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略称について
本書で用いる略称は、それぞれ次の意味を示すものとします。
CDO

最高デジタル責任者（最高データ責任者の略称としても用いられるため、
その意図で用いる場合は文中で明記）

CIO

最高情報責任者

CISO

最高情報セキュリティ責任者

COBIT

Control OBjectives for Information and related Technology

CRIC CSF

産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会

CSIRT

Computer Security Incident Response Team

CYDER

CYber Defense Exercise with Recurrence

DX

Digital Transformation

ICSCoE

産業サイバーセキュリティセンター

IoT

Internet of Things

IPA

独立行政法人情報処理推進機構

ISEPA

情報セキュリティ教育事業者連絡会

ISMS

情報セキュリティマネジメントシステム

ISO

国際標準化機構

ISOG-J

日本セキュリティオペレーション事業者協議会

IT

Information Technology

ITSS

IT Skill Standard

JIS

日本産業規格

JNSA

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

JUAS

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

NCA

一般社団法人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

NICE

National Initiative for Cybersecurity Education

NISC

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター

NIST

米国国立標準技術研究所

OJT

On the Job Training

OT

Operational Technology

PSIRT

Product Security Incident Response Team

SecBoK

Security Body of Knowledge

SOC

セキュリティオペレーションセンター
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１．はじめに
１.１ 本書の目的
本書は、『サイバーセキュリティ経営ガイドライン』（Ver.2.0）（以下、「経営ガイドライン」と
いいます。）をもとに自社のサイバーセキュリティ対策を検討しようとする企業（主にユーザー企
業）を対象として、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：
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
について具体的な検討を行う場合の参考としていただくことを目的として作成されたものです1。
これは次図において赤枠で囲んでいる部分に相当します。

図 1 経営ガイドラインにおける本書の取扱範囲
指示２は、指示１で策定した方針をもとに、具体的な対策を実践するためのサイバーセキュリ
ティリスク管理体制（以下、「セキュリティ体制」といいます。）を構築するもの、指示３は構築
した体制を実効的に運用するために必要となる、予算や人材等の資源の確保を行うものです。こ
うした取り組みは概念としては理解されていても、実践しようとすると、次のような点で疑問を

一部、インシデント対応のための体制に関する項目（指示 7、指示）に対応する内容を含みます。一方、指示
３のうち予算の確保に関する内容は含みません。

1
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感じることもあるかと思います。
 自然災害など、既存のリスク管理体制と同じ体制ではダメなのか？
 顧客の個人情報を保護するための体制とは別の体制が必要か？
 デジタル技術の活用の進展に伴い、既存の情報セキュリティ体制を変える必要はあるのか？
 社内にサイバーセキュリティに詳しい人材がいないが、勉強させればよいのか？
 外部委託すれば、自社内には担当を置かなくてもよいのではないか？

実は、これらの疑問に対して、どの企業にも共通で通用するような回答はありません。ある企
業にとっては自然災害リスクとサイバーセキュリティリスクを共通で扱うことが適切な場合もあ
れば、別の企業では事業内容の違いにより機能不全となってしまうこともあります。
そこで本書では、自社に最適な体制や資源確保に関する適切な判断を行うためのポイントにつ
いて解説します。記載している内容は、有識者による検討と企業における実際の実践事例調査の
結果に基づいています。本書を構成する以下の項目について、それぞれ詳細な説明資料や調査報
告書が公表されていますが、本書はそれらを一気通貫で検討するためのツールとしての役割を担
っています。この流れを次図に示します。

指⽰２
サイバーセキュリティ
リスク管理体制
の構築

2.1 経営者のリーダーシップの下での
セキュリティ体制の検討

2.2 セキュリティ統括機能の検討

2.3 セキュリティ関連タスクを担う部⾨・
関係会社の特定・責任明確化

指⽰３
サイバーセキュリティ
対策のための
資源確保

3.1 「セキュリティ⼈材」
の確保

3.2 「プラス・セキュリティ」
⼈材の確保

ITSS+（セキュリティ領域）
を共通⾔語として活⽤

3.3 教育プログラム・試験・資格等の活⽤と
⼈材育成計画の検討

図 2 本書の構成
なお、本書はサイバーセキュリティ対策を行うために必要な体制と人材に関する内容に特化し
て書かれており、対策実施に必要な予算を確保するための方法と、対策に関する役割を割り当て
られた担当者が行うべき具体的な実施方法については本書では扱っていません。第４章で有用な
参考文献を紹介していますので、適宜参照してください。
また、第３章「セキュリティ関連タスクを担う人材の確保・育成」に関して、本書では「人材の
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確保」を、「業務に必要な人材を採用・異動・育成等を通じて得て、当該業務に割り当てること」
の意味で用いることとします。このとき、現状（本書第１版）の段階では人材の確保・育成に関
する基本的な考え方を示しているものの、企業における参考とするためにはコンテンツが十分で
はないと思われます。これは、企業を取り巻く状況が多様であり、正解を１つに定めることが困
難なことから、条件に応じた様々な取組事例等の紹介を行う必要があるためです。今後改定予定
の版において、順次以下のような内容を追加していく予定です。
 サイバーセキュリティ対策に従事する人材をどのように確保するか
 業務内容や役割に応じた人材の育成方法
 ユーザー企業で必要となるスキルの習得に活用可能な資格制度
 ユーザー企業でサイバーセキュリティ対策に従事する人材のキャリアパス事例

コラム：セキュリティ体制の構築は事故が起きてからでは遅い
次表はセキュリティ対策を実施したきっかけを、日本・米国・シンガポールの企業を対象に
尋ねたアンケート調査の結果です。米国とシンガポールで「経営層のトップダウン指示」が最
多となっているのに対し、日本では「自社でのセキュリティインシデント」が最多となってい
ます。海外では、自社のセキュリティリスクが顕在化する前に、経営層のトップダウンで対策
が推進され、それによって損失を防ぐ効果が得られています。ひとたびインシデントが発生す
ると、それによる直接的な事業上の被害のみならず、取引先からの信用の失墜、対外的なレピ
ュテーションリスクの増大等、経営上の大きな支障となります。
「事故が起きていないからまだ
大丈夫」なのではなく、
「事故が起きないようにあらかじめ対策を講じておく」ことを経営者が
率先して社内に示しておくことが肝心です。
表 1 情報セキュリティ対策実施のきっかけや理由2
日本
自社での
セキュリティインシデント

米国
経営層の
トップダウン指示

シンガポール
経営層の
トップダウン指示

33.6%

55.4%

66.1%

２位

他社での
セキュリティインシデント

他社での
セキュリティインシデント

他社での
セキュリティインシデント

27.1%

25.0%

27.8%

３位

内部監査・内部有識者
からの指摘

自社での
セキュリティインシデント

外部監査・第三者評価の
結果

27.0%

23.4%

22.4%

１位

引用元：NRI セキュアテクノロジーズ：『NRI Secure Insight 2019（企業における情報セキュリティ実態調査）』
（2019 年 7 月） https://www.nri-secure.co.jp/report/2019/insight2019
2
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１.２ 本書の主な対象企業
本書では、従業員数 300 名以上のユーザー企業（大企業・中堅企業）に求められるサイバーセ
キュリティ体制と人材について説明しています。ただし、グループ企業等、それ以外の条件の企
業・組織においても、条件の違いを考慮した上でご活用いただけます。

１.３ 本書の対象読者と読者毎の活用方法
（１）経営者・経営層
本書の各項冒頭にある「ポイント」の欄に記載されている内容を一通りご覧いただくと、自社
のセキュリティ体制やそれを担う人材に関してどのようなことを考慮すればよいのかの要点を効
率よく把握できます。

（２）最高情報セキュリティ責任者（CISO）、セキュリティ統括担当者
本文を含めて第２～３章の全体をご覧いただくことが望まれます。ただし、コラムで紹介して
いる内容や、４章のプラクティス集については、関連する内容のみを参照することで差し支えあ
りません。

（３）セキュリティに関心のある人材、人事部担当者
ユーザー企業でのセキュリティに関するキャリアを考えられている方や、人事部においてセキュ
リティに関する人材の配置等を検討する方には、第３章を中心にご覧いただくことが望まれます。

１.４ 本書の構成
本書は、効率よくご覧いただくための工夫として、次のように構成されています。
表 2 本書の構成

ポイント

囲み枠の中に重要事項を箇条書きで示しています。ポイントをご覧いただく
だけでも、セキュリティ体制・人材の確保の要点を把握することができます。

本⽂

各項目についての詳細な説明です。

コラム

本文における説明を補足する目的で、有用と思われる内容を囲み記事の形で
紹介しています。
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２．セキュリティ体制の構築
２.１ 経営者のリーダーシップの下でのセキュリティ体制の検討
ポイント
① デジタル技術の活⽤の進展に伴い、従来とは異なる全社的なセキュリティ体制が必要となってきている。
② 全社的なセキュリティ体制の確⽴は経営者の責務であり、経営者がリーダーシップをとる必要がある。

（１）デジタル技術の活用の進展に伴うサイバーセキュリティリスクの拡大
近年、AI、IoT、ビッグデータ等のデジタル技術の普及に伴い、
「ビジネスに IT を活用する」域
を超え、デジタル技術を前提として、顧客価値の実現に向け、ビジネスモデルや組織、業務、企
業文化・風土等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランス
フォーメーション（DX）」の潮流が、グローバルに巻き起こってきています。こうした中、企業
は、競争力維持・強化のために、DX をスピーディーに進めていくことが求められています3。
一方で、デジタル技術の活用・依存の進展に伴うサイバー空間とフィジカル空間の融合により、
サイバー攻撃による被害がフィジカル空間に及ぼす影響が増大しています。実際、電力システム、
石油化学プラント、自動車工場、ビルシステム4等の制御システム（OT）へのサイバー攻撃5や、
IoT 機器へのサイバー攻撃6が既に数多く確認されています。
また、サイバー攻撃の起点（侵入口）も拡大しています。フィジカル空間における脆弱な IoT 機
器を起点とするサイバー攻撃7や、クラウドサービスへの攻撃、企業での利用が拡大しているオー
プンソースソフトウェア（OSS）を狙った攻撃8、グループ会社、海外拠点、取引先を狙った攻撃
9など、サプライチェーン上の弱点を狙ったサイバー攻撃が数多く確認されています。こうしたサ

3

経済産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会：『DX レポート～IT システム「2025 年の
崖」の克服と DX の本格的な展開～』（2018 年 9 月）
https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-3.pdf
4 経済産業省 産業サイバーセキュリティ研究会 WG1 ビルサブワーキンググループ：
『ビルシステムにおけるサ
イバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン 第 1 版』（2019 年 6 月）
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190617005/20190617005_01.pdf
5 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
：『制御システム関連のサイバーインシデント事例』シリーズ（2020 年
3 月） https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/incident.html
6 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
：『IoT のセキュリティ～増大する IoT のセキュリティ脅威とその対策
～』（2019 年 5 月） https://www.ipa.go.jp/files/000073862.pdf
7 後藤厚宏：
『IoT 時代に求められるサイバーセキュリティ対策と人材育成』（セミナー講演資料、2018 年 11
月） https://www.ipa.go.jp/files/000070338.pdf
8 経済産業省：
『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
の検討の方向性』（2019 年 11 月） https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/
wg_seido/wg_bunyaodan/software/pdf/002_03_00.pdf
9 大阪商工会議所：
『「サプライチェーンにおける取引先のサイバーセキュリティ対策等に関する調査」結果につ
いて』（2019 年 5 月）によれば、大企業の 4 社に 1 社（25％）が「取引先がサイバー攻撃被害を受けそれが自社
に及んだ経験があると回答 https://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/190510sc.pdf
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イバー攻撃の中には、国家の関与が疑われる事例のほか、金銭目的の組織・集団・個人による情
報・知財窃取、身代金要求（ランサムウェア）
、フィッシング、ビットコインマイニング等のサイ
バー犯罪も多く、中小企業を含むあらゆる企業がターゲットとなっています10。
このように、デジタル技術の活用の進展に伴いサイバー攻撃の対象や起点は拡大しており、ま
たその影響は、サイバー空間における、個人情報や営業秘密などの情報漏えい・知財窃取のリス
クのみならず、フィジカル空間における、システムダウンによる事業停止のリスク、人命・安全
に関わるリスク、資産の毀損により損害賠償が求められるリスク、レピュテーション（評判）リ
スクなどの様々な経営リスクと直結しています。
このため、企業の経営者は、サイバーセキュリティについて、経営リスクの一つであると同時
に様々な経営リスクと直結した課題であり、デジタル技術を活用した価値創造を可能にするため
に必要不可欠な基盤として認識する必要があります。

（２）役割に応じた能動的な対応ができる体制を構築する必要性
こうしたリスクに企業が対応していくためのセキュリティ対策として、かつては Plan（計画）、
Do（実施）、Check（確認）、Act（改善）の 4 つのプロセスで構成されるセキュリティマネジメン
トサイクルを回しながら継続的な改善を図っていくことが何より重要とされてきました。しかし
ながら、
（１）で示したサイバー攻撃の変化が速いため、マネジメントサイクルで最新の脅威に対
応する前に攻撃を受けてしまい、十分な対策効果が得られないような状況も生じています。この
ような状況においては、予め定められた手順を確実に実施できるというだけでは不十分です。企
業が直面するセキュリティ上の新たな脅威に対して、自らの役割に応じた能動的な対応ができる
ようなスキルを備えた人材で構成され、関連部署同士が緊密に連携するようなセキュリティ体制
の構築が求められています。これを実現するためには、形だけの役割分担では機能しないため、
セキュリティ体制を担うすべての要員に自らの責任を自覚させるとともに、技術やコミュニケー
ションを含む必要なスキルを継続的に習得してもらう必要があります。

（３）全社的なセキュリティ体制の必要性
前述のようなセキュリティ体制は、DX の活用や OT の統合的な管理が進む中で、これまで考え
られてきた体制よりも、より多くの部署を組織横断的に巻き込んで構築することになります。具
体的には、管理部門のリスクマネジメント関連部署や情報システム部門、IT 子会社にとどまらず、
工場を含む事業部門、経営企画部門などが対象に含まれます。

10 経済産業省：
『「昨今のサイバー攻撃事案を踏まえた注意喚起と報告のお願い」に対する報告結果及び「中小企
業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証事業（いわゆる「サイバーセキュリティお助け隊」
）」の事業報告
を踏まえた昨今の産業を巡るサイバーセキュリティに係る状況の認識と、今後の取組の方向性について』
（2020
年 6 月） https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200612004/20200612004-2.pdf
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例えば、企業がデジタル技術を活用した製品やサービスを展開する際、こうした製品やサービ
スの企画・設計・開発・運用（提供）等の各段階で必要なサイバーセキュリティ対策を講じるた
めには、事業部門を中心とした様々な部門・現場の連携が必要になってきます。また、サプライ
チェーン全体でのセキュリティ対策を講じるためには、グループ会社、海外拠点、取引先などの
組織を超えた連携も必要になってきます。法令対応に当たっては法務部門との連携も必要であり、
インシデント対応時には広報部門との連携も重要です。
このため、企業は、デジタル技術の活用状況を踏まえ、情報システム部門・IT 子会社のみなら
ず、デジタル技術を活用した製品やサービスの企画・設計を行う経営企画部門や事業部門、運用
（提供）を行う現場、各種管理部門（総務部門、財務部門、経理部門、監査部門、法務部門、広報
部門、人事部門、調達部門等）、及びグループ会社や海外拠点が一体となってサイバーセキュリテ
ィ対策に取り組むための全社的なセキュリティ体制を構築する必要があります。

（４）全社的なセキュリティ体制の構築は経営者の責務
このように様々な部門・組織が連携してサイバーセキュリティ対策に取り組むための全社的な
体制を構築するためには、経営者のリーダーシップが必要不可欠です。
また、セキュリティ体制の構築は経営者の責務でもあります。内閣サイバーセキュリティセン
ター（NISC）の「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック Ver1.0」によると、会社法
は取締役会に内部統制システム（会社が営む事業の規模、特性等に応じたリスク管理体制）の構
築義務を課していますが、この「リスク」にはサイバーセキュリティリスクが含まれ得る11、とさ
れています。
加えて、経済産業省の策定したグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針12においては、
「サイバーセキュリティについては、内部統制システム上の重要なリスク項目として認識し、サ
イバー攻撃を受けた場合のダメージの甚大さに鑑み、親会社の取締役会レベルで、子会社も含め
たグループ全体、更には関連するサプライチェーンも考慮に入れたセキュリティ対策の在り方に
ついて検討されるべきである。」とされています。
このため、経営者がリーダーシップを発揮し、グループ全体やサプライチェーンも考慮に入れ
た全社的なセキュリティ体制の構築に取り組む必要があります。

（５）経営層のリーダーシップの下でのセキュリティ体制の検討
全社的なセキュリティ体制の検討に当たっては、経営者のリーダーシップの下、
（３）に記載し

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）：『サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック Ver1.0』
（2020 年 3 月） https://www.nisc.go.jp/security-site/files/law_handbook.pdf
12 経済産業省：
『グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針』（2019 年 6 月）
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628003/20190628003_01.pdf
11

11

たような様々な部門・組織の人材からなるチームで検討を進める必要があります。また、経営者
は、テレワークの急拡大といったデジタル環境・ビジネス環境の変化を踏まえ、セキュリティ体
制の見直しを適時適切に検討する必要があります。具体的な検討内容については、次項以降の内
容を参考にしてください。
なお、具体的にいかなる体制を構築すべきかについては、一義的に定まるものではなく、各会
社が営む事業の規模や特性等に応じて、その必要性、効果、実施のためのコスト等様々な事情を
勘案の上、各会社において決定される必要があります。

コラム：セキュリティ体制の検討を丸投げできない理由
これまで、多くの日本企業において、自社の情報システムの構築や運用について、情報シス
テムベンダーに委託する形で実施される傾向が見られました。そうした傾向をもとに、セキュ
リティ体制についてもセキュリティサービスを提供するベンダーに委託してしまえばよいか
というと、それは適切ではありません。その理由として、サイバーセキュリティ対策は自社に
おける事業方針やリスクマネジメントと密接に関わるため、そうした事情を解さないベンダー
に委託しても企業の事業継続に関して最適な成果が得られるとは限らないことが挙げられま
す。
さらに、自社でセキュリティ体制を確保し、セキュリティマネジメントシステムを回し始め
ても油断は禁物です。2020 年 4 月に新型コロナウイルスの蔓延に伴う非常事態宣言が発令
されましたが、このようにこれまで予期していなかった事態が生じた際、既存のセキュリティ
対策体制でその事態に対応できるとは限りません。
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２.２ セキュリティ統括機能の検討
ポイント
①

全社的なセキュリティ体制の確⽴のためには、CISO 等の経営層を補佐する「セキュリティ統括機能」の
設置が有効。

②

セキュリティ統括機能には⼤きく 4 つの類型があり、⾃社の状況に合わせて検討する必要がある。

（１）セキュリティ統括機能とは
① セキュリティ統括機能の定義
「セキュリティ統括機能」とは、企業におけるリスクマネジメント活動の一部として、セキ
ュリティ対策及びセキュリティインシデント対応について、CISO や経営層を補佐してセキュ
リティ対策を組織横断的に統括する機能のことです。後述するように、セキュリティ統括機能
をどのような体制で構築するのがよいかについては企業を取り巻く状況に応じて異なります。
本書で紹介するセキュリティ統括機能は、「一般社団法人サイバーリスク情報センター 産業
横断サイバーセキュリティ人材育成検討会（CRIC CSF）」が提案したものがベースとなってお
り、企業における導入の検討にあたっては、同検討会が作成した以下の文献も参考になります。
 ユーザー企業のためのセキュリティ統括室構築・運用キット（統括室キット）13
（Part 1：概要編、Part 2：統括室編）
次ページ図は統括室キット（Part 1）において紹介されているセキュリティ統括機能のイメ
ージです。

一般社団法人サイバーリスク情報センター 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会（CRIC CSF）：
『ユーザー企業のためのセキュリティ統括室構築・運用キット（統括室キット）』（2018 年 11 月～）
https://cyber-risk.or.jp/contents/#anchor01

13

13

図 3 セキュリティ統括機能のイメージ（CRIC CSF）14

誤解されやすい点として、セキュリティ統括機能は、企業におけるセキュリティ対策に関す
る業務をすべて集約して受け持つ機能では「ない」という点です。セキュリティ対策の実務は、
デジタル技術を活用した製品・サービスの企画・開発・運用や情報の利活用等の、事業部門や
管理部門の業務と密接に結びついており、事業部門や管理部門が主体的にセキュリティ対策に
取り組む方が効果的・効率的な対応ができる場合も多いと考えられます。一方、本来は経営層
がトップダウンで意思決定すべき事項であっても、現実には経営層が最新のセキュリティに関
する知見を有するとは限らず、セキュリティ統括機能による補佐が必要となる場合もあります。
以上をもとに、セキュリティ統括機能に相当する業務（タスク）は次図のように整理されます。

一般社団法人サイバーリスク情報センター 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会（CRIC CSF）：
『ユーザー企業のためのセキュリティ統括室構築・運用キット（統括室キット）Part 1』（2018 年 11 月）
https://cyber-risk.or.jp/contents/Security-Supervisor_Toolkit_Part1_v1.0.pdf

14
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セキュリティ基準・政府等ガイドライン対応
規程・社則・技術的ガイドライン策定

実
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構成管理指針策定・アセスメント実施

セキュリティ実務
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IoT
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監査

アセスメント / 監査
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サプライチェーンリスク管理

委託先管理

図 4 セキュリティ統括機能に相当する業務（タスク）の概観（CRIC CSF）15
上記の図中で、セキュリティ統括機能のタスクは、次の３種類に分類されています。
ア）経営層（CISO 等）による意思決定等の補佐（図中の「方針策定」に相当）
CISO や経営層が担う業務のうち、
一定の専門的な知見が必要となるものについて支援し、
意思決定や判断の補佐を行います。

一般社団法人サイバーリスク情報センター 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会（CRIC CSF）：
『ユーザー企業のためのセキュリティ統括室構築・運用キット（統括室キット）Part 1』（2018 年 11 月）
https://cyber-risk.or.jp/contents/Security-Supervisor_Toolkit_Part1_v1.0.pdf
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イ）自らが主体となって実施する実務（図中の「実務」に相当）
組織横断的対応が必要な業務を自らが主体となって実施します。

ウ）他部署が主体となって実施する実務の支援（図中の「支援」「実務支援」に相当）
事業部門や管理部門が主体となって行う実務を、一定の専門的な知見を用いて支援します。

② 企業内におけるセキュリティ統括機能の位置付け
企業内でのセキュリティ統括機能の位置付けを、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
が提示した「経営層」、「戦略マネジメント層」
、「実務者・技術者層」の３層との関係で整理す
ると、次図の緑色の枠の部分に相当します。セキュリティ統括機能は３層にまたがります。

図 5 セキュリティ統括機能の位置付け（１）

一方、企業内の他部署との関係は次図のように整理されます。セキュリティ統括機能は、主
に「戦略マネジメント層」と「実務者・技術者層」の２層で組織横断的に関係部署と連携し、組
織的なセキュリティ対策を統括します。体制構築にあたっては、こうした機能が適切に維持さ
れるように工夫する必要があります。
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図 6 セキュリティ統括機能の位置付け（２）

（２）セキュリティ統括機能の必要性・合理性
これまで述べてきたように、本書ではセキュリティ統括機能を、自社で既に構築しているリス
クマネジメント機能と区別して検討することを推奨しています。その必要性及び合理性の主な理
由は以下の通りです。なお、ここに示した理由が自社にあてはまらない場合は、これとは異なる
考え方をしたほうがよい可能性もあります。

① セキュリティ対策の一元的な司令塔の必要性（通常時）
以下に示すように、リスクを伴う業務を実施する部署毎にセキュリティ対策を検討すること
で、対策レベルがまちまちになって攻撃に悪用される恐れが生じることによります。
 事業部門が外部のクラウドサービスやソフトウェア（OSS 等）を活用することが増加して
おり、部門を超えてこれらの外部資産を統合的に管理する必要が出てきている。
 IoT 機器を活用したシステムは事業部門が企画・開発・運用を行うことが多いが、活用ある
いは外部に提供している IoT システムが遠隔制御やデータ利活用等のために自社の IT シ
ステムに接続されていることも多く、セキュリティ対策のためには部門を超えた連携が必
要となってきている。
 事業部門が管理する、生産管理システム（FA：Factory Automation を目的とするもの等）、
プラント管理システム（PA：Process Automation を目的とするもの等）
、ビル管理システ
ム（BA：Building Automation を目的とするもの等）などの制御系システム（OT：
17

Operational Technology を用いるもの等）が、遠隔制御やデータ利活用等のために情報シ
ステム部門が管理する IT システム（OA：Office Automation を目的とするもの等）に接続
されてきており、セキュリティ対策のためには部門を超えた連携が必要となってきている。
 このように、IT システム、OT システム、IoT システム、外部のシステムといった異質な
システムが、データ共有等のために相互に接続され複雑に入り組む中、俯瞰的な立場でこ
れらのセキュリティ対策を統括する機能が必要となってきている。

② セキュリティインシデント対応時の一元的な連絡調整機能の必要性（非常時）
以下に示すように、インシデント対応と内外との連絡調整に関して、統括的な対応及び窓口
機能の提供が必要なことによります。
 セキュリティインシデントが発生した際に、迅速かつ的確な組織としての意思決定と対応
を行うためには、組織内外に点在しているインシデントに関する様々な情報の集約や、組
織内外の関係者との一元的なコミュニケーションを行う必要がある。
 このため既に多くの組織では組織内 CSIRT を構築しているが、再発防止策の検討等を行
うに当たっては、平時のセキュリティ対策の司令塔との連携も必要であるため、平時のセ
キュリティ対策と有事のセキュリティインシデント対応を一元的に統括するセキュリティ
統括機能が必要となってきている。

③ 権限・予算・人材・情報の集約の合理性
以下に示すように、リスクを伴う業務を実施する部署毎にセキュリティ対策を検討すること
が、効率的でないだけでなく、限られた人材の活用の面でも合理的でないことによります。
 機能とともに権限・責任や予算を集約することで組織をスリム化できる。
 日本を含む各国のセキュリティ関連法令・基準・ガイドラインに対応した要求事項の整理、
セキュリティ脅威情報の把握、セキュリティ技術・サービス情報の把握などの情報収集・
分析を部門ごとに行うのはコストがかかるため、集約することが合理的。
 人材配置についても、サイバーセキュリティ対策の企画・立案や、セキュリティインシデ
ント発生時の適切な対応、公表された脆弱性や新たなサイバー攻撃が自社事業に及ぼす影
響の判断などを行えるスキルを備えた人材は限られており、育成にも時間がかかるため、
自社でこうしたスキルを有する人材（以下、「セキュリティ統括人材」という。）がわずか
しか確保できない場合、１カ所に配置して全社で活用できるようにすることが合理的。

（３）セキュリティ統括機能の実現方法
セキュリティ統括機能の実現方法には様々な方法があります。平成 30 年度に経済産業省が一
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「JUAS
般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）に委託した調査の報告書16（以下、
調査」といいます。）においては、企業へのヒアリングやアンケート結果を踏まえ、セキュリティ
統括機能について、
 セキュリティ統括機能の形態：「専門組織型」又は「委員会型」
 セキュリティ統括機能の担う機能の範囲：「集権型」又は「連邦型」
の２×２の４象限での類型化を行っています。

① セキュリティ統括機能の形態：「専門組織型」又は「委員会型」
以下のように、セキュリティ統括機能の形態には、大きく分けて、
「専門型組織」又は「委員
会型」が確認されています。

専⾨組織型

委員会型

経営者（層）

経営者（層）

セキュリティ統括機能

CSIRT

セキュリ
ティ委員会

リスク
管理
部⾨

（決裁・承認を
⾏う会議体）

図６「セキュ
リティ統括機
能」の(a)(b)

セキュリティ委員会
（⼀部実⾏も担う組織体）

情シス部⾨
事業
事業部
事業部
部⾨
⾨
⾨

CSIRT

セキュリティ
専⾨組織

セキュリティ統括機能

関連
事業部
事業部
会社
⾨
⾨

リスク
管理
部⾨

図６「セキュ
リティ統括機
能」の(c)

図 7 セキュリティ統括機能の形態（JUAS 調査）16
ア）「専門組織型」について
専門組織型の特徴は次の通りです。
 セキュリティ統括機能をセキュリティ専門組織が担う形態。
 セキュリティ専門組織には、セキュリティ統括室等の独立した部門が設置されている場
合のほか、情報システム部門の中にセキュリティチームが設置されている場合も多い。
 セキュリティ専門組織は、セキュリティに関する委員会（年に１～４回程度又は有事の
際にのみ開催）で決定・承認された方針・規定類の実行機能を担う場合が多い。
これまで述べてきたセキュリティ統括機能に求められる要件（組織横断的な統括、全社で
統一的な窓口機能等）を担うのに適切な部署が存在しない場合、新たに独立した専門組織と
して「セキュリティ統括室」の設置を前提とする体制を構築するのが適切です。この場合の

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）：『平成 30 年度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）』
（2019 年 3 月） https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000632.pdf
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セキュリティ統括室の設置形態については、CRIC CSF において以下の３類型が示されてい
ます。
代表取締役

セキュリティ統括

事業部⾨

室

事業部⾨

特徴

管理部⾨

代表取締役

代表取締役

管理部⾨

情報システム部⾨

事業部⾨

管理部⾨

情報システム部⾨

セキュリティ統括
室

セキュリティ統括

情報システム部⾨

室

社⻑直轄型 特命組織

情報システム部⾨の１機能

管理部⾨等との同列組織

直轄型組織は、事業活動を実施するの
ではなく、経営判断をサポートするた
めに配置される。

情報システム部⾨の中で、セキュリ
ティ機能を担う組織として配置。

管理部⾨の1つとして配置され、全社⼀
律の対応を⾏う組織として配置。

主に、OA環境に対するシステムセキュ
リティについて活動を⾏う。法令対応
や他事業部との連携は、上位者による
調整により進む。IT投資枠内で活動す
る。

⼈事や経理と同列にあり、事業部⾨を
問わず、共通の標準化された対策を⽴
案し実⾏する。IT投資とは別の予算措
置がなされる。

企画に⼒点を置き、経営判断として各
事業部⾨に指⽰を⾏う際の⽀援部署と
して機能する。
活動内容が明確になると組織化され独
⽴する。
メリット

経営層の危機感を直接反映し、タイム
リーな意思決定が可能である。

IT予算の中で活動するため、システム
に関連するセキュリティ対策の強化を
迅速に進められる。

管理部⾨の1つとして、会社として（全
社統⼀）の⽅針を出すことができ、各
部⾨に対策を指⽰できる。

デメリット

ERMの⼀部として、優先順位付けが難
しく、サイバーセキュリティが経営課
題となるかどうかは、⾼度な情報収集
と調整⼒にかかってくる。

外注⽐率が⾼く、更にセキュリティを
⾮機能要件として後付けで考えている
場合は、予算確保が難しく、対策の実
効性に⽋ける場合がある。

全社のセキュリティ対策を実施できる
反⾯、個別事業に対する対策指針を策
定するノウハウを集約しにくく、対策
状況のモニタリングを中⼼とした監査
的な機能になる。

図 8 セキュリティ統括室の３類型（CRIC CSF）17

イ）「委員会型」について
委員会型の特徴は次の通りです。
 セキュリティ統括機能をセキュリティ委員会及び情報システム部門で担う形態。
 事業部門、管理部門、情報システム部門、関連会社等からなるセキュリティに関する委
員会が、一部の実行機能も担う組織体として存在し、その下に情報システム部門が位置
づけられ、各事業部門や関連会社へのガバナンスを行う形式。
全社の IT 利活用のマネジメントが例えば情報システム部門に集約され、同部門がすでにセ
キュリティ統括機能相当の機能を担っているような場合であれば、改めて独立した専門組織
を設けるのは適切ではなく、セキュリティ対策に係る意思決定機関としての委員会と情報シ
ステム部門とでセキュリティ統括機能を分担するのが合理的と考えられます。

② セキュリティ統括機能の担う機能の範囲：「集権型」又は「連邦型」
セキュリティ統括機能が担う機能の範囲は企業によって様々ですが、大きく分けて、
「集権型」

産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会（CRIC CSF）：
『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』（2018 年 11 月）
https://cyber-risk.or.jp/cric-csf/report/

17一般社団法人サイバーリスク情報センター

20

又は「連邦型」が確認されています。以下は、
「集権型」
・
「連邦型」とサイバーセキュリティ経
営ガイドラインの 10 の指示との大まかな対応関係です。

図 9 「集権型」・「連邦型」と経営ガイドライン 10 の指示との大まかな対応（JUAS 調査）18

JUAS 調査における 72 社の企業へのアンケートの結果得られた集権型と連邦型の割合は以下
の通りです。なお、セキュリティ統括機能をほとんど有さない分権型もわずかに存在しました。

図 10 「集権型」・「連邦型」の割合（JUAS 調査）19
「集権型」と「連邦型」には、それぞれ以下のような利点と課題があることが分かっています。

18
19

脚注 16 に同じ
脚注 16 に同じ

21

表 3 「集権型」・「連邦型」の利点と課題（JUAS 調査）20
類型

利点（○）、課題（×）

集権型

○人材のリソースが限られている場合に効果を発揮
○セキュリティ対策組織の運営コストを削減できる
○組織におけるセキュリティ対策のレベルを均質化しやすい
×セキュリティ統括組織が事業部門の業務内容やリスクを把握するのに時間がかかる
×現場の事情を対策に反映しにくい
×事業内容に応じた柔軟な対応を行いにくい

連邦型

〇意思決定が早い
○現場の事情を対策に反映しやすい
○多角的な事業を行っている場合に、事業毎に柔軟な運用が可能
×事業部門毎にセキュリティ対策の専門性を備えた人材を配置する必要がある
×運営コストがかかる
×特定の事業部門のセキュリティ対策レベルが低下しても気付きにくい

（４）自社に適したセキュリティ統括機能の検討
以上をまとめると、セキュリティ統括機能については、大きく分けて以下の４類型の実現方法
があることが分かっています。

図 11 セキュリティ統括機能の４類型（JUAS 調査）21

20
21

脚注 16 に同じ
脚注 16 に同じ

22

一方で、こうした類型とセキュリティ成熟度との関係を調べたところ、以下の様に集権型の方
が少し成熟度の高い傾向はあるものの、一意な相関関係は見つかりませんでした。

図 12 セキュリティ統括機能の４類型（JUAS 調査）22

このため、各企業では、上記の４類型を参考にしつつ、自社に最適なセキュリティ統括機能を
主体的に検討・選択していく必要があります。

22

脚注 16 に同じ

23

コラム：既存のリスクマネジメント体制との対応
自社のセキュリティ統括機能を検討するにあたって、災害対策や個人情報保護対策など、既
存のリスクマネジメント体制とどのように対応づければよいかについては、これまで本書で述
べてきた内容と同様、企業の置かれている状況によって異なります。以下の説明を参考に検討
してください。
① 災害等のリスクマネジメント体制との関係
 火災、風水害、地震等の災害への対策については、長年に渡り過去の防災に関する知見が
蓄積されていることもあり、事前に整備したマニュアルに従って対処することで被害を抑
制することが可能です。これに対し、サイバー空間で新たに生ずる脅威に関してはマニュ
アル化できるほど知見の蓄積がなく、脅威が顕在化した時点で情報を収集、分析し、その
結果をもとに対処する必要があります。よって構築するセキュリティ体制には、こういっ
た情報の収集や分析を行う機能を盛り込むことを検討すべきです。
 一方、インターネット接続が絶たれたり、自社で利用しているクラウドサービスが利用で
きなくなったりした場合に備えた BCP（事業継続計画）は、停電、交通マヒ、断水等が生
じた場合の BCP と整合を図っておくことが望まれます。

② 個人情報保護などのマネジメントシステムの運用体制との関係
 ISMS やプライバシーマークの認証を取得している企業の場合、そのマネジメントシステ
ムの制度運用を扱う組織をセキュリティ体制の中核に据えてもよさそうに思えます。しか
しながら、こうしたマネジメントシステムのサイクルは１年といった時間をかけて回すの
が普通なのに対し、自社で利用している情報システムの OS やアプリケーションに深刻な
脆弱性が発見され、緊急で対応しなければならないといった場合には即時での対応が必要
になるなど、両者の時間スケールが大きく異なるため、１つの組織で両方に対応させるの
は必ずしも適切ではありません。
 一方、個人情報漏えい等が発生したときのインシデント対応体制については、仮にそれが
サイバー空間に関係しない、例えば郵送時の誤送付によるものであったとしても、サイバ
ーセキュリティインシデント体制と共通化可能な要素は多いと思われるため、検討の価値
があります。

コラム：セキュリティ統括機能と CSIRT の関係
両者とも、組織横断的にセキュリティ対策を担うことは共通していますが、セキュリティ統
括機能がセキュリティ対策方針の策定に関する経営層による意思決定をサポートすることを
主目的としているのに対し、CSIRT はセキュリティインシデントによる被害の抑制に軸足を
置いている点で異なります。従業員数が 300 名程度の企業の場合、両者の機能を備えた１つ
の組織として運営しても問題ありませんが、大規模組織の場合はそれぞれの機能に応じたリソ
ースを配分する観点から、両者を分けて考えるほうが適切です。

24

２.３ セキュリティ関連タスクを担う部門・関係会社の特定・責任明確化
ポイント
①

セキュリティ統括機能と連携しつつセキュリティ関連タスクを担う部⾨・関係会社を特定する際には、
ITSS＋（セキュリティ領域）を参考にすることで、外部委託先も含めた⾒える化が可能。

②

外部委託先の選定に当たっては、情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト等が活⽤可能。

（１）セキュリティ対策に関連する実務を担う体制の検討手順
セキュリティ統括機能と連携してセキュリティ対策に関連する実務を担う体制の検討を、以下
に示す手順に従って実施します。

① セキュリティ対策の実務を担う部門の抽出
まず、セキュリティ対策に関連する実務を担当する部門の洗い出しを行います。このとき、
セキュリティ対策の対象となるデジタル技術の利活用が、自社でどのように推進されているか
を予め把握することが必要です。JUAS と株式会社野村総合研究所が 2017～2018 年に共同で
実施した調査23において、自社でデジタル化に関する取組を中心となって推進している組織が
どこかを尋ねたところ、次図のような結果が得られています。
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図 13 デジタル化施策の推進組織（[22]をもとに作成）
これによると、企業における今後のデジタル化施策は、IT 部門や事業部門が単独で実施する
場合が減少し、両者の共同チーム又はデジタル化専門部門が中心に実施する場合が増える傾向
にあることがわかります。
23

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）・株式会社野村総合研究所『デジタル化の取り組み
に関する調査』（2019 年 4 月） https://juas.or.jp/cms/media/2017/03/Digital19_ppt.pdf

25

このため、セキュリティ対策の実務を担う部門の抽出にあたっては、IT 部門のみならず、デ
ジタル化施策を進めている事業部門、共同チーム、デジタル化専門部門を見落とさないように
することが肝心です。また、これらの部門・チームは、自力でセキュリティ対策を実施するこ
とが困難な場合、セキュリティ統括機能を担う組織の支援を受けながら適切なセキュリティ対
策を検討することが求められます。
このほかセキュリティ対策の実務には、以下に示すような管理部門も関係します。
 法務部門：セキュリティ関連法規制の遵守、契約内容の点検
 財務部門：セキュリティ対策への投資、サイバーセキュリティ保険の契約
 総務部門（リスク管理部門を含む）
：リスク管理、施設管理、物理的セキュリティ対策との
連携、サイバーセキュリティ保険の契約
 監査部門： IT 監査、セキュリティ監査
 広報部門：インシデント対応に伴うメディア対応、投資家対応
 渉外部門：所管官庁対応
 調達部門：サプライチェーンリスク対策
 人事部門：内部犯行対策、セキュリティ対策を担う人材の採用・育成・配置

等

また、デジタル技術を活用した事業で提供されるサービスの運用は、自社ではなく IT 子会社
や委託先が中心的に行うケースもあります。この場合には、セキュリティ事象の監視などの実
務はこれらの IT 子会社や委託先が担当するのが合理的と考えられます。

② セキュリティ対策関連業務の抽出
続いて、有効なセキュリティ対策を実現するために、各部門がどのような業務を行う必要が
あるかの洗い出しを行います。ここで洗い出された業務を①で抽出した部門に割り当てていく
ことになります。ここではア）、イ）の 2 つの方法を紹介します。
ア）リスクアセスメントをもとに業務を抽出する方法
事業上のセキュリティリスクを網羅的に明らかにした上で、そのリスクを緩和するための
業務を抽出する方法です。リスクアセスメントに当たっては、経済産業省による「サイバー・
フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク（CPSF）Ver1.0」24や、IPA による「制御シ
ステムのセキュリティリスク分析ガイド 第 2 版」25などが活用可能です。また、CPSF につ
いては、同フレームワークをもとに分野別（自動車分野、ビル分野、スマートホーム分野等）
でのセキュリティガイドラインの開発が進められており、こうした分野で事業を行っている
経済産業省：『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク（CPSF）Ver1.0』（2019 年 4 月）
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190418002/20190418002.html
25 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
：『制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第 2 版 ～セキュリ
ティ対策におけるリスクアセスメントの実施と活用～』（2020 年 3 月）
https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/riskanalysis.html
24

26

場合、これらのガイドラインを活用することで、セキュリティ対策の整理を一層効率的に行
うことが可能となる効果が期待できます。
この方法の利点は、適切に実施できれば、事業上のセキュリティリスクに漏れなく対応で
き、かつ必要最低限のセキュリティ対策業務の抽出が可能なことです。一方で、リスクアセ
スメントやこれを踏まえたリスク緩和のための業務の抽出には膨大なリソースが必要となり、
適切に実施することが必ずしも容易ではないのが欠点です。

イ）あらかじめ用意された業務のリストを参考に抽出する方法
部門ごとのセキュリティ関連タスクの洗い出しを簡略化する方法として、企業におけるセ
キュリティ対策業務として実施すべき業務があらかじめ整理されたリストを利用する方法が
あります。リストとして利用可能なものの例を次表に示します。
表 4 業務の抽出に利用可能なリスト等
リストの名称

概要
企業のセキュリティ対策に必要となるセキュリティ関連業務のまとまりを 17 分野に
ITSS＋（セキュリティ領域） 整理したもの。経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）にて検討した
結果を 2020 年に改訂版として公表。次項で詳細を説明。
産業横断 人材定義リファレ 「サイバーセキュリティ対策機能を実現する業務（例）」として、企業活動におけるセ
ンス26
キュリティ対策業務の例 47 種類を列挙。
米国国立標準技術研究所（NIST）が定める SP800-181 を構成する業務（タスク：
1,317 種類）を和訳したものが参考資料に含まれており、これをセキュリティ業務の
SecBoK 201927
リストとして利用可能。なお、リストには政府機関や軍事機関のみが用いるタスクも
含まれているため予め選別が必要。

以下では、できるだけ少ない作業負担で検討できるよう、上表の中で業務の分類数が最も少
ない ITSS＋（セキュリティ領域）を用いたセキュリティ体制の検討方法を記載します。

（２）ITSS＋（セキュリティ領域）の活用方法
ITSS＋は「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」です。セキ
ュリティ領域においては、企業のセキュリティ対策に必要となるセキュリティ関連業務のまとま
りを 17 分野に整理し、それぞれの分野に求められるセキュリティ知識・スキルの概要をまとめる
ことで、セキュリティ体制の構築と人材の育成・配置等の際に活用可能な共通言語として用いる
ことができるようにしています。ITSS＋（セキュリティ領域）の特徴として、セキュリティを生
業とする「セキュリティ人材」のみではなく、デジタル部門、事業部門、管理部門等でセキュリ
ティ以外の業務を生業とする人材がセキュリティ知識・スキルを学び、「プラス・セキュリティ」
26 一般社団法人サイバーリスク情報センター 産業横断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』（2016 年 9 月） https://cyber-risk.or.jp/contents/#anchor01
27 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）
：『セキュリティ知識分野（SecBoK2019）
～スキル中心からタスク・ロールとの連携強化へ』（2019 年 3 月） https://www.jnsa.org/result/2018/skillmap/
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人材として活躍できるための“学び直し”の指針としても活用できるように工夫していることが
挙げられます。「プラス・セキュリティ」については本書の第３章で詳述します。
次図は、ITSS＋（セキュリティ領域）で定義されているセキュリティ関連タスクを担う分野の
概観図です。横方向が「セキュリティ関連タスクの例」、縦方向が「デジタル、セキュリティ、そ
の他」で構成される表の上に 17 種類の分野を表現しています。

図 14

ITSS＋（セキュリティ分野）で定義されている 17 分野

「分野」の概念やその選定は、次の考え方に基づいています。
 「分野」とは、複数のセキュリティ関連タスクの典型的なまとまりのこと。多くの場合、同
じ部門又は人材によって担われる。
 特にユーザー企業では、一人の人間が複数の「分野」をまたがる役割を担うことが多い。こ
のため「専門分野」ではなく、単に「分野」とした。
 縦軸の「セキュリティ」は主にセキュリティ統括機能やベンダーが担うことを想定。
「デジタ
ル」は主に IT 部門、OT 部門、デジタル化専門部門、ベンダーが担うことを想定。
「その他」
は主に事業部門、管理部門が担うことを想定。すべてを自社で担う必要は全くなく、専らベ
ンダーが担う「分野」も多いことに留意が必要。
 NISC が提示している「経営層」、
「戦略マネジメント層」、
「実務者層・技術者層」と「分野」
との対応関係を色分け（青・赤・黄）で整理。
 分野の選定に当たっては、
「人材定義リファレンス」、
「SecBoK 2019」、
「統合セキュリティ人
材モデル」、
「NIST SP800-181」等の国内外のスキルマップや試験・資格を参照しつつ、これ
らの媒体となる共通言語として活用可能な粒度（17 分野）で整理。
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上図に示される 17 分野と、セキュリティ関連タスクの例、担当部署／機能はそれぞれ次表のよ
うな対応関係となります。次表を活用しつつ、①で特定したセキュリティ対策の実務を担う部門
に対応する業務を抽出することが可能です。
表 5
経営層

区分
分野名
デジタル IT経営（CIO/CDO）
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）

17 分野とセキュリティ関連タスク等との対応
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）

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・
経営者、経営層（CISOを含む）
予算・対策実施事項の承認 等

監査部⾨
ITベンダー・監査法⼈（システム監査サービス）
デジタル事業戦略⽴案、システム企画、要件定義・仕様書作 経営企画部⾨、IT企画部⾨、IT・デジタル部⾨の企画機能
デジタルシステムストラテジー
成、プロジェクトマネジメント 等
IT/セキュリティコンサルタント
監査部⾨
セキュリティ監査
セキュリティ監査、報告・助⾔ 等
セキュリティベンダー・監査法⼈（セキュリティ監査サービス）
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
セキュリティ
セキュリティ専⾨部⾨、CSIRT
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
セキュリティ統括
セキュリティ委員会
策定・管理・周知、警察・官公庁等対応、社内相談対応、イ
IT・デジタル部⾨のセキュリティ対策機能
ンシデントハンドリング 等
経営リスクマネジメント、BCP／危機管理対応、サイバーセキュ
総務部⾨（リスク管理部⾨を含む）
経営リスクマネジメント
リティ保険検討、記者・広報対応、施設管理・物理セキュリ
経営企画部署、総務部署等のリスクマネジメント機能
ティ、内部犯⾏対策 等
その他
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 法務部⾨、総務部⾨の法務担当
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 事業部⾨の企画機能
事業ドメイン（戦略・企画・調達）
応、サプライチェーン管理 等
事業戦略コンサルタント
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、IT・デジタル部⾨の設計機能、IT⼦会社
デジタルシステムアーキテクチャ
セキュアソフトウェア⽅式設計、テスト計画 等
IT/OTベンダー
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 IT・デジタル部⾨の開発・保守機能、IT⼦会社
デジタル デジタルプロダクト開発
証、パッチ開発 等
IT/OTベンダー
構成管理、運⽤設定、利⽤者管理、サポート・ヘルプデスク、 IT・デジタル部⾨の運⽤機能、IT⼦会社
デジタルプロダクト運⽤
脆弱性対策・対応、インシデントレスポンス 等
IT/OT/セキュリティベンダー
IT・デジタル部⾨の運⽤機能、IT⼦会社
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
セキュリティベンダー（脆弱性診断サービス）
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 IT・デジタル部⾨の運⽤機能、IT⼦会社
セキュリティ監視・運⽤
セキュリティ
知・対応、インシデントレスポンス、連絡受付 等
セキュリティベンダー（セキュリティ監視・運⽤サービス）
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、
CSIRT/IT・デジタル部⾨のリサーチ機能、IT⼦会社
セキュリティ調査分析・研究開発
脅威・脆弱性情報の収集・分析・活⽤、セキュリティ理論・技
セキュリティベンダー（デジタルフォレンジックサービス）
術の研究開発、セキュリティ市場動向調査 等
運転、保全、計装、品質管理関連部署、PSIRT
その他
事業ドメイン（⽣産現場・事業所管理） 現場教育・管理、設備管理・保全、QC活動、初動対応 等
OT/セキュリティベンダー
デジタル

システム監査

システム監査、報告・助⾔ 等

戦略マネジメント層
実務者・技術者層

なお、デジタルシステムの開発・運用が循環的に実施されることを表現する DevOps モデルを
用いると、各分野は以下のような対応関係を有しています。

図 15 （参考）DevOps モデルにおける「分野」のマッピングイメージ
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また、例えば IoT 機器・サービスの提供を行う製造業者を想定し、製造業で用いられる ECM・
SCM のモデルに分野をマッピングすると次図のように表現されます。

図 16 （参考）製造業で用いられる ECM・SCM のモデルと「分野」のマッピングイメージ

（３）自社実施と外部委託の切り分けの検討
（１）②に挙げたセキュリティ対策業務は、サイバー環境を対象とする事業リスクマネジメン
トの一環と考えれば、本来はすべて自社で体制を組んで実施すべきものです。実際、セキュリテ
ィを重視する金融業などでは、全ての業務を自社で担うことが可能な体制を構築している例がみ
られます。しかしながら、現実にはユーザー企業において、セキュリティ対策を担うリソースを
社内で確保することができず、実施すべきセキュリティ業務の一部を外部委託することが行われ
ています。このとき重要なのは、自社で実施するか外部委託するかの判断はサイバーセキュリテ
ィ経営において非常に重要な意味合いを有するものであり、実際にセキュリティ対策における実
務を担っている担当者がリソースの充足状況等で判断するのではなく、セキュリティ統括業務等
を担う戦略マネジメント層より上位の階層において決定しなければならないということです。
ITSS＋（セキュリティ領域）を用いて自社のセキュリティ体制を検討する場合、はじめに 17 種
類の分野を「自社の要員で対応する分野」と、
「一部業務を外部委託する分野」、
「自社では対応し
ない分野」の３種類に大まかに分類しておくと後の検討が簡単になります。

① 「自社では対応しない分野」の選定
ITSS＋（セキュリティ領域）が定める 17 分野のうち、以下の分野については条件を満たす
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場合には担当部署を定める必要はありません。
 システムアーキテクチャ、デジタルプロダクト開発：自社向けのデジタルシステムの開発
を行わず、クラウドサービスとして提供される SaaS やパッケージアプリケーションのみ
を利用しているような場合、これらの分野を考慮する必要はありません。
 セキュリティ調査分析・研究開発：この分野のタスクを遂行するには高度な専門性が求め
られるため、一般的な企業が自社で要員を確保して実施することはあまりありません。こ
の分野に該当するセキュリティ関連業務として、デジタルフォレンジックのための分析等
のタスクが含まれますが、こうした業務が必要となった場合はセキュリティ統括やデジタ
ルプロダクトマネジメント、セキュリティ監視・運用等の分野の担当者が外部委託するこ
とによって対応することが一般的です。

② 「自社の要員で対応する分野」と「一部業務を外部委託する分野」の区分方法
次ページの表 6 を参考に、以下の要領で判断します。
ア）必ず自社要員で対応すべき分野
自社の経営判断に直結する分野や、管理部門が担当すべき分野、事業のリスクマネジメン
トに相当する分野は外部に委託することは適切でないため、自社の要員で対応します。
該当する分野：経営層が担う全分野、セキュリティ統括、経営リスクマネジメント、法務、
事業ドメイン 等

イ）監査関連分野
監査業務については、社内の要員で行う内部監査と、外部委託して行う外部監査とでは業
務の意味合いが異なることに留意し、目的に応じて使い分けます。
該当する分野：システム監査、セキュリティ監査

ウ）その他の分野
上記以外の分野については、経営方針やインシデント発生時の事業への影響、自社の要員・
リソースの状況等に応じて業務を外部委託することが可能です。ただし、次項で示すように、
「どこまで委託し、どの部分を自社でやるか」
「どのような形態で委託するか」を併せて検討
する必要があることに注意してください。
該当する分野：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 等
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表 6 ITSS＋（セキュリティ領域）の各分野における外部委託の考え方
デジ
タル
セキ ュリ
ティ

経営層

その他

デジタル
セキュリティ

戦略マネジメント層

分野
デジタル経営
（CIO/CDO)

担当するセキュリティ関連タスクの例
・デジタル利用に関する意思決定やそのた
※
めの予算・リソースの確保

セキュリティ経営
（CISO）

・セキュリティ対策に関する意思決定やその
ための予算・リソースの確保

企業経営
（取締役）

・組織のリスクマネジメントに関する意思決
※
定やそのための予算・リソースの確保

（企業経営は外部委託の対象外）

システム監査

・デジタル環境の管理・利用に関する監査
★
の実施

外部監査として実施する場合は外部委託
の形態となる

デジタルシステム
ストラテジー

・デジタル戦略の立案
・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

コンサルティングの外部委託は可能である
が、意思決定や管理は自社で行うことが
適切

セキュリティ監査

・セキュリティマネジメントに関する監査の実
★
施

外部監査として実施する場合は外部委託
の形態となる

その他

経営リスク
マネジメント

・リスクアセスメント
・ポリシー・ガイドライン策定・管理
・セキュリティ教育・社内相談対応
・インシデントハンドリング
・BCP 対応
・内部犯行対策

法務

・法令等遵守対応

セキュリティ統括

・事業戦略立案
事業ドメイン（戦略・
・システム企画、要件定義・仕様書作成
企画・調達）
・プロジェクトマネジメント

デジタル
セキュリティ

実務者・技術者層

その他

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、テスト設計

デジタルプロダクト
開発

・基本・詳細設計
・セキュアプログラミング、パッチ開発
・テスト・品質保証

デジタルプロダクト
運用

・構成管理、運用設定
・脆弱性情報の収集、脆弱性対応
・セキュリティツールの導入・運用

脆弱性診断・ペネ
トレーションテスト

・脆弱性診断の実施
・ペネトレーションテストの実施

セキュリティ監視・
運用

・監視・検知・初動対応・原因究明
・インシデントレスポンス

セキュリティ調査
分析・研究開発

・脅威情報の収集・分析
・デジタルフォレンジック
・セキュリティ技術開発

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

記号凡例

※

当該業務の外部委託の考え方
経営層の担う役割に関する外部委託は
不適切（専門家を招聘して CIO/CDO/
CISO に任命することは可能）

※

自組織のリスクマネジメントに直結する業
務であり、自社要員による対応が適切

※

（社内管理部門にて対応すべきタスク）

※

（社内管理部門にて対応すべきタスク）
コンサルティングの外部委託は可能である
が、意思決定や管理は自社で行うことが
適切
専門性が求められるタスクであるため、社
内で確保できない場合は外部委託も可
能（なお、自社向け開発を行わず、SaaS
やパッケージのみを利用する場合はこれら
の割当を行う代わりに調達担当者またはセ
キュリティ統括担当者がそのセキュリティ対
策を担当する）
デジタルシステムの保守・運用の外部委託
は可能だが、ユーザー権限管理等、社内
で対応するのが適切なタスクも存在

専門性が求められるタスクであり、社内で
確保できない場合は外部委託も可能

一部タスクの外部委託は可能であるが、
業務で利用するデジタル環境の状況は自
社で把握することが適切

※：自社体制で実施すべき分野
★：自社体制での実施も可能だが外部委託することで別の効果が生じる分野
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③ 外部委託の実施方法に関する検討
外部委託するのが適切と判断した分野のセキュリティ業務でも、そのすべてを外部委託でき
るとは限りません。たとえば「デジタルシステムストラテジー」分野の場合、戦略立案に関す
るセキュリティ対策を含むコンサルティングを外部に委託することは有益ですが、その委託成
果をもとに他の戦略やリスクマネジメント方針等と調整し、自社の方針をとりまとめるような
タスクは自社の要員で担う必要があります。また、
「セキュリティ監視・運用」分野についても、
サイバー攻撃を検知した場合の判断などは必ずしも機械的にできないため、自社の経営方針等
に照らして判断を行う役割を自社で担う必要があります。このように、どこまでを自社で行い、
どこから外部委託するべきかの役割分担にはいろいろな要因が絡みます。日本セキュリティオ
ペレーション事業者協議会（ISOG-J）が策定した『セキュリティ対応組織（SOC/CSIRT）の
教科書』28をでは、こうした場合の考え方について解説していますので、検討時の参考とするこ
とが可能です。
なお、外部委託をする場合でも、委託先の要員に自社に常駐してもらう形でセキュリティ対
策業務に従事するような形態もあります。また、委託という形態とは異なりますが、専門性を
有する人材を派遣契約の形で雇用し、自社のセキュリティ対策業務に従事してもらう方法もあ
ります。このような形態で外部の人材に業務を委ねることの利点と欠点を次に示します。
 利点：自社で人材育成に時間や手間をかけることなく、社内におけるセキュリティ対策業
務を担ってもらうことが可能。OJT 的な社内人材育成への活用が可能。
 欠点：業務遂行を通じて培われた自社の特徴に応じたセキュリティ対策のノウハウが自組
織に蓄積されず、契約が終了した時点で失われてしまう。

（４）ITSS＋の「分野」のマッピングで見るセキュリティ体制の具体事例
以下では、実際に国内企業で運営されている組織形態のモデルに ITSS＋（セキュリティ領域）
の「分野」をマッピングすることで構築されるセキュリティ体制の具体事例を見ていきます。本
書の冒頭で示した通り、セキュリティ体制にどの企業にも共通で通用するような正解はありませ
ん。本書で示している、企業におけるどのような特徴からどのようなマッピングに至っているの
かの説明を、自社に適した体制を検討する際の参考としてください。

28

日本セキュリティオペレーション事業者協議会（ISOG-J）：『セキュリティ対応組織（SOC/CSIRT）の教科
書』（2018 年 9 月） https://isog-j.org/output/2017/Textbook_soc-csirt_v2.html
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① 金融業
次図はある金融業者におけるセキュリティ体制と分野のマッピングです。

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

経営層

管理部⾨
デジタルシステム
ストラテジー
経営企画部

セキュリティ統括室

情報システム部⾨

情報管理部⾨

事業部⾨

企画機能

企画機能

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

セキュリティ統括

経営リスクマネジメント
法務
リスクマネジメント部

システム監査
セキュリティ監査
監査部

企画機能

IT⼦会社

運⽤機能

設計機能

監視・CSIRT機能

デジタルプロダクト
運⽤

システム
アーキテクチャ

セキュリティ監視・運⽤

脆弱性診断
サービス

開発機能

フォレンジックサービス

脆弱性診断・
ペネトレーションテスト

デジタルプロ
ダクト開発

セキュリティ調査分析
・研究開発

営業⽀店

営業⽀店

事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理）

IT/セキュリティベンダー

図 17 企業における各分野のマッピングの例（金融業）

特徴としては以下の通りです。
 金融業では複数の異なる事業を行っていても、それぞれの IT システムの利用形態は全社を
通じて似通っており、これまで IT システムを集約的に管理してきたことから、こうした実
態に親和性の高い「集権型」のセキュリティ体制を構築
 デジタル系の戦略・企画を、事業部門と情報システム部門及び情報管理部門の双方で検討し
ており、両者の中立的な立場でセキュリティ統括機能を「セキュリティ統括室」として設置
 IT 子会社がグループ内の IT の運用管理に関するアウトソーシング先として機能しており、
実務者・技術者層の機能はこの IT 子会社と外部ベンダーにて担当
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② ネットサービス業
次図はあるネットサービス業者におけるセキュリティ体制と分野のマッピングです。

経営層

デジタルシステムストラテジー

経営企画部
経営リスクマネジメント

総務部

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

管理部⾨

IT/セキュリティベンダー

法務
法務部

セキュリティ統括

システム監査／セキュリティ監査

セキュリティ統括委員会

監査部

監査サービス

事業部⾨
セキュリティ監視サービス
（初動対応・原因究明等を含む）

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

企画機能

セキュリティ監視・運⽤
セキュリティ調査分析・研究開発

設計/開発/運⽤機能
（アジャイル＋DevOpsスタイル）

脆弱性診断サービス
脆弱性診断・
ペネトレーションテスト

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運⽤

図 18 企業における各分野のマッピングの例（ネットサービス業）

特徴としては以下の通りです。
 自社事業において用いるデジタル系のシステム・サービスの開発及び運用について、迅速
なサービスインの実現等の観点から社内の事業部門における同一の体制にて実施（DevOps）
している。これを踏まえ、セキュリティ対策についても共通の体制にて対応
 事業戦略部門にセキュリティを担当させると、事業優先で後回しにされたり、重要度を下
げられたりする恐れがあるため、セキュリティ統括機能を「セキュリティ統括委員会」と
して管理部門内に設置し、事業部門に対するガバナンスを利かせている
 自社の従業員数が少ないため、自社の社員が携わるのは必要最小限にとどめ、委託可能な
タスクは最大限外部委託により対応
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③ 製造業
次図はある製造業者におけるセキュリティ体制と分野のマッピングです。

経営層

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

管理部⾨
経営企画部

CSIRT

セキュリティ統括

事業部⾨

情シス部⾨
デジタルシステム
ストラテジー

経営リスクマネジメント

法務

システム監査
セキュリティ監査

リスク管理部(BCP)

法務部

監査部

事業部⾨
事業ドメイン
（戦略・企画・調達）

OT-SIRT

企画機能

企画・研究

運⽤機能

⽣産管理

製品開発

PSIRT
(顧客窓⼝)

⼯場

品質管理

デジタルプロダクト
運⽤

事業ドメイン
（⽣産現場）

デジタルプロダ
クト運⽤

調査分析・
脆弱性診断・
ペネトレーショ
ンテスト

フォレンジック
サービス
セキュリティ調査
分析・研究開発

脆弱性診断
サービス
脆弱性診断・ペネト
レーションテスト

監視・運⽤
サービス
セキュリティ
監視・運⽤

設計/開発機能

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

IT/セキュリティベンダー（監視・運⽤は⾃前の場合あり）

SI/OTベンダー

監査サービス

セキュリティ
ベンダー

図 19 企業における各分野のマッピングの例（製造業）

特徴としては以下の通りです。
 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」、それ以外のデジタル環境を対象とする「CSIRT」の３者にて、セ
キュリティ統括機能を担当
 PSIRT は製品を利用する顧客に関わるインシデント対応を主たる機能とする。事業部門単
位で設置し、製品開発プロセスにおけるセキュリティ・バイ・デザインの管理も兼ねる場
合もある
 事業部門内でも、研究開発系の現場と生産系の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
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④ 重要インフラ業
次図はある重要インフラ事業者（電力・ガス業）におけるセキュリティ体制と分野のマッピ
ングです。

経営層

企業経営
デジタル経営、セキュリティ経営

管理部⾨
経営企画部

CSIRT

セキュリティ統括

経営リスクマネジメント

法務

システム監査
セキュリティ監査

リスク管理部(BCP)

法務部

監査部

事業部⾨

情シス部⾨
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）

OT-SIRT

企画機能

企画・研究
システム開発

保守・運⽤

運⽤機能

プラント・制御管理システム
デジタルプロダクト
運⽤

フォレンジック
サービス
セキュリティ調査
分析・研究開発

事業ドメイン

脆弱性診断
サービス
脆弱性診断・ペネト
レーションテスト

監視・運⽤
サービス
セキュリティ
監視・運⽤

設計/開発機能

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

IT/セキュリティベンダー（監視・運⽤は⾃前の場合が多い）

SI/OTベンダー

監査サービス

セキュリティ
ベンダー

図 20 企業における各分野のマッピングの例（製造業）

特徴としては以下の通りです。
 社内の情報系ネットワークは本社で一元管理されており、これらを管理する情報システム
部門において、情報系の設備・環境を対象とする企画から運用に至るまでのセキュリティ
対策を担当
 事業部門ではプラント等に対応した専用かつ独立性の高い OT 環境を運用していることか
ら、OT 環境の管理単位ごとにインシデント対応等を担う「OT-SIRT」を設置。これと全社
のセキュリティ対策を統括する CSIRT との連携によってセキュリティ統括機能を提供
 セキュリティ監視・運用に関するタスクに関しては、自社設備の異常に関する監視を情報
システム部門・事業部門それぞれの保守・運用部署にて担当。部門間及び社外とのネット
ワークにおける監視については CSIRT の統括のもとでセキュリティベンダーに外部委託
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コラム：政府機関等における関係部門の責任の明確化
セキュリティ体制検討のための参考例として、「政府機関等の対策基準策定のためのガイド
ライン（平成 30 年度版）」に示された情報セキュリティ体制のイメージを示します。行政事務
を扱う政府機関では、区域・課室・情報システムごとに責任者を置き、これらを統括情報セキ
ュリティ責任者や CISO が統括する体制の構築が求められています。

図 21 政府機関等におけるセキュリティ体制のイメージ29

内閣サイバーセキュリティセンター『政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（平成 30 年度版）』
（2018 年 7 月）P38 より引用 https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/guide30.pdf

29
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（５）自社に適したセキュリティ体制の検討
以上の具体事例を参考に、自社にふさわしいセキュリティ体制を検討することになりますが、
その際に考慮すべき点を２点示します。

① 企業や事業の特徴とセキュリティ体制の関係
次表にセキュリティ体制に影響を及ぼす要素として、代表的なものを示します。これらの影
響の内容を考慮しつつ、自社に適したタスクの割り当て方について検討する必要があります。

表 7 セキュリティ体制に影響を及ぼすと考えられる要素
要素

影響の内容
 金融系では IT の利用形態が全社を通じて似通っている場合も
多く、全社共通のセキュリティ統括部署を設置し、統一的なセ
キュリティ対策を講じることが一般的。

業種

 一方、製造業では製造部門が独自の OT 環境に依存し、営業部
門が IT 環境に依存するなど、統一的な体制を組むことが必ず
しも合理的でない場合もある。
 サービス業ではサービスの特性に応じて現場部門がセキュリ
ティ統括機能を有した方が合理的な場合もある。
 小規模なスタートアップ企業等の場合、セキュリティ対策をア
ウトソーシングすることも考えられる。

事業規模

 事業規模が大きくなければ、リスク管理担当者がセキュリティ
も扱うことが合理的な場合もある。
 逆に超大手企業の場合、中央のみで一元管理しようとしても目
が行き届かない場合もある。
 自社の事業がいずれも類似している場合、共通のセキュリティ

事業の
バリエーション

管理体制で管理するほうが効率的と考えられる。
 逆に、事業形態が大きく異なり、事業で扱う情報やサービスの
内容等も異なる場合は、事業部毎に異なるセキュリティ体制を
構築するほうが効率的となる場合もある。
 自社や自社グループの IT インフラの運用・管理を担うような

IT 子会社の有無

IT 子会社がある場合、セキュリティ統括機能の一部をその子会
社に任せるほうが効率的になる場合もある。

情報システム部門の有
無と同部門への依存度

 自社の IT インフラを情報システム部門が一元管理している場
合、同部門がセキュリティ管理に関する多くの作業を担うこと
が合理的。
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要素

影響の内容
 一方、情報システム部門が事業部門で扱っている IT サービス
を把握していない場合、セキュリティ管理に関する作業を担当
する組織を別に設置することが適切な場合がある。

② 組織として備えるべきセキュリティ機能との対応状況の確認
独自のセキュリティ体制案を作成した場合、その体制で漏れがないかどうかが気になります。
これを確認するには、組織として備えるべきセキュリティ機能がそれぞれどの部署で担当する
ことになっているかを検証することが有効です。
25 ページで紹介した「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク（CPSF）」
では、その第 3 部においてセキュリティ機能に相当する対策要件を示しています。検証作業の
イメージとして、この大項目と ITSS＋（セキュリティ領域）の各分野との対応関係を整理した
ものを次表に示します。具体的には、CPSF で対策要件ごとに設定されている ID 単位で検証す
ることになります。CPSF は自動車分野など分野別ガイドラインで引用されており、検証作業
を通じて体制や人材に関する検討をそれ以外のセキュリティ対策と結びつける効果も期待でき
ます。

表 8 ITSS＋分野と CPSF カテゴリとの対応表
◎＝主たる担当分野、○＝従たる担当分野、△＝状況により関連する分野、◆＝経営層としての承認を通じて関与
戦略マネジメント層
経営層

CPSFカテゴリ

実務者・技術者層

セキュリティ

その他

セキュリティ経
デジタルシステ セキュリティ監 セキュリティ統 経営リスクマネ
システム監査
営（CISO）
ムストラテジー
査
括
ジメント

CPS.AM 資産管理

◆

CPS.BE

◆

ビジネス環境

デジタル

セキュリティ

○

○
◎

法務

○

○

○

○

○

デジタル
セキュリティ
その他
事業ドメイン デジタルシステ
脆弱性診断・
セキュリティ調 事業ドメイン
セキュリティ監
デジタルプロダ デジタルプロダ
（戦略・企画・ ムアーキテク
ペネトレーショ
査分析・研究 （生産現場・
クト開発
クト運用
視・運用
ンテスト
開発
店舗管理）
調達）
チャ

○

◎

◎

○

CPS.GV ガバナンス

◎

○

○

◎

◎

○

CPS.RA

◆

○

○

○

◎

○

○

◎

○

○

◎

○

○

○

リスク評価

CPS.RM リスク管理戦略

◆

○

サプライチェーンリスク管
理
アイデンティティ管理、認
証及びアクセス制御
意識向上及びトレーニ
ング

◆

CPS.DS

データセキュリティ

◆

○

◎

○

CPS.IP

情報を保護するための
プロセス及び手順

◆

○

○

○

CPS.SC
CPS.AC
CPS.AT

◆

○

◎

○

◆

◎

○

○

○

○

△

◎

○

○

○

○

△

△

○

◎

◎

○

○
○

○

○

△

◎

○

○

○

△

△

◎

○

○

CPS.MA 保守

◆

CPS.PT

保護技術

◆

CPS.AE

異変とイベント

◆

○

◎

CPS.CM

セキュリティの継続的な
モニタリング

◆

○

◎

○

○
○

○

△

○

○

◎

◎

○

○

◎

○

○

◎

○

◎

◆

○

○

CPS.RP

◆

○

◎

CPS.CO 伝達

◎

○

◎

◎

○

△

◎

△

○

CPS.AN 分析

◆

◎

△

△

△

△

○

○

◎

◎

△

CPS.MI

低減

◆

◎

◎

◎

△

△

○

△

△

○

◎

CPS.IM

改善

◆

◎

○

◎

△

△

△

△
○

○

○

○
○
○
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◎人事

○

CPS.DP 検知プロセス
対応計画

◎総務

◎
◎

○

○

その他

○
○

◎

○

◎

◎広報

（６）外部委託先の選定
外部委託先の検討に当たっては、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」
への適合性を各審査登録機関により審査され、同基準に適合すると認められた事業者の各情報
セキュリティサービスを掲載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」30の活
用が考えられます。基準に適合すると認められた、
「情報セキュリティ監査サービス」、
「脆弱性
診断サービス」、「デジタルフォレンジックサービス」、「セキュリティ・運用サービス」がそれ
ぞれリスト化されています。なお、これらは ITSS（セキュリティ領域）＋の「セキュリティ監
査」、「脆弱性診断・ペネトレーションテスト」
、「セキュリティ調査分析・研究開発」、「セキュ
リティ監視・運用」にそれぞれ対応しています。
また、外部委託先の要員が備えるべきスキルを明確化したい場合、国内大手 IT ベンダー
（NEC・日立・富士通）が共同で策定した『統合セキュリティ人材モデル』31を活用すること
が可能です。ITSS＋（セキュリティ）との対応関係を次表に示します。
ITSS＋分野
経営層
戦
略
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層

セキュリティ
デジタル
セキュリティ

その他

デジタル

統合セキュリティ⼈材モデル Ver1.00
クラスB

セキュリティ経営（CISO）

【CT】セキュリティコンサルタント

システム監査

（対応するモデルなし）

デジタルシステムストラテジー

（対応するモデルなし）

セキュリティ監査

【AU】セキュリティオーディター

セキュリティ統括

【MG】セキュリティマネージャー

経営リスクマネジメント

（対応するモデルなし）

法務

（対応するモデルなし）

事業ドメイン（戦略・企画・調達）

（対応するモデルなし）

デジタルシステムアーキテクチャ

【PL】セキュアシステムプランナー
【DV】セキュアシステムデベロッパー

デジタルプロダクト開発
デジタルプロダクト運用

実
務
者
・
技
術
者
層

クラスC

クラスA

【MS】マスターセキュリティスペシャリ
スト

【MS】セキュリティ
【IM】インシデント 【MS】マスターセキュリティスペシャリ
マネジメントスペ
マネージャー
スト
シャリスト

【AR】セキュリティシステムアーキテク
ト

【AD】セキュアアプリケーションデベ
ロッパー
（対応するモデルなし）
【SR】システムリスクアセッサー

脆弱性診断・ペネトレーションテスト

【PT】ペネトレーションテスター

【AS】セキュリティアセッサー

【NR】ネットワークリスクアセッサー
セキュリティ

【IR】インシデントレスポンダー
セキュリティ監視・運用
【SR】セキュリティオペレーター

【MS】マスターセキュリティスペシャリ
スト

【IH】インシデント 【IM】インシデント
ハンドラー
マネージャー

【RE】リサーチャー
セキュリティ調査分析・研究開発

【FE】フォレンジックエンジニア
【AN】セキュリティアナリスト
【IA】インテリジェンスアナリスト

その他

図 22

事業ドメイン（生産現場・店舗管理）

（対応するモデルなし）

ITSS＋（セキュリティ領域）と「統合セキュリティ人材モデル」との対応関係

30

独立行政法人情報処理推進機構：情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト（随時更新）
https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html
31 プレスリリース：
『NEC・日立・富士通、サイバーセキュリティ技術者の共通人材モデル「統合セキュリティ
人材モデル」を策定～14 種類の人材像を体系化・標準化し、IT・セキュリティベンダー向けに公開～』
（2018 年 10 月）
NEC：https://jpn.nec.com/press/201810/20181024_03.html
日立：https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/10/1024.html
富士通：https://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/10/24-1.html
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（７）責任の明確化
以上までの検討を通じて、自社のセキュリティ体制として、ITSS＋（セキュリティ領域）の 17
分野をどの部署が担当するかの割当を行うことができます。しかしそれだけでは不十分であり、
セキュリティ対策に関する様々なタスクについて、外部委託先を含めて、誰が責任を誰が負うの
かを明確にしておく必要があります。具体的には、次のようなタスクについて、どの範囲を誰の
責任で行うかが対象となります。
 セキュリティの観点からのデジタル機器の保全（脆弱性の影響を受けない状況の維持）
 不正な通信の監視・検知
 インシデント対応
 情報のエスカレーション、関係機関への連絡・調整
 従業員等へのセキュリティ教育の実施
さらに、上記の責任を明確化するだけでなく、責任を負う当事者がそのことを認識しているこ
とを確実にしておく必要があります。外部委託先の場合は、委託する際の契約等を通じて明確に
します。

コラム：『サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践状況の可視化ツール』の活用
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、サイバーセキュリティ経営ガイドラインの重
要 10 項目について、自社におけるサイバーセキュリティ対策に関する実践状況をセルフチェ
ックにより可視化するためのツールを開発・公開しています。2020 年 9 月時点では同ツー
ルはβ版の位置付けであり、様々な企業による試行結果を踏まえて、ブラッシュアップが図ら
れる予定です。本ツールを活用することで、次のような効果が期待できます。
 自社の取組において不十分な部分の洗い出し
 毎年同じツールを用いてチェックすることによる改善状況の確認
 サイバーセキュリティ対策に関する部署間でのコミュニケーションの促進・円滑化
（ツールの公開ページ）
https://www.ipa.go.jp/security/economics/checktool/
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３．セキュリティ関連タスクを担う人材の確保・育成
３.１ 「セキュリティ人材」の確保
ポイント
① まずはサイバーセキュリティに関する専⾨性を備えたセキュリティ統括⼈材の確保を⽬指す。
② 担当する⼈材の育成を通じて質的充⾜を図る。

（１）「セキュリティ人材」とは
第２章に示したセキュリティ体制を機能させていくには、割り当てられた役割を担う人材が必
要です。セキュリティ体制を担う人材をすべて「セキュリティ人材」と呼んでも間違いではない
のですが、役割に応じて人材に求められるスキルが異なるので、一括りにして扱うとかえって混
乱を招く恐れがあります。
そこでここでは、セキュリティ体制を担う人材のうち、セキュリティ対策を主たる目的とする
業務や役割を担う人材を「セキュリティ人材」と定義します。ITSS＋（セキュリティ領域）にお
いて、
「セキュリティ経営（CISO）」、
「セキュリティ統括」、
「セキュリティ監査」、
「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」の
各分野を担う人材に相当します。これ以外の分野を担う人材については「プラス・セキュリティ」
人材として、３．２で説明します。

図 23 「セキュリティ人材」に対応する分野（赤枠部分）
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（２）「セキュリティ人材」の不足について
企業規模等によっても異なりますが、ユーザー企業でセキュリティ対策の中心となるのは、
「セ
キュリティ統括」分野や「セキュリティ監視・運用」分野等のセキュリティ関連タスクを担うセ
キュリティ人材です。一方で、情報処理推進機構（IPA）が実施した「CISO 等やセキュリティ対
32によると、
日本のユーザー企業で専任の CISO 等の設置状況は 7.5％、
策推進に関する実態調査」

CSIRT に１名以上の専任のメンバーを配置している企業は 31.1％となっており、多くの場合は他
の業務との兼務となっているのが実態です。また、以下は JUAS 調査におけるセキュリティ体制
に関する課題のアンケート結果ですが、マネジメントレベル及び実務レベルの「セキュリティ人
材」の量的・質的不足が最も大きな課題となっていることが見て取れます。

図 24 セキュリティ体制に関する課題（JUAS 調査）

このため、企業規模等にもよりますが、まずは ITSS＋（セキュリティ領域）における「セキュ
リティ統括」分野や「セキュリティ監視・運用」分野等を担う人材が片手間でなく、責任をもっ
てセキュリティ対策に取り組めるような人的リソースを確保するとともに、セキュリティ対策の
実施において求められる専門的なスキルの習得等を促していく必要があります。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
：
「CISO 等やセキュリティ対策推進に関する実態調査」
（2020 年 3 月）
https://www.ipa.go.jp/security/fy2019/reports/2019DL_index.html

32
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（３）セキュリティ統括人材の確保のポイント
ユーザー企業の「セキュリティ人材」の中で特に大きな役割を担うのは、セキュリティ統括機
能に配置され、経営層や実務者・技術者層とのコミュニケーション、関係部門等との調整の中核
になる人材（以下「セキュリティ統括人材」という。）です。
以下はセキュリティ統括人材として活躍する人材の保有スキルを ITSS の７段階で表現した例
です。ITSS のレベル４は「プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキル
を活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル」です。

図 25 セキュリティ統括人材の保有スキルの例（★の数で ITSS７段階を表現）

セキュリティ統括人材は、情報処理安全確保支援士や、IPA の中核人材育成プログラムの修了
生など、セキュリティに関する幅広い知識・スキル・経験を身に着けた人材が担うことが理想的
です。ただし、一人でカバーできない場合には、マネジメントの出来るシニア人材と技術の分か
る若手の組み合わせなどで対応している事例も多くあります。
JUAS 調査におけるユーザー企業等へのヒアリングから確認されたセキュリティ統括人材の確
保に当たってのポイントを次表に整理します。
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表 9 セキュリティ統括人材の確保におけるポイント（企業から得られた意見）
担当業務への
モチベーション

 限られたリソースの中で自らセキュリティ施策を考え、経営とコミュニケーションしながら
事業の安全を実現する達成感
 「この会社を守りたい」という強い意志とセキュリティへの「やる気」
 自社のビジネスの視点から俯瞰的にリスク管理や判断ができる能力
 理想だけでなく現実解を考えられるバランス力
 社内外の様々な人と連携しながら経営や事業部門の行動を促すコミュニケーション力
 システム・情報の流れなど自社の仕組みの熟知

求められる
知識・スキル

 求められるセキュリティ知識は高い専門性よりも幅広さ
 資格は押さえるべきポイントの把握や知識の棚卸として有効だが、最も期待されている
のは知識やスキルを「使いこなす力」
 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（管理者でも最低限のセキュリティ知識は必要）
 投資判断をするためのセキュリティ技術への理解（攻撃手口の理解等）
 英語を含めた海外とのコミュニケーション能力
 ローテーションによって幅広い経験から自社の仕組みを体得する
 インフラシステムの経験は自社の仕組みを体得することにつながる

育成方法

 自分の事業として痛みを感じながら経験を積むことが人を育てる
 インシデント対応や報告などの「訓練」はスキルアップに有効
 セキュリティに関するコミュニティに積極的に参加することで、「やるべきこと」が磨かれる
 ユーザー企業にフィットした即戦力人材の確保は困難

採用

 採用後長い目で自社なりの育成を模索することも必要
 経験豊富なシニア人材の活躍が人材確保の切り札になる

配置

 マネジメントと専門技術の両方に通じたスーパー人材がいなくともチームでの対応も可能
 組織機能としてこれらの役割をはたせる配置になっていることが大切
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（４）セキュリティ担当者の確保のポイント
上記の JUAS 調査においては、セキュリティ統括人材以上に、
「セキュリティ監視・運用」分野
等を担う実務者・技術者層のセキュリティ人材の量的・質的不足が確認されています。ユーザー
企業では、専任のセキュリティ担当者を確保しておらず、IT 部門でシステムの運用を担う人材が、
「セキュリティ監視・運用」分野のタスクも担っているケースが多くあります。
以下はユーザー企業でセキュリティ担当者として活躍する人材の保有スキルを ITSS の７段階
で表現した例です。

図 26 セキュリティ担当者の保有スキルの例（★の数で ITSS７段階を表現）

こうした実務者・技術者層のセキュリティ担当者の確保に当たってのポイントや事例は、以下
の通りです。
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表 10 セキュリティ担当者の確保におけるポイント（企業から得られた意見）
担当業務への
 セキュリティへの興味
モチベーション
 IT・セキュリティの基礎知識・スキル・経験
 ベンダーを評価できるだけの知識
求められる
知識・スキル

 最新の攻撃実態の知識、攻撃者の行動を想像する発想力・想像力
 リスク管理の考え方への理解
 自社の業務プロセスへの理解
 インシデントが組織に与える影響の想像力
 インシデント対応の経験
 社内の勉強会
 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）

育成方法

 （自社内で経験を積む機会が少ない場合）IT 子会社・ベンダーへの出向
 ゼネラリスト育成のキャリアパスとは別にセキュリティに特化した人事コースを作る
 職務専門型として一般社員とは報酬・人事規程が別の裁量労働型のスペシャリストとす
る
 キャリアプランは自ら作らせる
 外部人材の出向・常駐で社員とチームを組ませる

採用

 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
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３.２ 「プラス・セキュリティ」人材の確保
ポイント
①

「セキュリティ⼈材」のみならず、デジタル部⾨、事業部⾨、管理部⾨等においてセキュリティを意識し、
業務遂⾏に伴うセキュリティ対策の実施に必要な能⼒を備える「プラス・セキュリティ」⼈材の確保・育
成も重要。

②

ITSS+（セキュリティ領域）等を活⽤し、関連部⾨でセキュリティ関連タスクを担う⼈材の特定・育
成・配置等を検討。

（１）「プラス・セキュリティ」とは
企業におけるあらゆる業務がデジタル環境に移行していく流れ（デジタルトランスフォーメー
ション：DX）が進む中、企業のセキュリティ対策は３．１に示した「セキュリティ人材」のみで
は対処できなくなっています。これは、DX によってもたらされる利便性が、同時にサイバー攻撃
にも悪用されやすいためであり、DX を活用する企業全体でセキュリティを意識し、必要な対策を
総合的に実施することが求められます。
そこで、企業におけるセキュリティ対策業務として明示的に位置づけられてはいないが、対策
不十分な場合にセキュリティ上の問題が生じるような業務を担っている人材にも、セキュリティ
に関する意識を養い、対策の実施に求められる知識・スキルを積極的に身につけてもらう必要が
あります。このとき、自らの業務遂行にあたってセキュリティを意識し、必要かつ十分なセキュ
リティ対策を実現できる能力を身につけること、あるいは身につけている状態のことを、「プラス・
セキュリティ」と定義します。「プラス・セキュリティ」の状態にある人材、あるいは状態にあるこ
とが求められる業務に従事している人材が、
「プラス・セキュリティ」人材です。具体的には、次
に例示するような人材が当てはまります。
 自社の契約書雛形に盛り込むセキュリティ対策について検討する法務部担当者
 新規事業戦略立案時にサイバー関連の脅威への対策を検討する事業部の企画担当者
 自社の DX 展開におけるサイバーセキュリティ上のリスクアセスメントを行う、DX 推進部
門の担当者
 自社向けアプリケーション開発において脆弱性が作り込まれないように、セキュアコーディ
ングに関するガイドラインを遵守する開発担当者
 システム管理の一環としてアクセスログの異常確認を行う運用担当者
 工場の OT システムの保安対策の一環としてサイバー攻撃対策を検討する設備担当者
 入退室管理用指紋認証システムの管理を兼務する総務部担当者
 BCP（事業継続計画）の一環として、サイバー攻撃時の対処計画を立案するリスクマネジメ
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ント担当者
 自社 CSIRT の PoC（Point of Contact）機能を兼務する広報担当者
 ISMS、ISO 9000、ISO 14000、JIS Q 15001 の運営事務局を兼務で行う担当者
「プラス・セキュリティ」人材は、ITSS＋（セキュリティ領域）においては、次図のように「デ
ジタル」区分や「その他」区分に位置づけられている各分野でセキュリティ関連タスクを担う人
材に相当します。

図 27 「プラス・セキュリティ」人材に対応する分野（赤枠部分）

このとき、３．１で示した「セキュリティ人材」に相当する分類とは異なり、それぞれの業務
においてセキュリティ関連タスクであることが明確になっているとは限りません。また、
「プラス・
セキュリティ」人材という人材が IT 人材とは別にいるわけではないので注意してください。DX
を推進しているか否かに関わらず、今後のデジタル・IT 関連業務を担う人材の多くが、同時に「プ
ラス・セキュリティ」人材でもあるというのが望ましい状態です。
「プラス・セキュリティ」人材
の詳細については、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（JCIC）が
公表している文献33等を参照してください。

33

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（JCIC）：『セキュリティ人材不足の真実と

今なすべき対策とは～今必要なのは「プラス（＋）・セキュリティ人材」だ～』（2019 年 2 月）
https://www.j-cic.com/pdf/report/Human-Development-Plus-Security.pdf
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（２）「プラス・セキュリティ」人材の意識づけ・責任明確化の必要性
第２章で可視化した各分野の人材に、セキュリティ関連タスクを自分の仕事として認識しても
らうことは重要です。例えば、事業部門で「デジタルシステムストラテジー」分野のタスクを担
う人材が、IoT を活用した新たなビジネスを行うためのシステムの企画を行う際、セキュリティ
を意識した要件定義や設計を進めることで、運用時に後付けで対策を行うよりもずっと高いコス
ト効率でセキュリティを確保することが可能になります。
しかしながら、事業部門や管理部門の人材は、しばしばセキュリティを自分のタスクとして認
識していない場合があります。こうした状況では、セキュリティ統括人材が関係部門と連携しな
がら企業全体としてセキュリティ対策を講じることも難しくなります。
このため、
「プラス・セキュリティ」を必要とする業務を担うこうした人材、例えば事業部門で
システムの調達仕様書を作成する人材、現場でシステムの運用を行う人材、総務・法務・調達部
門といった管理部門の人材等に対しては、セキュリティ関連タスクを担っていること及びその責
任・権限を、組織として明確化することが必要です。また、こうした人材が「プラス・セキュリテ
ィ」を必要とする業務で活躍できるようにするためには、セキュリティに関する知識・スキル・
経験を習得するための教育機会の提供や人材の育成・配置を行うことが必要です。

（３）「プラス・セキュリティ」人材におけるセキュリティ関連スキル育成の考え方
（１）で示したように、
「プラス・セキュリティ」人材はセキュリティ対策以外に主たる業務を
担当しつつ、組織のセキュリティ対策を実践する上で重要な役割を担っています。このような人
材におけるスキル習得の考え方として、
「山脈型モデル」が知られています。これは、専門的なス
キルを習得する際に、まずある１つの分野の専門性（「山」に相当）を高め、次にその専門性を活
かしつつ、別の分野の専門性を高めていくことで、複数の分野について専門性（「山脈」に相当）
を発揮できるような、専門人材としての価値を高めていく育成方法のことを指します。具体的に
は、次のような例が考えられます。
 管理系業務の場合：コンプライアンス業務の担当者が、個人情報やプライバシーの保護に関
する社内ルールの策定や見直しを行う中で、それらのデータを保護するために用いるセキュ
リティ対策について理解するとともに、関連する法律やガイドラインに関してこれまで習得
していた知識の幅を拡大
 開発系業務の場合：アジャイル方式でデジタルサービス用システムを構築しようとしている
開発チームが、サイバー攻撃に悪用されるソフトウェアの脆弱性について理解し、脆弱性診
断ツールを自ら使いこなすスキルを習得することで、セキュリティ対策の不備に起因する開
発の手戻りを減らし、チームとしての開発能力を向上
 保安系業務の場合：工場操業中の物理的な事故やテロ行為等による操業停止等のリスクマネ
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ジメントを行う保安担当者が、サイバー攻撃に起因する操業停止のリスクを評価するための
知識を習得することで、自社工場の操業停止に関するフォールトツリーモデルを拡張し、実
態をより反映可能としたリスクマネジメントを実現
このように、セキュリティ対策業務の実践を、主たる業務におけるスキル向上の機会としても活
用できるため、モチベーション向上の効果も期待できます。
「プラス・セキュリティ」人材に求められるセキュリティ業務の専門性に関しては、前述の JCIC
が公表している資料等を参照してください。次図では、
「プラス・セキュリティ」人材の所属の違
いに応じた業務・ビジネススキルとセキュリティスキルとのバランスのイメージを示しています。

図 28 「プラス・セキュリティ」人材に求められるスキルのイメージ（JCIC）34

（４）「プラス・セキュリティ」人材と「セキュリティ人材」の連携
「プラス・セキュリティ」人材が組織のセキュリティ対策において担う役割は、原則として自
らの業務に関わるものですが、対策の実施にあたっては、他の分野を専門とする人材との連携が
必要になる場合があります。特に、
「セキュリティ統括」分野は組織内連携を統括することがその
役割に含まれることから、ほぼすべての「プラス・セキュリティ」を必要とする業務分野と接点
を持つことになります。また、自らの業務としてのセキュリティ対策の遂行に際してより高度な
専門性を必要とする場合、他の分野で専門性を有する人材と連携して実施することも考えられま
す。
以下に連携の例を示しますが、当然ながらこれらに限定されるものではありません。

34

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（JCIC）：『DX 化を実現し、企業が生き残
るためには ～キーは「攻めのプラス・セキュリティ人材」育成～』（2020 年 6 月）
https://www.j-cic.com/pdf/report/Plus-Security-Human-Resources.pdf
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① デジタルシステムストラテジー
 「セキュリティ統括」と連携：次期デジタル戦略立案時のセキュリティ体制検討
② デジタルプロダクト開発
 「セキュリティ統括」と連携：開発環境の更新に関する協議
 「脆弱性診断・ペネトレーションテスト」と連携：テスト時の脆弱性診断実施
 「セキュリティ調査分析・研究開発」と連携：脆弱性情報の共有
③ デジタルプロダクト運用
 「セキュリティ統括」と連携：新規に利用するクラウドアプリのアクセス制御方法協議
 「セキュリティ監査」と連携：監査指摘事項への対応方法の協議
④ 経営リスクマネジメント
 「セキュリティ統括」と連携：サイバーセキュリティ保険加入に関する協議
⑤ 法務
 「セキュリティ統括」と連携：法規改正への対応方針協議
⑥ 事業ドメイン（戦略・企画・調達）
 「セキュリティ統括」と連携：新規サービスに伴うサイバー関連リスクの評価
⑦ 事業ドメイン（生産現場・事業所管理）
 「セキュリティ統括」と連携：インシデント発生に備えた訓練の共同実施

コラム：「プラス・セキュリティ」に関するよくある誤解
「プラス・セキュリティ」人材の育成が注目されるようになってから日が浅いこともあり、
一部では誤解もなされているようです。以下に誤解の例を示します。
×

「プラス・セキュリティ」が必要になるのは、DX に取り組んでいる場合のみである。
DX を活用する現場で特に求められているのは確かですが、実際のところ DX への取
り組みの有無に関わりなく IT を活用して事業を行うすべての企業等で必要です。

×

「プラス・セキュリティ」を担うのは技術系の人材のみである。
本項で示しているように、法務や広報など技術系以外の業務も対象になります。

×

既存の IT 人材とは別に、
「プラス・セキュリティ」人材を確保する必要がある。
既存 IT 人材が「プラス・セキュリティ」の知識・スキルを習得して自らの業務に活用
します。

×

「プラス・セキュリティ」人材のスキルは、
「セキュリティ人材」に求められるスキルより
も低い。
スキルの高低とは関係ありません。
「セキュリティ人材」と連携するのに必要
な最低限のスキルをもつ人からセキュリティ専門家レベルまで様々です。
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３.３ 教育プログラム・試験・資格等の活用と人材育成計画の検討
ポイント
①

各分野に求められる知識・スキルを踏まえ、教育プログラムや試験・資格の活⽤を検討。

②

⾃社に必要な⼈材の配置計画をもとに、キャリアデザインを含めた育成計画を検討。

（１）各分野に求められる知識・スキルの概観
３．１、３．２で確保した人材には、セキュリティ関連の知識・スキルを身に着けてもらう必
要がありますが、その際、分野によって求められるセキュリティ関連の知識・スキルの種類や深
さが異なることには留意が必要です。
各分野に求められる知識・スキルの概観については、ITSS＋（セキュリティ領域）の各分野と
セキュリティ関連知識・スキルの関係を整理した次ページの図を参考にして下さい。これはあく
まで概観を捉えることを目的に、セキュリティ関連知識・スキルを３種類（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）に分類し、各分野とのマッピン
グを行ったものです。
「◎」は主導できるレベル（情報処理安全確保支援士試験レベル）、
「○」は
コミュニケーションを取れるレベル（情報セキュリティマネジメント試験レベル）を想定してい
ます。知識・スキルの詳細については、情報処理安全確保支援士試験のシラバス35の小項目を参考
にして下さい。また、各分野に固有の知識・スキルを確認したい際には、図 22 に掲載した ITSS
＋（セキュリティ領域）と「統合セキュリティ人材モデル」との対応関係を参照するなどにより、
「統合セキュリティ人材モデル」において公表されているシラバス等を参照することも可能です。

35 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
：「情報処理安全確保支援士試験シラバス」
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/syllabus_sc_ver2_0.pdf
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【注釈】
※１ 「◎」は主導できるレベル（情報処理安全確保⽀援⼠試験レベル）、「○」はコミュニケーションが取れるレベル（情報セキュリティマネジメント試験レベル）を想定。
※２ 企業等によって、「◎」、「〇」の付し⽅の変更や、知識・スキル項⽬の追加・削除・詳細化が必要。
※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。
セキュリティ関連知識・スキル（⼤項⽬）

分野

セキュリティマネジメント

戦略マネジメント層

システムセキュリティ

セキュリティオペレーション

◎

○

○

○

◎

○

○

◎

◎

○

○

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運⽤
事業ドメイン（⽣産現場・店舗管理）

○

⼤項⽬
⼤項⽬の概要

セキュリティマネジメント

システムセキュリティ

経営層の下で組織の特性に応じた適切なセ
セキュアなシステムの企画・設計・開発が⾏える
キュリティ体制・ポリシーの構築・運⽤が⾏える

セキュリティオペレーション
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

(3)情報及び情報システムの利⽤におけるセキュ
情報処理安全確保⽀援⼠試験シラバス (1)情報セキュリティマネジメントの推進⼜は⽀ (2)情報システムの企画・設計・開発・運⽤での リティ対策の適⽤の推進⼜は⽀援に関すること
4つの⼤項⽬との対応
援に関すること
セキュリティ確保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

図 29

ITSS＋（セキュリティ領域）で求めるセキュリティ関連知識・スキル

（２）教育プログラム・コミュニティ活動の活用
各分野の人材が必要な知識・スキルを身に着けるため、及びこれを評価する一つの方法として、
教育プログラムやコミュニティ活動の活用が考えられます。
「層」
（経営層、実務者・
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）のポータルサイト36では、
技術者層、戦略マネジメント層）や「レベル」
（初級・中級・上級）ごとに活用可能なセキュリテ
ィ関連の教育プログラムやコミュニティ活動等が紹介されていますので、活用を検討ください。

（３）試験・資格の活用
各分野の人材が必要な知識・スキルを身に着けるため及びこれを評価する一つの方法として、
試験・資格の活用が考えられます。各種試験・資格の概要や活用方法は以下の通りです。

① 情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）
登録セキスペは、サイバーセキュリティの確保を支援するため、サイバーセキュリティに係
る最新の知識・技能を備えた専門人材の国家資格として、2016 年 10 月に創設されました。登
録セキスペは、情報処理安全確保支援士試験の合格によりサイバーセキュリティの専門家とし

36

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）：「みんなで使おうサイバーセキュリティ・ポータルサイト」
https://security-portal.nisc.go.jp/
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て必要とされる専門分野の知識・技能を有することを確認された人材です。他方、デジタル技
術の急速な発展に伴い、サイバーセキュリティ上のリスクも多様化・高度化していることから、
登録セキスペには、この知識・技能を維持、向上させるための定期的な講習が義務づけられて
います。具体的には、以下の２種類の講習を受講することとしています。
 最新のサイバーセキュリティに関する知識・技能及び遵守すべき倫理などの習得を目的と
したオンライン形式による講習（オンライン講習）
 知識・技能の実践的な活用力などの習得を目的とした集合形式等による講習（実践講習）
また、2020 年５月の制度改正により、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能を確
実に担保できるように、登録に３年間の有効期限を設け、義務講習を受講した者のみ更新を認
める登録の更新制を導入しました。併せて、登録セキスペの多様なニーズに応じるため、義務
講習の対象に、一定の条件を満たした民間事業者等が行う講習（特定講習）も追加しました。
昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）は、適切なセキュリティ対策とセットで推進
する必要があり、そこでサイバーセキュリティの専門家として必要とされている人材には、専
門分野に関する知識・技能を有するのみならず、これを実践的に活用でき、かつ、様々なステ
ークホルダーとコミュニケーションや技術的調整などを図れる人材が求められています。
このような中、本制度は、登録セキスペが、義務講習や業務経験などを通じて、①企業等に１
人は置かれるべき人材、②専門的なセキュリティ対策を実施できる人材のいずれかを目指せる
制度とすることを目標としております。
このため、制度改正により、特定講習が追加となったことも踏まえ、実践講習又は特定講習
については、個々の登録セキスペが目指すキャリアパスに応じて、ITSS＋（セキュリティ領域）
の分野を選択して受講できるようにする予定です。この他、登録セキスペを安心して活用でき
る仕組みとして、登録セキスペには、名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務があり、
特に、名称独占と秘密保持義務に違反した場合には、刑罰の対象になります。
（１）に記載の通り、図 29 において「◎」の付された部分については、情報処理安全確保支
援士試験レベルの知識・スキルを有することが理想です。

② セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティマネジメント試験は、国家試験である情報処理技術者試験の１区分として、
２０１６年４月から開始しました。本試験は、情報セキュリティマネジメントの計画・運用・
評価・改善を通して組織の情報セキュリティ確保に貢献し、脅威から継続的に組織を守るため
の基本的なスキルを認定する試験です。
情報システムの利用部門にあって、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
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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・改善する方を対象としています。
（１）に記載の通り、図 29 において「○」の付された部分については、情報セキュリティマ
ネジメント試験レベルの知識・スキルを有することが理想です。

（４）人材育成計画の検討
（１）～（３）を踏まえつつ、セキュリティ関連タスクを担う人材をどのように確保・育成・配
置等するかについての総合的な計画を検討することが望まれます。次に示すのは、実際にあった
例を参考に、セキュリティ業務専任者に求められるスキルを獲得可能な業務経験を効率よく積ん
でもらうためのキャリアデザインのモデル案です。IT 運用業務やリスクマネジメント業務と同様、
セキュリティ業務に関しても知識を習得したのみでは現場での活用は容易ではないため、セキュ
リティ業務遂行に求められるスキルを他業務の実践を通じて習得させる方法は、多くの企業で実
践されています。

セキュリティ専任者が担う
タスク項⽬
セキュリティポリシー保守
関連⼿続・⼿順書等整備

タスク項⽬の実施に必要なスキル・経験
該当する
分野との
マッチング

サイバーリスク評価
渉外窓⼝（PoC）
社内研修⽤教材作成
事業部⾨からの相談対応

ネットワーク防御

法・⾏政・法律専⾨家

脆弱性診断

コンフリクト管理

インシデント管理

クリティカルシンキング

情報収集⾏動

⼝頭伝達／書⾯伝達

契約/調達

効果的プレゼンテーション

2年⽬

上期 下期 上期 下期

3年⽬
上期

下期

4年⽬
上期

下期

5年⽬
上期

下期

6年⽬
上期

7年⽬

スキルの習得に
つながる業務経験をもとに
育成キャリアパスを設計

8年⽬

9年⽬

下期 上期 下期 上期 下期 上期

下期

10年⽬

11年⽬

上期

上期

下期

下期

IT部⾨兼務
リスクマネジメント部

（IT部⾨でセキュリティ監視・運⽤に従事）（IT部⾨で脆弱性対応に従事）
★

セキュリティ統括室兼務

★ 登録セキスペ試験受験（2〜3回⽬で合格）

③脆弱性対応
を担当する
Rさんの育成パス

IT部⾨兼務

法務部兼務

（IT⼦会社出向）

調達・資材部兼務
ベンダ講習受講

渉外室兼務

（IT部⾨でセキュリティ監視・運⽤に従事）

IT部⾨兼務
業務監査部兼務

（IT部⾨で脆弱性対応に従事）

業務専任で活躍

IT部⾨兼務

②セキュリティ監視・
運⽤を担当する ネットバンク事業部（業務部⾨）兼務
Qさんの育成パス

リテ

①セキュリティ統括
を担当する
Pさんの育成パス

データプライバシー・保護

情報システム/ネットワークセキュリティ 外部認知

セキ

1年⽬

脅威解析

★ ベンダ資格取得

図 30 キャリアデザインを考慮した組織内人材育成のイメージ
以下では、セキュリティ関連タスクの特徴に応じて育成計画に盛り込むことを検討すべき教育
コース等の事例について紹介します。

① セキュリティ統括機能及び管理部門のセキュリティ関連タスクを担う人材の育成
かつて国内で提供されるセキュリティ分野の人材育成コースは技術系のスキル習得を目的と
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したものが中心となっていましたが、2018 年度以降、２．２にて説明したセキュリティ統括機
能を担う人材の育成を対象とした教育コースも提供されるようになりました。以下で紹介する
コースは、セキュリティに関する技術的な知識を十分に有していない受講者を対象に、サイバ
ーセキュリティ経営を実践していくために必要な知識やスキルの習得を目的として提供されて
いますので、セキュリティ統括分野のほか、事業戦略、財務、法務等でセキュリティ関連タス
クを担う人材を対象に、組織として計画的に参加させることで、自社のサイバーセキュリティ
経営を支える人材の層を厚くする効果が期待できます。

ア）『戦略マネジメント系セミナー』37（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）産業サイバ
ーセキュリティセンター（ICSCoE））
DX 推進や Society5.0 の実現に向けた ICT 環境の導入に際して必要となる、事業と ICT 活
用をリスクマネジメントの観点で結び付けられる人材の育成に向け、サイバーセキュリティ
経営及び経営層をはじめとする関係者が認知しておくべきセキュリティ機能の理解を目的と
したコースを提供しています。

イ）『キャリアアップ MOT サイバーセキュリティ経営戦略コース』38（国立大学法人東京工
業大学 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程）
サイバーセキュリティ経営及びその戦略立案に求められる知識・能力を備え、企業・組織
を先導する人材の育成を目的として、経営に影響を及ぼすサイバーセキュリティに関連する
リスク・危機管理に重点を置き、グループ発表やワークショップ等を積極的に取り入れたコ
ースを提供しています。

② OT セキュリティを担う人材の育成
重要インフラ産業や製造業において、省力化や効率化の観点から制御系システムにおける IT
活用が進められる中、これら OT（Operational Technology）におけるセキュリティ確保が事業
継続の上でますます重要になっています。一方で、制御系システムのセキュリティ対策を理解
している人材は圧倒的に不足しているのが実態であり、自社に不足しているからといって外部
から人材を調達することが困難な状況となっています。こうした背景を踏まえ、前述の産業サ
イバーセキュリティセンター（ICSCoE）では、社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリテ
ィ対策の強化をテーマに、１年程度のトレーニングを通じてテクノロジー（OT・IT）、マネジ

37

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）産業サイバーセキュリティセンター（ICSCoE）：「戦略マネジメント
系セミナー」 https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/middle/strategic_management/index.html
38 国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程：
「サイバーセキュリティ経営戦略コ
ース」 https://www.academy.titech.ac.jp/cumot/cy/
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メント、ビジネス分野の総合的な学習を通じて経営層と現場担当者を繋ぐ人材（中核人材）の
育成を目指す『中核人材育成プログラム』39を提供しています。同プログラムを積極的に活用す
ることで、OJT で習得することが困難な総合的視点からのセキュリティを理解した人材の育成
が可能となるだけでなく、人材の活躍を通じて制御系システムを扱う事業部門を含めた組織全
体のリスクマネジメントやガバナンスの強化も期待できます。
なお、ICSCoE では、同プログラム以外でも制御系システムにおけるセキュリティ対策で求
められるスキルの向上を目的とする、様々な演習やプログラムを提供しています。

③ インシデント対応業務に従事する人材の育成
一般の企業において、深刻な脆弱性を悪用した攻撃や悪質なマルウェアの蔓延など、大がか
りなインシデント対応を必要とするような事象は頻繁に発生するわけではないため、一定の期
間でのジョブローテーションを行っていると、任期中にそうした経験を一度もしないこともあ
ります。このように、発生頻度の低い業務を OJT で習得させることは必ずしも効率的ではない
ことから、業務経験させることにこだわらずにインシデント対応演習等の教育・研修サービス
を利用することで、実践的なスキルの習得を図ることも検討すべきです。インシデント対応演
習としては、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）ナショナルサイバートレーニングセ
ンターが全都道府県で実施している CYDER40が利用可能なほか、多くのセキュリティサービ
スベンダーが提供しています。

39 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）産業サイバーセキュリティセンター（ICSCoE）
：「中核人材育成プロ
グラム」 https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/core_human_resource/index.html
40 国立研究開発法人情報通信研究機構：
「実践的サイバー防御演習 CYDER（CYber Defense Exercise with
Recurrence）」 https://cyder.nict.go.jp/
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４．セキュリティ体制・人材に関する参考文献
企業におけるセキュリティ体制・人材の確保に関する検討のための参考文献として、本書で参
照したものを以下に示します。なお、サイバーセキュリティ分野の変化の速さを踏まえ、本書の
公表以降にそれぞれの文献が改訂されている可能性があります。その場合は最新の版を参照する
ようにしてください。

① 『サイバーリスクハンドブック

取締役向けハンドブック

日本版』

（一般社団法人日本経済団体連合会）
米国と英国においてそれぞれ取締役向けに公表されていたサイバーリスクに関する文献にお
いて示されていた、サイバーセキュリティに関する５つの原則が日本企業においても当てはま
ると考えられることから、サイバーセキュリティに関する国際的な業界団体である Internet
Security Alliance（ISA）、日本電信電話株式会社（NTT）ならびに株式会社日立製作所の協力
を得て、経団連において翻訳・整理の上公表したものです。
https://www.keidanren.or.jp/policy/cybersecurity/CyberRiskHandbook.html
（2019 年 10 月 31 日公表）

② 『CISO ハンドブック

業務執行として考える情報セキュリティ』

（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）社会活動部会 CISO 支
援ワーキンググループ）
CISO が経営陣の一員としてセキュリティ業務を執行する上で前提となる、ビジネス（経営）
の基本的な枠組みを整理し、明確にすべき目標と指標、そして施策を評価する判断基準を提供
することを目的として、次のような活用を想定して作成されています。
 経営会議で資料を作る際のひな型として
 技術担当から CISO になった人がビジネスを理解するための参考として
 セキュリティ経験の少ない CISO がセキュリティ業務を理解するための参考として
 経営会議で話される業務執行（CISO の役割と責任、業務）の概要を理解する参考として
 ビジネスに関連付けた計測項目と判断基準の例として
 ビジネスに沿ったセキュリティ計画や、事業継続計画の策定の資料として
https://www.jnsa.org/result/2018/act_ciso/
（2018 年 6 月 22 日

Ver1.1β）
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③ 『産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会報告書（第一期・第二期）』
『ユーザー企業のためのセキュリティ統括室構築・運用キット（統括室キット）
』
（産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会）
産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会における 2016 年 9 月までの活動成果が第一
期報告書で、2018 年 12 月までの活動成果が第二期報告書でそれぞれ公表されています。本書
で紹介している統括室キットは、ユーザー企業がセキュリティ機能を実現するための構築ステ
ップを可視化する方法について、組織体制の特徴に応じて整理しています。
第一期報告書

https://cyber-risk.or.jp/sansanren/

第二期報告書

https://cyber-risk.or.jp/cric-csf/report/

統括室キット他

https://cyber-risk.or.jp/contents/

（統括室キット：2019 年月日 Part1 ver1.0、2019 年 9 月 30 日 Part2 ver1.0）

④ 『サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver2.0 実践のためのプラクティス集』
（独立行政法人情報処理推進機構）
「情報セキュリティの取組みはある程度進めてきたが、サイバー攻撃対策やインシデント対
応は強化が必要。それに向けた体制づくりや対策は何から始めるべきか」と考えている経営者
や CISO 等、セキュリティ担当者を主な読者と想定し、ガイドラインの「重要 10 項目」を実践
する際に参考となる考え方やヒント、実施手順、実践事例を記載しています。
https://www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/ciso/index.html
（2019 年 3 月日公表）

⑤ 『セキュリティ対応組織（SOC/CSIRT）の教科書～機能・役割・人材スキル・成熟度～』
（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）／日本セキュリティオ
ペレーション事業者協議会（ISOG-J））
企業における SOC や CSIRT 等の組織を対象に、これらのセキュリティ対応組織において求
められる共通的な機能や役割を洗い出した上で、それらをどのように組合せ、実行していくべ
きかをセキュリティ専門事業者の知見をもとにまとめたものです。
「教科書」に相当する本編の
ほか、概要版に相当するハンドブックやセルフチェックシート等も提供されています。
https://isog-j.org/output/2017/Textbook_soc-csirt_v2.html
（2018 年 3 月 30 日

第 2.1 版、2019 年 2 月にセルフチェックシート更新）
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本文書について
本文書は、2019 年から 2020 年にわたって実施した経済産業省『令和元年度サイバーセキュリ
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人材・体制に関する実態調査）
』及び
『令和２年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（サイバーセキュリティ経営に
関する調査）
』ならびに独立行政法人情報処理推進機構『Re スキル・人材流動の実態調査及び促
進策検討』の各事業成果をもとに、以下に示す有識者会合における議論を通じてとりまとめられ
たものです。
表 11 関連有識者会合一覧
有識者会合名称

設置期間

開催数

2019 年 7 月～2019 年 12 月

５回

2020 年 1 月～2020 年 3 月

３回

③ セキュリティ経営・人材確保の在り方検討タスクフォース

2020 年 4 月～

５回

④ サイバーセキュリティ人材政策に関する非公式勉強会

2018 年～（不定期）

９回

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
②

DX に対応する人材の在り方研究会
セキュリティワーキンググループ

表 12 有識者会合委員一覧
対象者名
（敬称略）

所属（2020 年 9 月時点）

一般社団法人サイバーリスク情報センター 事務局長
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 代表理事
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 エグゼクティブエ
キスパート
学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学（iU） 教授
平山 敏弘
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 教育部会長
荒川 大

宮下 清

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 参与

参加会合（上表①～④）
①
②
③
④
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

情報セキュリティ教育事業者連絡会（ISEPA）代表
●
●
●
●
株式会社ラック シニアコンサルタント
④については上記メンバー以外に以下の関係者が参加：
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
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
オブザーバ： 内閣サイバーセキュリティセンター、総務省、経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構
持田 啓司
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