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らダウンロードできるので、是非と
も一読していただきたい」と語る。
小屋氏は、政府各機関への ITセ

キュリティ政策への働きかけやトレ
ンドマイクロの社会貢献活動を立
案・実施しているほか、政府各機関
の ITセキュリティ分野の委員など
の要職を務める情報セキュリティの
プロフェッショナルであり、エバン
ジェリストだ。

NISCの発表に続く 7月 16日、
独立行政法人の情報処理推進機構
(IPA)は、標的型攻撃のターゲット
となった組織に対する支援活動を行
う「サイバーセキュリティ隊
(J-CRAT)」を正式に発足し、活動を
開始すると発表した。IPAでは、小
屋氏が委員の一人として参画してい
た経済産業省の「サイバーセキュリ
ティと経済研究会」の報告を元に、
2010年末から対策に関する取り組
みを開始していた。また、一般社団
法人の金融 ISACは 8月 7日、金融
機関間のサイバーセキュリティに関
する情報を共有するための組織「一
般 社 団 法 人 金 融 ISAC」（ 金 融
ISAC：Information Sharing and 

Analysis Center）を設立、2014年
11月 1日から本格的な活動の開始
を予定していると発表した。いずれ
も、標的型攻撃など高度化するサイ
バー攻撃に対抗することを目的にし

いよ本格化する兆しを見せ始めた。
トレンドマイクロ執行役員の小屋

晋吾統合政策担当部長は、「内閣官
房情報セキュリティセンター
(NISC) は 2014 年 7 月 10 日、情
報セキュリティ政策会議第 40回会
合を開催し、日本におけるサイバー
セキュリティ推進体制の機能強化に
関する取組方針や、情報セキュリテ
ィ研究開発戦略 (改定版 )、新・情
報セキュリティ普及啓発プログラ
ム、サイバーセキュリティ政策に係
る年次報告（2013年度）、サイバ
ーセキュリティ 2014、高度サイバ
ー攻撃対処のための取組みなどを公
表しました。関連ドキュメントは次
のサイト（http://www.nisc.go.jp/

conference/seisaku/index.html）か

　

本年 7月発覚した顧客情報漏洩
事件では、顧客データベースの保守
管理の受託企業に派遣されていた
SEが、顧客情報約 2千万件を売却
目的で不正入手したとして逮捕され
た。今、官民を問わず、内部犯行を
防止するための仕組みや運用を含
め、情報管理の在り方が問われてい
る。さらに重要なのが、外部からの
サイバー攻撃への対応だ。国内外を
問わず、企業や政府機関などへの攻
撃が継続的に頻発している。米国に
比べ対応が大幅に遅れ、喫緊の課題
と指摘されていたわが国におけるサ
イバーセキュリティの推進が、いよ

わが国におけるサイバーセキュリティの推進が、いよいよ本格化し始めた。2014 年 7 月 10 日に内閣官房情報セキ
ュリティセンター（NISC）が日本におけるサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方針を公表した
のに続き、独立行政法人や業界団体がサイバーセキュリティの専門部隊を発足させるなど、活発化している。セキ
ュリティソウトウェア大手のトレンドマイクロ執行役員・統合政策担当部長の小屋晋吾氏に、NISCが発表した「サ
イバーセキュリティ 2014」のポイントを取材した。

日本におけるサイバーセキュリティ
推進が本格化の兆し

トレンドマイクロ㈱
執行役員　統合政策担当部長
小屋 晋吾氏

1995 年㈱リンク（現トレンドマイクロ㈱）入社。
テクニカルサポート部長、営業・マーケティン
グ本部長、インターネットビジネス事業部長、
インテグレーテッドシステム本部長を経て現在
に至る。現在、政府各機関への IT セキュリティ
政策への働きかけ及びトレンドマイクロ社の社
会貢献活動の立案・実施を行っている。
平成 24年度総合セキュリティ対策会議委員（警
察庁）、コンピュータウイルス関連犯罪協議会委
員（警視庁）、情報保全システムに関する有識者
会議委員（内閣官房）、人材育成・確保および普
及啓発検討会構成員（内閣官房）、サイバーセキ
ュリティと経済研究会委員（経済産業省）、災害
に強い電子自治体に関する研究会（総務省）、中
小企業情報セキュリティ対策促進事業検討WG
メンバー（経済産業省）、地域における情報セキ
ュリティサポーター育成に関する調査研究会メ
ンバー（総務省）、Cloud Privacy & Security 
Mark 普及委員会委員、データプライバシー・デ
ー委員会委員、日本ネットワークセキュリティ
ー協会理事、日本スマートフォンセキュリティ
フォーラム理事。
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ている。
以下では、NISCの「サイバーセ

キュリティ 2014」を中心に、わが
国のサイバーセキュリティ推進施策
の概要を紹介する。

「“サイバーセキュリティ 2014”
は当社からもパブリックコメント
を提出しましたが、各府省庁のサ
イバーセキュリティに関する今年
度の施策を“サイバーセキュリテ
ィ戦略”の体系に則り、2年目の年
次計画として取りまとめたもので
す。」（小屋氏）
全体が、1.「強靭な」サイバー空

間の構築、2.「活力ある」サイバー
空間の構築、3.「世界を率先する」
サイバー空間の構築、4.「推進体制
等」の 4部構成となっている。
「最大のポイントは、2020年東
京オリンピック・パラリンピックも
踏まえた“政府機関等における対策”
(1－① )と、“重要インフラ事業者
等における対策”（1－②）です。
特に１－①では、“サイバー攻撃へ
の対処態勢の充実・強化”として、
GSOC（政府機関情報セキュリティ
横断監視・即応調査チーム）の抜本
的強化、NISC内の CYMAT（情報
セキュリティ緊急支援チーム）と各
府省庁の C-SIRT（コンピュータセ
キュリティインシデントレスポンス
チーム）等との連携強化や訓練等に
よる対処態勢の構築・強化を重点施
策として掲げています。枠組みを作
るだけでなく、継続的に教育・訓練

し、魂を入れる取組みが重要です。
弊社も、お客さまのご要望に応じて、
C-SIRT構築のコンサルティング業
務も行っています。」(小屋氏 )。
「2つ目のポイントは、標的型攻
撃など、高度化するサイバー攻撃へ
の対抗を視野に入れた“サイバー空
間の衛生”（1－④）と、“サイバー
空間の犯罪対策”（1－⑤）です。」（小
屋氏）
1－④では、“インシデントの認

知・解析機能の向上”として、サイ
バー攻撃高度解析機能の整備（総務
省及び経済産業省）、サイバー攻撃
（インシデント）対応調整支援（経
済産業省）、サイバー攻撃の予兆の
早期把握と情報収集・分析の強化（警
察用及び法務省）など、10項目を
掲げている。小屋氏は、「標的型攻
撃は、ウイルスを使いますので、ウ
イルス対策は不可欠です。その意味
では、ウイルス対策ソフトで国内ト
ップシェアを持つ弊社の役割も大き
いと考えています」と語る。
1－⑤では、“サイバー攻撃対策

等の強化”施策として、サイバー攻
撃対策に係る態勢等の強化（警察
庁 ）、 日 本 版 NCFTA（National 

C y b e r - F o r e n s i c s  & T r a i n i n g 

Alliance）の創設に向けた検討（警
察庁）、不正アクセス禁止法の適正
な運用を始めとした不正アクセス防
止対策の推進（警察庁、総務省及び
経済産業省）など 9項目を掲げて
いる。さらに、“人材育成等による
体制強化”施策として、サイバー犯
罪対策のための人材育成の強化（法
務省）、サイバー犯罪ボランティア

育成の推進（警察庁）を掲げている。
小屋氏は、「人材育成は、大きな課
題です。一番の問題は、IT教育の
在り方です。日本では、幼少期に
ITで何かを作るという経験を殆ど
しないまま、実際にコンピュータサ
イエンスを学ぶのは大学生からで
す。その後、情報セキュリティ技術
を修得することになります。したが
って、欧米ではハッカーの旬は、
12 ～ 15歳と言われているのに対
し、日本で情報セキュリティに携わ
る人間の年齢は非常に高いといえま
す。短絡的にハッカーを育てるとい
う育成施策ではなく、幼少期から
IT教育を実施し、中学からリスク
教育を始め、高校・大学でセキュリ
ティの専門的な教育を実施すること
が重要です」と語る。
以上、NISCが公表した「サイバ
ーセキュリティ 2014」のポイント
を中心に紹介した。読み解いてくれ
たセキュリティエバンジェリストの
小屋晋吾氏が執行役員を務めるトレ
ンドマイクロが 8月 12日発表した
2014年 1 ～ 6月期の連結決算は、
純利益が前年同期比 12％増であっ
た。それだけ、セキュリティ需要が
拡大しているということだ。小屋氏
は、「今後もセキュリティのベストパ
ートナーとして、より安全な IT環境、
より安心な社会とお客さまの未来に
貢献していきます」と述べている。
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情報セキュリティのプロが読み解く、
「サイバーセキュリティ 2014」
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