実践的サイバー防御演習 2022

なんてこった！

先輩︑
ど うし
ました？

見てくれよ︑
この警 告マーク︙

あー︑
ランサムウェアですね︒

ランサムウェア？
︙セキュリティ
対 策ソフトを
すり抜けたのか

ま あー
今の時代︑
どんなに
気をつけても
やられ ちゃう
と きはやられ
ちゃうんで︒

先輩︑CYDERって
知ってます ？
万が一被害にあっても
す ぐに動けるよ うに︑
現実に近い環境で対処の
しかたを学べるんです よ︒

だから そ んなに詳しい訳か︒
じゃ︑これから も
何かあったら 頼 りにしてるヨ

じゃあ まず端末隔 離
しちゃいましょう︒
で︑その次に︙

ちょっと待て

君 ︑さっきから
やけに詳しいな ︒
過 去にも
被 害に
あったこと
あるのか？

いえ
初めて
ですね︒

す！
助けま
が身を
な受 講

今 年は先 輩 も
僕 と一緒に必 ず
CYDER 受 講して
もらいま すから ね︒

僕がいないと きは
どうするんですか︒
個人 情 報の漏 洩・信用の失 墜・
対策の遅れによる数千 万の
損害 な ど︑対応遅れたら
悪夢です よ︒

積極的

大事なのは、被害直後の行動です。
被害に遭うのは、仕方がない。
今やそう言ってしまっても過言ではないほど、毎日多くのサイバー攻撃が起きています。
セキュリティインシデント※の発生は、もはや避けることができません。
だからこそ、被害を最小限に抑えるための知識と経験を備えておくことが重要なのです。
対処の「迅速さ」と「正確さ」が求められる被害直後において何を行うべきかを、

CYDER（サイダー）を通して実践的に学んでいきましょう。

※セキュリティインシデント：コンピューターの利用や情報システムを運営する上で、
セキュリティ上の脅威となる事象や、情報セキュリティを脅かしたり、業務に影響を与える事件や事故のこと。

サイバー攻撃による被害の実情

過去にセキュリティインシデントが
発生したことのある組織の割合

約

44%

※

NICTが観測している
サイバー攻撃関連通信（年間）

5000億

約

パケット※

膨大な数のサイバー攻撃関連通信が
世界中で観測されています。

半数近くの組織で、過去に何らかの
セキュリティインシデントが発生しています。
インシデントが起きていないのは
ある意味運がいいだけなのかもしれません。

※情報通信研究機構「NICTER 観測レポート 2021」
※パケット：データ通信において、ネットワーク経由でやりとりされる情報の伝送単位

※情報通信研究機構「2019 年セキュリティ人材育成事業の方針検討のための基礎調査」

インシデント対応費（1事例につき）
上場企業の
個人情報の漏洩人数（年間）

575 万人分
事故件数 137 件に対し

約

漏洩により顧客が犯罪の被害に
遭った場合、組織の信用失墜や膨大な
損害賠償等の損失は免れません。

※

数千万円以上

※

となることも

初動対応を誤ると莫大な
対応コストがかかり、費用のほかに
時間や労力なども奪われます。

※日本ネットワークセキュリティ協会「インシデント損害額調査レポート 2021年版」

※東京商工リサーチ「「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査（2021年）」
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CYDERってなに？
CYDERは、サイバー攻撃を受けたことを想定し、

「インシデント発生から事後対応までの一連の流れ」をロールプレイ形式で体験できる演習です。
対応手順と具体的な対応を学び、
「平時の備え」や「被害を抑えるための対応」などの
実務に活かせる気づきが得られる内容となっています。

演習に向けて、セキュリティに関する基礎的な知

演習プログラムは「事前学習」と「演習」で構成されています。

1. 事前学習

識や考え方を確認します。初めての方も安心して
学習が進められるよう、詳しい解説資料や用語集

をご用意しております。

事前学習サイトで知識を確認

会場で実施する「集合演習」は、グループでの検

2. 演習（集合演習）

討課題があり、講師・チューターの即時のサポー

トが受けられる、CYDERの主流な演習形式です。

組織のネットワーク環境を模した仮想環境で
擬似的に発生させたサイバー攻撃に対してインシデント対応の5つの手順（ p.4）を実践

多様な視点に気づく
グループ課題

経験豊富な
講師・チューターがサポート

実際のインシデント対応のようにグループ内

ご質 問やお困りごとに迅 速に対 応します。

でコミュニケーションを図り、協力して課題

に取り組むことで、職場で応用できる気づき

や知見が得られます。

遠慮なくお声がけいただけるように、実習中

は数人が会場を巡回しており、小さな疑問

もその場で解決できます。

集合演習の予習（及び復習）用として
オンラインコースもございます。
「知識面でグループ課題が不安…」などといったお悩み

をお持ちの方は、集合演習の予習として、オンラインコ
ースも併せてご受講ください。

ツールを操作し
実践課題に挑戦
実際のサイバー攻撃事例に基づいた攻撃シ

ナリオを体験する中で、ツールの使用シーン

と具体的な操作方法を学べます。

受講後の振り返りと
アウトプットも大切です。
受講後は、CYDERで学んだ内容を所属組織内

でも共有し、組織のサイバーセキュリティに対す

る意識の向上に活用しましょう。事前学習サイト
※上のイラストは、ビデオガイド視聴時のイメージです。
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や会場配布の演習資料で学習を振り返り、業務
の改善点を考えてみるのもおすすめです。

CYDERで学べる5つの手順
インシデントの被害を最小限に抑えるために重要なのは、
迅速かつ的確な初動対応です。

演習では、課題を通じて5つの対応手順と
具体的な対処方法を実践します。

1.

演習シナリオ例

検知・連絡受付

ある日、さいだ市の職員Aさんが、
取引業者から納品されたUSBメ

パソコンやサーバーなどの不審な動作を検知。
組織内外からの通報を受け付けます。

モリを自分の業務用パソコンに挿

入し、USBメモリに入っていたフ

ァイルをクリックしました。

シナリオ例：寄せられた情報が正しい情報であるかを確認する。

数日後、ネットワーク監視会社か

ら「さいだ市職員の業務用パソコ

2.

ンから不正な通信を検出した」と
連絡を受けました。

トリアージ（優先順位付け）

情報収集やログ調査などを行い、
被害状況を把握した上で重要度によって対応に優先順位を付けていきます。
シナリオ例：不正な通信の内容を確認・分析し、発信源となったパソコンとその利用者を特定する。

3.

インシデントレスポンス（対応）

組織としての具体的な対応や、外部に協力を求める必要があるかなどを
検討します。「証拠保全」
「封じ込め」
「根絶」
「復旧措置（暫定対応）」を行います。
シナリオ例：影響範囲を特定し、被害拡大を防ぐための適切な対処を実施する。

4.

報告・公表

被害の度合いや影響範囲に応じて、時には組織内部だけでなく、
被害者、監督官庁などの外部関係者にも報告・公表を行います。
シナリオ例：一連の対応を時系列にまとめ、報告書を作成する。

5.

事後対応

インシデント対応に関わったすべての関係者が参加して
「振り返り」を実施します。同様のインシデントを防ぐための今後の
対応などを含め、最終報告書に取りまとめます。
シナリオ例：対応の中で得られた経験、気付きを共有する。

「わかる」から「できる」へ。
「できる」から「慣れる」へ。

防災訓練と同様に、インシデント対応も
繰り返し訓練することが重要です。毎年

受講して様々なシナリオを体験し、各シナ

リオに共通する対応の基本要素をしっか

り身につけて不測の事態に備えましょう。
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CYDERコース概要
受講対象者と身につくスキル
コース名

受講対象者

Aコース

（初級）

Bコース

（中級）

身につくスキル

・情報システムに携わりはじめたばかりの方

・事前の備えとして何をすれば良いかを理解できる

・インシデントが発生した際の対応者

・ベンダーからの報告書を読み解き、適切に情報共有できる

・インシデントへの備えを学びたい方

・インシデント発生時の対応の流れを理解できる

・情報システム管理者・運用者

・パソコン、サーバー、ネットワーク機器等のログを監査できる

・情報システムの調達・企画・開発に携わる方

・CSIRTメンバー、上司、ベンダー等と適切に情報共有し、
主体的にインシデント対応ができる

・インシデントが発生した際の対応者及び
対応の指揮・管理に携わる方

・自組織のセキュリティポリシーを見直すことができる

・インシデント対応時に集まる情報を、
その背景を含めて読み解くことができる

・セキュリティ対策・管理業務を統括する責任者

Cコース

・インシデントが発生した際の対応を統括する立場の方

（準上級）

・予防的にインシデント対応業務の負荷軽減を
策定する立場の方

・インシデント対応時やその前後において、CSIRTメンバー、
上司、ベンダー等に適切な指示・報告・調整を行うことができる
・自組織のセキュリティポリシーを策定し、
適切な対策を導入することができる

コースの種類
演習形式

コース名

Aコース

レベル

初級

オンライン演習

事前学習

期間

開催エリア

演習

全国47 都道府県

すべての組織

B-1コース※1
集合演習

主な対象組織

地方公共団体

全国11地域

1日間

中級

国の機関等
独立行政法人
重要社会基盤事業者等

Cコース

準上級

すべての組織

2日間

東京

オンラインコース※2

入門／初級

すべての組織

1日間

全国（職場・ご自宅等）

B-2コース※1

東京・名古屋
大阪・つくば

2〜5時間程度

（※1）B-1コースでは、地方公共団体特有のシステム環境を、B-2コースでは、省庁・企業の一般的なシステム環境を模した仮想環境で演習を行います。ご所属の組織に関係なく、どちらのコースもご受講可能です。ご希望に
「会場が遠い」等の事情があり、集合演習のご受講が困難な方を対象としています。個人の都合やペース に合わせ
合うコース、開催地をお選びください。（※2）オンラインコースは、集合演習の予習復習等を目的とされる方や、
て受講でき、ログ解析などの各種ツールを用いた実践課題もブラウザ上で体験できます。 2022年度は、入門者向けの「オンライン入門コース」、初級者向けの「オンライン標準コース」を開講します。入門コースは、集合演習A
コースの受講に必要な最低限の知識を習得できるレベルを想定しており、標準コースよりも基礎的な内容となります。

受講費用
所属組織

費用（税込）

国の機関、地方公共団体等の情報システム担当者

全コース

無料 ※年度内に複数回受講の場合、一部有料

上記以外の法人・団体に所属されている方

Aコース／Bコース／オンラインコース

1 受講 77,000円／人

Cコース

1 受講 121,000円／人

（重要インフラ事業者等の情報システム担当者）
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対象コース

※上から一点目の写 真は︑2017 年に撮影されたものです︒

受講者の声

自分自身や
組織に必要なことが
わかりました

知識に
自信が無くても
大丈夫

インシデント
対応の
イメージがわきました

Aさん／集合演習を受講

Bさん／集合演習を受講

Cさん／集合演習を受講

実際に手を動かして一通りのインシデント対応
を擬似的に体験したことで、自身に必要なこと、
組織として重要なことがよくわかりました。演
習で得た気づきは業務に活かしたいです。

自分一人では
得られない
気づきがありました

初学者のためグループ課題が不安でしたが、A

これまで本で独学していましたが、有事の際に

コースは 1 手順ずつ学ぶので、講義や教材の内

どう動けばよいのかがイマイチ想像できません

容を踏まえて課題について思考し、グループの

でした。演習を受講して、一連のインシデント

方と回答を検討することができました。

対応についてイメージがわくようになりました。

「委託業者任せ」
を見直す
機会になりました

Dさん／集合演習を受講

集合演習の復習に
オンライン演習を
活用しました

Eさん／集合演習を受講

Fさん／オンライン演習を受講

自分の視点だけでは気づけないことを、グルー

演習でログ解析等を体験して、委託業者に任せ

集合演習会場まで長距離移動が必要な地域に

プ課題や講師の言葉で気づくことができました。

ている業務について知ることができ、有事の際

住んでいます。今年は集合演習を受講できず、

また、課題で行き詰まった時も、チューターが

の委託業者との連携や、自組織の職員が対応す

昨年の復習としてオンライン演習を受講したと

積極的に話しかけてヒントを出してくれたのでよ

るべきことなどを考えるよい機会になりました。

ころ、忘れていた点を思い出すこともでき、継続

かったです。

的な受講の大切さを実感しました。

受講した人から続々と、実践演習の重要性に気づいています。

ナショナルサイバートレーニングセンターについて

情報通信分野を専門とする我が国唯一の公的研究機関である、国立研究開発

法人情報通信研究機構では、急増かつ巧妙化するサイバー攻撃から我が国を

守るため、長年にわたりサイバーセキュリティ技術の研究開発を行っています。

ナショナルサイバートレーニングセンターは、それらの研究で得られた技術的

知見を活用し、実践的なサイバートレーニングを企画・推進している組織です。

お問い合わせ先：
国立研究開発法人情報通信研究機構
サイバーセキュリティ研究所
ナショナルサイバートレーニングセンター
TEL：042-327-5612

E-MAIL：cyder@ml.nict.go.jp
URL：https://cyder.nict.go.jp/
受付時間：9:00-12:00／13:00-17:00

（土日・祝日・年末年始を除く）

CYDER

検索

CYDER

ナショナル
サイバー
トレーニング
センター

あなたの職場は大丈夫？

サイバーセキュリティ意識診断
職場のサイバーセキュリティ対策に自信がある人もそうでない人も、
以下の項目のうち当てはまるものに○をつけてみましょう。

結果・解説はこのページの裏面ともう1枚の差し込みページをご覧ください。

Q 1.

サイバー攻撃は
大きな組織だけが受けるものだ。

はい

Q 3.

・

・

はい

・

あなたの職場は大丈夫？サイバーセキュリティ意識診断

Q 4.

Q 6.

いいえ

いいえ

・

いいえ

たとえサイバー攻撃を受けても、外部に対応を
委託しているから自分たちで対応する必要はない。

はい

Q 8.

・

ウイルスに感染してしまったらすぐに
ウイルススキャンをかけて駆除してしまえばよい。

はい

いいえ

目の前の業務が忙しく、セキュリティ研修に
お金と時間をかけられない。

自組織には狙われるような情報はないので、
サイバー攻撃を受ける可能性は低いだろう。

はい

いいえ

機密データは、パソコンのローカルディスクに
置くことを禁止しているので漏洩の心配は無い。

はい

Q 7.

いいえ

組織のすべてのパソコンにウイルス対策ソフトが
入っているから大丈夫。

はい

Q 5.

・

Q 2.

・

いいえ

CYDERは1回受講すれば十分だ。

はい

・

いいえ
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サイバーセキュリティ意識診断の解説
〈はい〉の数が多ければ多いほど、意識改革が必要です。
今の意識のままでは、万が一の時に被害を抑えることができず事

〈はい〉が4〜 8個

態が深刻化してしまうかもしれません。職場の皆様でお誘い合わ

せのうえ、大至急CYDERをご受講ください！

サイバーセキュリティへの意識が高い職場と言えますが、まだ意識

〈はい〉が1〜 3 個

を変えた方がよい点があるようです。CYDERを受講して学んだこ

とを実務に活かし、
〈はい〉が0個の職場を目指しましょう！

素晴らしい！あなたの職場はサイバーセキュリティへの意識が徹底

〈はい〉が0個

されています。この結果に気を緩めず、体制の整備や知識のアッ

プデートなどのためにCYDERを引き続きご活用ください！

Q1 サイバー攻撃は大きな組織だけが受けるものだ。

A 1.

攻撃者

大企業は
正面突破が
困難

対策が甘い
取引先や子会社を
探索、侵入

中小規模の組織を
ターゲットにした攻撃も増えています。

国の行政機関や大手企業などがセキュリティ対策を強化していく

中、攻撃者にとって大きな組織への正面突破が難しいケースがあ

ります。そんな時、攻撃者は、比較的セキュリティ対策が甘い取引
先や子会社にサイバー攻撃を仕掛け、それらを踏み台にして本命

に侵入し攻撃を行います。例えば、取引先のメールを偽装しター
ゲット企業に送付するなどの攻撃手法があります。

取引先企業

グループ企業

ターゲットの大企業

Q2 自組織には狙われるような情報はないので、サイバー攻撃を受ける可能性は低いだろう。

本命を攻撃するために、他の組織のシステムを

A 2. 乗っ取って利用するサイバー攻撃があります。

直接的に組織の機密情報を狙うサイバー攻撃がある一方、攻撃者

が身元を隠すために、攻略しやすい組織のシステムを乗っ取って
踏み台として利用し、最終標的となる組織へ攻撃を仕掛ける攻撃

手法もあります。踏み台に利用されると、被害者であるにも関わ

らず犯罪者だと疑われ、報道などにより組織の信頼が失墜してし

まい、潔白の証明にも多くの費用や時間、労力を割くことになります。
サイバー攻撃を受ける可能性はどの組織もあります。いざという時
に備え、十分な知識・対応力を身につけましょう。
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Q3 組織のすべてのパソコンにウイルス対策ソフトが入っているから大丈夫。

A 3.

ウイルス対策ソフトを入れていても、
未知のウイルスに感染することがあります。

ウイルスは日々新しいものが出回っていて、ウイルス対策ソフトで
も見つけられないことがあり、ウイルス対策ソフトが入っていれば

安全であるとは言い切れません。また、人を欺く手口も巧妙化し

ているため、ウイルス感染に限らずインシデントが起きることを前

提とした対策が重要となっています。万が一ウイルスに感染してし

まった際に、慌てず迅速かつ適切な対応ができるよう、CYDERで
基礎知識を身につけましょう。

Q4 ウイルスに感染してしまったらすぐにウイルススキャンをかけて駆除してしまえばよい。

A 4.

ウイルス感染の影響や被害状況を
把握するための対応手順を学びましょう。

ウイルスに感染したと気づいた直後にウイルススキャンをしてしま

うと、
「ウイルスがどんな悪さをしたのか」
「どんな被害を受けたの

か」を把握することが困難になってしまいます。気付くまでの間に

ウイルスは他のパソコンにも感染している可能性が高く、その1台

だけで被害が済むとは限りません。駆除すると機能の分析ができ
なくなるので、そのウイルスが新しいものだったとしたら正確な情

報を把握するのに時間がかかってしまいます。CYDERでは、ウイ

ルスに感染してしまった際の適切な対応手順についても学べます。

Q5 機密データは、パソコンのローカルディスクに置くことを禁止しているので漏洩の心配は無い。

A 5.

そのルールだけでは、
思わぬ落とし穴があるかもしれません。

機密データは高度なセキュリティ対策を施したサーバー上にのみ

置くことというルールがあっても、編集中に自動作成された一時フ

ァイル、メモリ上のデータ、従業員が一時的にローカルディスクへ
保存したファイル等が、パソコンの盗難やサイバー攻撃等で流出

する可能性があります。それら全てについて漏洩を防ぐことは非

常に困難であり、人的ミスが起きる可能性もあります。予防策の
限界を知り、万一の漏洩が起きた時に備えてCYDERで初動対応

を学んでおきましょう。
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Q6 たとえサイバー攻撃を受けても、外部に対応を委託しているから自分たちで対応する必要はない。

A 6.

大きな判断をくだすのも、
責任を問われるのも、委託先ではなく自組織です。

サイバー攻撃を受けた際の対応内容を知らなければ、事態の収束

により多くの時間がかかり、被害が拡大することがあります。また、
被害状況によってはシステムの緊急停止など、経営を左右する決

断も必要となり、こうした判断は外部の委託先にはできません。
情報システムやCSIRTの担当者は、自組織の経営陣が適切な判

断ができるように、正確かつ迅速に情報を報告することが求めら

れます。いざという時に対応できるよう、日ごろから訓練すること

が重要です。

Q7 目の前の業務が忙しく、セキュリティ研修にお金と時間をかけられない。

A7.

研修で学んだことを業務に活かせば、
いざという時の被害を抑えることができます。

サイバー攻撃を受けた際の被害を具体的にイメージしてみましょう。
例えば、ウイルスに感染した時に何が起きたか、どんな被害を受け

たかを把握するためには細かい調査が必要となり、その費用はパ

ソコン1台あたり百万円以上、サーバーなら数百万円以上と言わ
れています。そのほかにも、対応に追われる方の人件費、その間

の業務の停止、組織の信用失墜など多大な損失が発生し、対策コ

ストよりもはるかにコストがかかってしまう恐れもあります。こうし
た被害の規模を左右するのは発生時の初動対応です。万一の時

に備えて、初動対応のポイントが効率的に学べるCYDERの受講

をおすすめします。

Q8 CYDERは1回受講すれば十分だ。

A 8.

様々なシナリオを体験してインシデント対応に
慣れる「繰り返し受講」をおすすめしています。

サイバー攻撃は年々複雑化・巧妙化しており、CYDERは現実に起

きたサイバー攻撃の最新事例を踏まえ、コース別に異なるシナリオ
を用意しています。いざという時に、最新の手法で攻撃を受けた

場合も柔軟に動けるように、消防訓練のように繰り返し受講する

ことを推奨しています。自分のスキルに合わせて、Aコースを繰り

返し受けるもよし、BコースやCコースにステップアップするもよし。

対応に慣れておくことがとても大事です。
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