に絞って
教育や情報提供を行う

指示3

付録Aチェック項目

組織内でサイバーセキュリティ人材を育成している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

情報セキュリティ人事コースを設定

◆Tips3-9◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

ジェネラリスト育成のキャリアパスとは別に情報セキュリ
ティに特化した人事コースを作る
職務専門型社員コースとして一般社員とは報酬、人事規程な
ども別にする
裁量労働型のスペシャリストとし、レベルは年4回の上長と
の面談で評価する
キャリアプランは各自で作成する

指示3

付録Aチェック項目

組織内のサイバーセキュリティ人材のキャリアパスの設計を検
討、及び適正な処遇をしている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

事業部のセキュリティ対応力強化

◆Tips3-10◆

サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

課題への対応事例（Tips)

事業部のインシデント対応能力の強化、底上げが必要。対応
能力を引き上げてセキュリティ部門の負荷を減らす
事業部管理者、担当者向けのセキュリティ意識教育が有効
教育コンテンツは一般論よりも自社の規則や過去事例をもと
に訓練・教育を行うと効果的
実際の生産設備を見ながら現場のセキュリティ教育を行う
事業部門で未成熟なところは成熟するまでCSIRTが主導して
情報を収集しベストプラクティスを集める

指示3

付録Aチェック項目

セキュリティ担当者以外も含めた従業員向けセキュリティ研修
等を継続的に実施している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

サイバーセキュリティリスクの優先順位付け

◆Tips4-1◆

サイバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画
の策定

課題への対応事例（Tips)

製造・IoT現場へセキュリティアンケートを実施しセキュリ
ティ意識を高めるとともに、事業インパクトに応じたプライ
オリティを明確化する。システムがなければ生産ができない
部門もあれば、２～３日止まっても大きな影響がない部門も
あるので、本体からグループまでの各工場で優先付けを実施
する
得意先からよく問われるセキュリティ項目は、やるべき施策
を取捨選択する際の参考になる

指示4

付録Aチェック項目

守るべき情報を特定し、当該情報の保管場所やビジネス上の価
値等に基づいて優先順位付けを行っている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

サイバーセキュリティリスクの位置づけ

◆Tips4-2◆

サイバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画
の策定

課題への対応事例（Tips)

経営におけるリスク管理の1つとしてシステムリスクがあり、
その中の1つとしてサイバーセキュリティがある。
サイバーセキュリティはITリスクではなくエンタープライズ
リスクと位置付けて、他の事業リスクと同列にとらえる

指示4

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティリスクが事業にいかなる影響があるかを
推定している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

各部門のリスク対応計画立案

◆Tips4-3◆

サイバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画
の策定

課題への対応事例（Tips)

全部門長に、自部門のセキュリティ課題の抽出と計画立案を
指示し、セキュリティ専門組織でチェック、フィードバック
する
現場を訪問し、チェックリストを一問一答で回答してもらう
など状況を見ながらチェックすることが効果的である

指示4

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティリスクの影響の度合いに従って、リスク
低減、リスク回避、リスク移転のためのリスク対応計画を策定
している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

効果的な経営への報告方法

◆Tips6-1◆

サイバーセキュリティ対策におけるPDCAサイクルの実施

課題への対応事例（Tips)

ガバナンス強化のため経営会議の位置づけでセキュリティ委
員会を設置
各部門の計画達成状況を定期的にチェックし、内容を経営会
議で報告（経営会議でのセキュリティ勉強会を兼ねている）
良い事例については課題に対する取り組み例として経営会議
で部門名も明示して発表。
経営への説明はベンチマークやサイバーセキュリティ経営ガ
イドラインを基に自社がどうなっているかを説明する

指示6

付録Aチェック項目

経営者が定期的に、サイバーセキュリティ対策状況の報告を受
け、把握している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

リスク管理のPDCA

◆Tips6-2◆

サイバーセキュリティ対策におけるPDCAサイクルの実施

課題への対応事例（Tips)

リスク管理のPDCAを回す。リスク評価はセキュリティ部門
が支援し各社でチェック、結果は経営に報告する
グループ全体のセキュリティ点検・監査を定期的に実施する。
現地に行って対話しながら行うことで、気づきやコミュニ
ケーションが密になりPDCAが回りやすくなる

指示6

付録Aチェック項目

サイバーセキュリティリスクや脅威を適時見直し、環境変化に
応じた取組体制（PDCA）を整備・維持している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

CSIRTの位置づけ

◆Tips7-１◆

インシデント発生時の緊急対応体制の整備

課題への対応事例（Tips)

セキュリティインシデントの大きさに合わせて対応体制を立
ち上げる
CSIRTはバーチャルな組織とし役割・権限を持たせない。リ
アルな組織に実働の役割・権限を位置づける。たとえば情報
系はCSIRT、製品・サービス系はPSIRT、工場系はFSIRTを
作り各部門で推進、全社CSIRTは統括組織としてバーチャル
で運営する

指示7

付録Aチェック項目

インシデント対応の専門チーム（CSIRT等）を設置している

29



ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

外部活用の考え方

◆Tips9-１◆

ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体
の対策及び状況把握

課題への対応事例（Tips)

セキュリティ専門知識、労務管理が必要な業務（24H365D
等）は外部活用
セキュリティ専門能力やエッジの効いたサーバーセキュリ
ティ人材は外部活用
セキュリティ対策の方針、対策状況の可視化などの活動支援
をセキュリティベンダーに依頼し、専門家の目でセキュリ
ティ対策のチェックをしてもう
セキュリティは外部に委託しないという明確な方針を設定し
ているケースもある。ただし、ワークライフバランスの考え
からSOCだけは外部活用
自社のセキュリティ方針（何をどこまで、どうあるべきか）
を考えてガバナンスを実効する機能は、自社（情報子会社含
む）で担うべきである

指示９

付録Aチェック項目

システム管理などについて、自組織のスキルや各種機能の重要
性等を考慮して、自組織で対応できる部分と外部に委託する部
分を適切に切り分けている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

委託先の評価方法

◆Tips9-2◆

ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体
の対策及び状況把握

課題への対応事例（Tips)

チェックシートを作って委託先を評価する（大規模な委託先
は年に1回は監査する）
監査はセキュリティ部門が音頭を取って、実施は委託元の事
業部門が、自分たちの仕事の観点で行う
導入時にまず契約でセキュリティについて信頼性を担保する
とともに、年１回リカレント教育を実施する

指示９

付録Aチェック項目

委託先が実施すべきサイバーセキュリティ対策について、契約
書等により明確にしている
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

グローバル・グループ会社の評価方法

◆Tips9-3◆

ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体
の対策及び状況把握

課題への対応事例（Tips)

海外関連会社の説得には実績のある海外のベンダーを使うこ
とも有効
CSIRTが子会社、海外支店を訪問してアセスメントを実施す
る
セキュリティに関する予算は集約し、ガバナンスに関する費
用は本社負担とする

指示９

付録Aチェック項目

系列企業、サプライチェーンのビジネスパートナーやシステム
管理の運用委託先などのサイバーセキュリティ対策状況（監査
を含む）の報告を受け、把握している
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ユーザー企業におけるセキュリティ人材・体制に関するティップス集

社外情報の収集方法

◆Tips10-1◆

情報共有活動への参加を通じた攻撃情報の入手とその有効活用
及び提供

課題への対応事例（Tips)

インテリジェンス情報会社などとも契約して情報収集（ダー
クウェブや各国政府の動向等）する
自社のガイドライン作りなどにも外部コミュニティ
（JPCERT、JUAS等）での情報連携や得られた気づきは有効
である

指示10

付録Aチェック項目

各種団体が提供するサイバーセキュリティに関する注意喚起情
報やコミュニティへの参加等を通じて情報共有（情報提供と入
手）を行い、自社の対策に活かしている
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