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サ イバー セキ ュリテ ィ対 策の強 化に ついて （注 意喚起 ）
昨今の情勢を踏まえるとサイバー攻撃事案のリスクは高まっていると考えられます。本日、国
内 の自動 車部 品メー カー から被 害に あった 旨の 発表が なさ れたと ころ です。
政府機関や重要インフラ事業者をはじめとする各企業・団体等においては、組織幹部のリーダ
ー シップ の下 、サ イバー 攻撃の 脅威 に対す る認 識を深 める ととも に、以下 に掲げ る対策 を講 じるこ
と により 、対 策の強 化に 努めて いた だきま すよ うお願 いい たしま す。
ま た、中小企 業、取引先 等、サプラ イチェ ーン 全体を 俯瞰 し、発生す るリス クを 自身で コン トロ
ー ルでき るよ う、適 切な セキュ リテ ィ対策 を実 施する よう お願い いた します 。
さらに、国外拠点等についても、国内の重要システム等へのサイバー攻撃の足掛かりになるこ
と があり ます ので 、国内 のシス テム 等と同 様に 具体的 な支 援・指示等 により セキ ュリテ ィ対 策を実
施 するよ うお 願いい たし ます。
実際に情報流出等の被害が発生していなかったとしても、不審な動きを検知した場合は、早期
対 処のた めに 速やか に所 管省庁 、セ キュリ ティ 関係機 関に 対して 連絡 してい ただ くとと もに 、警察
に もご相 談く ださい 。
１ ．リス ク低 減のた めの 措置
〇 パスワ ード が単純 でな いかの 確認 、アク セス 権限の 確認・多要 素認 証の利 用・不要な アカ ウン
ト の削除 等に より、 本人 認証を 強化 する。
〇 IoT 機器を 含む情 報資 産の保 有状 況を把 握す る。特に VPN 装置やゲ ートウ ェイ 等、イ ンタ ー
ネ ットと の接 続を制 御す る装置 の脆 弱性は 、攻 撃に悪 用さ れるこ とが 多いこ とか ら、セ キュ
リ ティパ ッチ （最新 のフ ァーム ウェ アや更 新プ ログラ ム等 ）を迅 速に 適用す る。
〇 メール の添 付ファ イル を不用 意に 開かな い、URL を不用 意にク リッ クしな い、連絡・相談 を迅
速 に行う こと 等につ いて 、組織 内に 周知す る。
２ ．イン シデ ントの 早期 検知
〇 サーバ 等に おける 各種 ログを 確認 する。
〇 通信の 監視 ・分析 やア クセス コン トロー ルを 再点検 する 。
３ ．イン シデ ント発 生時 の適切 な対 処・回 復
〇 データ 消失 等に備 えて 、デー タの バック アッ プの実 施及 び復旧 手順 を確認 する 。
〇インシデント発生時に備えて、インシデントを認知した際の対処手順を確認し、対外応答や
社 内連絡 体制 等を準 備す る。
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