
農林水産省へのサイバー攻撃に関する調査結果（中間報告）

平成25年５月24日
農林水産省へのサイバー攻撃に関する調査委員会

Ⅰ 調査の趣旨

年初からの農林水産省へのサイバー攻撃に関する一連の報道に対して、当初、同
省の担当者は情報流出の可能性は低いと回答していたが、その後、過去の資料等を
確認したところ、不審な通信のうち、少なくとも１回は意味のある情報の流出が疑
われるものがあったことが、１月11日に林農林水産大臣から発表された。
また、林大臣は、このことを受けて稲津農林水産大臣政務官を委員長とする「農
林水産省へのサイバー攻撃に関する調査委員会」（以下「本委員会」という。）を設
置し、本委員会に対し、①コンピュータを通じた不審通信の解明に関する調査、②
農林水産省内の対応に関する調査、③①及び②の結果を踏まえた情報セキュリティ
の確保に向けた改善策についての検討を課したところである。
本委員会では、林大臣から課された検討課題に対する調査方針を定め、これに基
づき、事務局に資料の収集、関係者からの聞取りを行わせるとともに、民間の専門
業者に職員パソコン等の解析を依頼し、この結果判明した事実に基づき、本委員会
が分析・検証・評価するという方法で調査を行った。
特に、職員パソコンや通信記録の解析については、本委員会の情報セキュリティ
を専門とする委員自らがこれに当たったほか、関係者からの聞取り方法等について
も委員が細かな指示・助言を行う等、各委員が専門性を活かして調査を行った。
本件において、農林水産省が保有する情報がどのように取り扱われたのかを明ら
かにすることは、国民への説明責任の観点から重要な意義を有するものである。
一方で、情報セキュリティに関する情報の公表については、
① 攻撃者に情報システムへの攻撃の成功・失敗を明らかにする可能性があること
② 情報システムの防御態勢の状況や脆弱性を明らかにする可能性があること
③ その結果、攻撃者に攻撃経路やマルウェアの改善機会を与えるなど攻撃方法を
巧妙化させるとともに、防御側のセキュリティ対策を回避した新たなサイバー攻
撃を誘発するおそれがあること
等から、慎重な検討が必要である。
このため、本報告においては、上記の国民への説明責任の観点と情報セキュリテ
ィ上の観点を踏まえて、事実関係及びそれに対する分析・評価、改善策等を明らか
にするものである。サイバー攻撃については、各府省庁や独立行政法人等に対する
攻撃が続いており、本委員会の設置以降も、行政機関等から、サイバー攻撃の事案
の公表が行われているところである。サイバー攻撃への対処態勢の強化は、政府全
体の課題でもあり、本委員会の調査・検討が、農林水産省にとどまらず、政府全体
としての情報セキュリティの強化に資することを期待したい。
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Ⅱ コンピュータを通じた不審通信の解明に関する調査

１ 調査の観点
（１）本年１月の農林水産省へのサイバー攻撃に関する報道に対し、当初、通信記録
からみて情報流出の可能性は低いとしていたが、その後、過去の資料等を確認し
たところ、他の不審な通信の存在が明らかになったことが林大臣から公表された。

（２）このことを踏まえ、現在保存されている全ての通信記録について改めて精査を
行い、情報流出の可能性を検証し、農林水産省におけるサイバー攻撃の実態を調
査するものである。

２ 調査対象期間・調査方法
（１）調査対象期間

本省については、農林水産省本省行政情報システム（本省ＬＡＮシステム）の
通信記録が保存されている平成22年12月31日以降、一連の報道が行われる直前の
平成24年12月31日までの約２年間を対象とした。なお、本省ＬＡＮシステムの通
信記録については、システムの不具合等により一部にデータの欠損があった。
また、地方出先機関については、農林水産省統合ネットワークの通信記録が保
存されている平成21年10月26日から平成24年12月31日までの約３年間を対象とし
た。

（２）調査方法
本委員会の情報セキュリティを専門とする委員が、本省ＬＡＮシステムの

調査対象期間の全ての通信記録について分析を行うとともに、過去に行われ
た民間の専門業者による職員パソコンの解析結果及びネットワークセキュリ
ティ診断結果等を基に、本省約5,500台の職員パソコンの中からサイバー攻
撃の実態等の解明に必要と判断したものを選定し、技術的解析の目的を明確
化した上で、民間の専門業者に解析を依頼した。また、地方出先機関の通信
記録の分析についても民間の専門業者に依頼した。
委員が、これらの民間の専門業者による解析等の結果を統合的及び相関的

な観点で分析するとともに、他所で発生した類似事象の調査等で判明してい
る攻撃技術及び手法との比較検討を行い、農林水産省の情報システムに対す
るサイバー攻撃の実態等の解明を行った。

３ 調査結果
（１）農林水産省におけるサイバー攻撃の実態

民間の専門業者による103台の職員パソコンの解析結果と通信記録の分析
結果を基に委員が検証を行ったところ、情報流出の可能性のある通信を行っ
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た職員パソコンは39台であることが判明した。また、地方出先機関の通信記
録からは、情報流出に繋がる不審な通信は確認されなかった。
なお、委員の検証の結果、既存のセキュリティ対策を回避する高い隠蔽技

術を有し、より巧妙化されたトロイの木馬型ウィルスが確認された。

（２）情報流出の有無
調査の結果、平成24年１月から４月にかけて、５台の職員パソコンから、

計124点の行政文書が外部に流出した可能性があることが確認された。
これらの文書の中には、業務で関わった方の名刺情報などの個人情報、職

員等の個人情報、業務上の情報が含まれていた。
また、外部に送信された可能性のある業務上の情報は、いずれも「秘密文

書」に当たらない農林水産省の「情報の格付及び取扱制限に関する規程」に
定める「機密性２」以下のものであった。

Ⅲ 農林水産省内の対応に関する調査

１ 調査の観点
（１）不審な通信に対する情報セキュリティの運用面での対応に関する調査

Ⅱの「コンピュータを通じた不審通信の解明に関する調査」とあわせて、不審
な通信に対し、農林水産省における情報システム、セキュリティの運用面での対
応が適切に行われていたかという観点から調査を行った。

（２）本年１月の報道への対応に関する調査
農林水産省へのサイバー攻撃に関する一連の報道に対して、過去の資料等を確
認したところ、不審な通信のうち、少なくとも１回は意味のある情報の流出が疑
われるものがあったにもかかわらず、当初、情報流出の可能性は低いと回答する
などの関係者の対応に問題はなかったか、組織的な隠蔽がなかったか等の観点か
ら調査を行った。

（３）解析対象となった職員パソコンの取扱いに関する調査
解析対象となった職員パソコンの利用や再発防止に向けた職員への指導が適切
なものであったかという観点から、調査を行った。

２ 調査対象期間・調査対象者及び調査方法
（１）調査対象期間

「Ⅱ コンピュータを通じた不審通信の解明に関する調査」の本省ＬＡＮシス
テムの調査期間（平成22年12月31日から平成24年12月31日まで）に本委員会設置
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までの期間を加えた期間を対象とした。

（２）調査対象者
① 調査対象期間の次の職員等50名（延べ137回聞取り）。
ア 情報セキュリティ業務、情報システム業務を担当する課室（旧大臣官房情
報評価課、大臣官房評価改善課、統計部管理課情報室等）で当該業務に関係
していた者
イ 不審な通信に関する情報について報告を受ける等の立場にあった幹部職員
（事務次官、官房長、政策評価審議官（平成23年９月以降）、統計部長）
ウ 農林水産省最高情報セキュリティアドバイザー、本省ＬＡＮシステムの保
守・管理を行っている民間事業者（ヘルプデスク）
なお、本件に係る主要な関係者は参考３のとおり。

② 解析対象となった職員パソコン（103台）を使用していた職員283名。

（３）調査方法
事務局に調査対象者の聞取り、資料の収集等を行わせ、これらの進捗状況につ
いて随時報告を受けてその内容等を精査するとともに、更に確認が必要な事項に
係る関係者からの聞取りや、当時の書類やメールのアーカイブの分析等の追加調
査について、その方法を含めて事務局に指示し、その結果も踏まえて分析を実施
した。

３ 調査結果
（１）不審な通信に対する情報セキュリティの運用面での対応
① 情報の流出可能性に対する意識の欠如
ア 農林水産省においては平成23年９月に組織再編が行われ、不審な通信への
一連の対応は、組織再編以前は大臣官房情報評価課において行われていたが、
その後は、省全体の情報セキュリティ対策を大臣官房評価改善課（評価改善
課）が、本省ＬＡＮシステムの管理・運営、不審な通信先への通信の遮断等
を統計部管理課情報室（情報室）がそれぞれ担当することとなった。

イ 農林水産省においては、内部から不審な通信先への通信があった旨の情報
は評価改善課に集約されるとともに、同課から直ちに情報室に連絡され、情
報室がヘルプデスクに指示して当該通信先への通信を遮断し、対象となる職
員パソコンを特定して回収するシステムになっている。

ウ 農林水産省では、平成23年10月以降、不審な通信が増加する中で、当時の
担当者は、一旦閉塞したはずの通信先への通信が続いたこともあり、不審な
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通信先への通信をいかに迅速かつ確実に遮断し、不審な通信を行っている職
員パソコンを特定・回収するかに意識が集中していたこと等から、情報の外
部流出の可能性に意識が及ばず、通信記録（平成23年10月に発生していた本
委員会設置の端緒となった「意味のある情報の流出が疑われる通信」を含む。）
を確認するなど、情報の外部流出の可能性の検討のために必要な措置を講じ
ていなかった。
なお、評価改善課及び情報室の担当者は、専門的な知識が十分でないにも
かかわらず、ＣＩＯ補佐官等の専門家に十分相談しておらず、そのことが閉
塞が遅れる一因となった。

② 専門業者からの情報流出の可能性の指摘への対応の不備
ア 平成24年には、農林水産省職員を装った不審メールが職員に送付されると
いう事案（標的型メール事案）について内閣官房情報セキュリティセンター
（ＮＩＳＣ）から報告を求められ、説明を行った。その際ＮＩＳＣから、農
林水産省内のシステムにウイルスが潜伏している可能性があるので、その発
見・駆除を行うよう指導を受けた。

イ そこで農林水産省では、平成24年２月から４月にかけて本省ＬＡＮシステ
ム及び不審な通信があった職員パソコンの解析を、２回に分けて民間の専門
業者に依頼した。その結果、同年３月末に当該専門業者から農林水産省に提
出された１回目のパソコンの解析結果の報告書において、情報の外部流出の
可能性及びその確認のために通信記録の分析の必要性が指摘された。

ウ この指摘を受け、評価改善課は情報室に対し通信記録の分析を依頼したと
しているが、同報告書の中の「対策の提案」の部分に強い意識があった情報
室では通信記録の分析を行っておらず、両者の意思疎通に不備があった。

エ 他方、情報室では、解析のために回収し民間の専門業者に提供したはずの
職員パソコンが、同報告書を見ると回収後にも動きが見られたことから、当
該職員パソコンが当初解析の依頼を行ったものであるか疑義が生じたため、
ヘルプデスクに通信記録の提出を依頼した。
その際、情報室は、情報流出への問題意識に欠けていたため、ヘルプデス
クから通信記録のサンプルとして示されたものを、ヘルプデスクに確認する
こともなく、該当する職員パソコンからの不審な通信に係る全ての記録であ
ると誤認した。

オ 上記のヘルプデスクから示された通信記録のサンプルに関する誤った理解
が、情報室から評価改善課にそのまま伝えられ、評価改善課においては、当
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該通信記録の通信量では情報の外部流出の可能性は低いとの結論に至り、町
田前事務次官及び本川前官房長に対してもその旨を報告した。

カ ５月の２回目の職員パソコンの解析結果の報告書においても、情報流出の
可能性について指摘があったが、情報室において通信記録を確認したところ
通信量が小さかったことから、評価改善課は、この際も外部流出の可能性は
低いと判断した。
また、２回目の報告書においては、１回目では見つからなかった不審通信
の原因と考えられるウイルスを検出したとの報告があった。

③ 情報室の人事異動時の情報伝達の不備
ア 情報室では、平成24年４月１日付の人事異動により、本省ＬＡＮシステム
の管理・運営担当班の職員全員が交代した。

イ こうした中、ヘルプデスクから異動直後の当該担当班の後任者に対し、１
回目の解析を行った職員パソコン及び当該職員パソコン以外で平成23年10月
に発生した「意味のある情報の流出が疑われる通信」が行われた職員パソコ
ンからの不審な通信に関する通信記録が報告された。

ウ しかしながら、情報室では、情報流出に対する問題意識を欠いており、前
任者との業務の引継ぎにおいても、不審な通信に係る通信記録についての引
継ぎが十分に行われなかったため、当該情報は後任者で止まり、情報室及び
評価改善課の関係者との間で共有されなかった。

（２）本年１月の報道への対応
① 報道対応に関する共通認識の欠如及び情報共有の不備
ア 平成24年12月以降、農林水産省の情報セキュリティ対策を担当してい
る評価改善課等に対し、報道機関から断続的に情報セキュリティ関連の
取材があり、同課担当者が対応していた。

イ 平成24年末には同省職員パソコンからの不審な通信に関する情報流出
についての取材申込みが皆川事務次官に対して行われた。皆川事務次官
及び評価改善課長は、平成24年２月から４月に民間の専門業者に依頼し
た職員パソコンの解析の結果、情報の外部流出の可能性は低いとの結論
に至っていたこと、及びこれまで情報流出が認められるものは標的型メ
ール事案しかなかったことから、取材に対して、「不正な通信があった
職員パソコンの通信記録を確認したところ、情報流出の形跡は確認され
なかった」との内容の説明を行った。
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ウ 平成25年１月１日には農林水産省へのサイバー攻撃に係る報道があっ
た。その事実関係の確認に当たり、評価改善課担当者は、報道内容から、
過去に民間の専門業者に解析を依頼した職員パソコンに関する不審な通
信についてのみ情報流出の可能性を検討すればよいと認識していた。

エ 他方、評価改善課長は、この確認に当たり、過去に民間の専門業者に
解析を依頼した職員パソコン以外の職員パソコンも含めて不審な通信に
ついて情報流出の可能性を検討すべきと認識しており、過去に民間の専
門業者に解析を依頼した職員パソコンに限定する意図はなかった。こう
した報道に係る事実関係の確認に当たり、評価改善課長と評価改善課担
当者の間で摺り合わせは行われていなかった。

オ また、事実関係の確認の中で、評価改善課から本来不審な通信につい
て連携して対応すべき情報室に協議等は行われず、情報共有が図られて
いなかった。

② 責任者への報告の不備
ア 御用始めの１月４日、評価改善課長は、情報室に対し、過去に民間の
専門業者に解析を依頼した職員パソコンも含め流出がないかを確認する
ため、通信量を整理するよう依頼した。依頼を受けた情報室が過去の資
料を見直した際、当該解析を依頼した職員パソコン以外の職員パソコン
から｢意味のある情報の流出が疑われる不審な通信｣の存在を確認したた
め、情報室担当者から評価改善課担当者に対し、当該通信の存在を連絡
した。

イ しかしながら、連絡を受けた評価改善課担当者は、報道内容は過去に
民間の専門業者に解析を依頼した職員パソコンの内容に限ったものであ
ると考えていたことから、当該解析を依頼した職員パソコン以外の職員
パソコンから｢意味のある情報の流出が疑われる不審な通信｣が確認され
たとしても、報道内容とは関係ないものであると判断し、その旨情報室
に回答した。

ウ また、評価改善課担当者は、評価改善課長も過去に民間の専門業者に
解析を依頼した職員パソコンに限定して対応する考えであると思ってい
たことから、このことを評価改善課長に報告せず、結果として、｢意味
のある情報の流出が疑われる不審な通信｣についての情報が評価改善課
長に伝わらなかった。
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この点については、評価改善課担当者は、組織人として、報道内容と
は切り離して評価改善課長に報告すべきであり、問題意識が足りなかっ
たと言わざるを得ない。

エ 他方、情報室においては、「意味のある情報の流出が疑われる不審な
通信」の存在を確認したにもかかわらず、その後作成される各種資料の
内容について、評価改善課の責任の下で作成されるものであるという縦
割り的な考えから、誤りを正す等の踏み込んだ対応を取らなかった。

オ １月７日、皆川事務次官及び評価改善課長が、再度報道機関の取材を
受け、「情報流出があった可能性は低いと考えている」旨改めて説明を
行った。取材対応後に、評価改善課長が情報室長に直接、不審な通信の
存在について尋ねたところ、｢意味のある情報の流出が疑われる不審な
通信｣についての言及があり、その存在を初めて知ることとなった。

カ 情報室長から説明を聞いた評価改善課長は、同日夜、事務次官等に｢意
味のある情報の流出が疑われる不審な通信｣があり、情報が流出した可
能性もあり得ることを報告し、同日、このことが事務次官から林農林水
産大臣に報告された。また、翌日改めて事務次官及び評価改善課長等が
大臣に報告したところ、大臣より、第三者による調査委員会を設置して
調査を行う旨の表明が行われた。

（３）解析対象となった職員パソコンの使用実態
① 解析対象となった職員パソコンを使用している職員の中には、事前の申請・
許可が必要な外部記憶装置の接続に関し、当該手続を経ることなくパソコンに
接続している等の事例が見られた。

② 解析対象となった職員パソコンを使用している職員に対し、省内の情報セキ
ュリティ又は情報システムの担当者から、職員パソコン等の利用に関し職員が
遵守すべき事項について、注意や指導が十分に行われていなかった。
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Ⅳ 調査結果を踏まえた分析・評価

調査の結果、今回の農林水産省における情報セキュリティの運用面及び報道に係
る対応において、組織的な隠蔽は確認できなかった。
Ⅱ及びⅢに見られる様々な問題は、情報流出に対する危機意識の欠如を背景とし
て、組織再編に伴う意思疎通の不備、業務の縦割り意識、担当職員の知見と対応能
力の不足、手順やルールの不備、職員によるパソコンの不適切な利用などが重なっ
た結果として生じたものと考えられる。これら各事項ごとの課題を取りまとめたと
ころ、以下のとおりである。

１ 情報流出に対する危機意識の欠如
組織が保有する重要な財産である「情報資産」のセキュリティを確保・維持する
ことは、農林水産省の責務であり、様々な社会的影響や不利益を発生しかねない情
報の流出に対しては、最大限の危機意識を有して対処しなければならない。
特に通信情報技術が発達した現代社会において、大規模なサイバー攻撃の脅威に
さらされているにもかかわらず、農林水産省では幹部職員も含めて危機意識に欠け
る状況にあったと言わざるを得ない。

２ 情報セキュリティ担当と本省ＬＡＮシステム担当の分離による意思疎通の不備
前述のとおり、農林水産省においては、平成23年９月以降、情報セキュリティ担
当部署と本省ＬＡＮシステム担当部署が分離することとなった。このことが、本省
ＬＡＮシステムのセキュリティ対策について、両部署間における情報伝達や意思疎
通が不十分となる原因になっていた。
また、本来連携して対応すべき両部署において、業務の縦割り意識から、省全体
の問題として捉えずに、他部局の仕事を他人事のように捉え、組織一体となった行
動が取られていなかった。

３ 担当職員の知見と対応能力の不足
（１）民間専門家の知見の活用不足

情報システムに十分なセキュリティ対策を講じるためには、専門的知見とその
分野の最新の情報の収集が必要である。
農林水産省においては、情報セキュリティに関して十分な知見を有する職員が
少ないため、これを補う観点から、民間の専門家が常駐しているにもかかわらず、
情報システム及びセキュリティの担当者は、不審な通信に係る一連の事案につい
て、これらの専門家に相談や確認を十分に行っていなかった。

（２）総合的なインシデント対応能力の不足
不審な通信の発生時において、担当者は、当該通信が発生した職員パソコンの
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把握と不審な通信先への通信の迅速な遮断等に傾注し、総合的なインシデント対
応を実施することについての意識・能力が不十分であった。

４ 手順・ルール等の不備による情報の共有、継承に係る問題
（１）情報共有等の不備

不審な通信の発生時において、対処方法や、被害の拡大防止等のための情報伝
達・情報共有に関する具体的な手順が定められておらず（平成24年５月に整備済
み）、３（１）にもあるように、専門家への相談・報告もルール化されていなか
った。また、同じ課室内であっても、必要な情報が課長・室長へ報告されず、十
分な情報共有が行われないままに対応が行われており、組織としての業務遂行の
あり方に問題があった。

（２）人事異動時の業務引継ぎの不備
組織として必要な人事異動は存在すると考えるが、その際、業務の内容や課題
等について丁寧な引継ぎを行うことは情報セキュリティに限らず当然のことであ
り、また、組織としての蓄積が継承されるよう、対象者、時期の選定に際して細
心の配慮が行われるべきであるが、これが行われていなかった。

５ 職員による情報システムの不適切利用に係る問題
農林水産省においては、情報セキュリティに関する規則において、外部記憶装置
をパソコンに接続する場合には、事前の申請・許可が必要とされている。また、不
審な通信に関わったパソコンの利用者に対しては、省内の情報セキュリティ又は情
報システムの担当者から、パソコン等の利用に関して職員が遵守すべき事項につい
ての指導が行われるべきであった。
しかしながら、農林水産省においては、職員における担当業務を優先する意識が
強く、これらのことが適切に実施されておらず、情報セキュリティに関する意識が
希薄であったと言わざるを得ない。

Ⅴ 情報セキュリティの確保に向けた改善策

１ 国民に信頼される農林水産行政を推進するためには、農林水産省における情報セ
キュリティ対策を改善し、組織が保有する重要な「情報資産」を守ることが必要で
ある。そのためには、何よりも幹部を先頭に農林水産省全職員が情報セキュリティ
や危機管理の重要性について十分に認識し、研修等セキュリティに関するルールを
遵守するための取組を日常的に行うことが重要である。

２ その上で、今後のサイバー攻撃への対応等を改善していくためには、Ⅳの分析・
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評価を踏まえて、以下の対策を講じていくことが有効と考えられる。

（１）危機体験の共有
農林水産省全体で今回の事案に係る体験を共有し、情報システムを通じた情報
の流出に関し、職員が最大限の危機意識を持って業務に取り組むよう、リスク管
理委員会等の場を通じて、一連の対応における具体的な問題点等を全職員に周知
する必要がある。

（２）情報システム、ネットワークの構築に関する基本的な考え方と対策
農林水産省においては、これまでも標的型メール事案や一連の不審な通信の発
生を受け、セキュリティに関するルールの見直しやネットワーク機器の更新など、
ソフト・ハード両面の整備を進めてきている。
しかしながら、サイバー攻撃は、今後もその手口を多様化かつ巧妙化させ継続
していくものであることを前提に情報セキュリティ対策を講じていくことが必要
である。
すなわち、
ⅰ 外部からのマルウェアの侵入防止に関する十分な対策
ⅱ 情報の不必要な拡散を防ぐための適切なアクセス権限等の設定
ⅲ 組織として流出を特に防ぐべき情報を特定し、より安全性の高い環境での管
理
ⅳ 万一情報が流出した場合であっても、情報の取得者が容易に当該情報を読み
取ることのできない工夫
等が必要であり、これらについて、限られた資源の中で必要な対策を確実かつ計
画的に実施する必要がある。

（３）体制の整備
情報セキュリティ対策は実際に情報システムの運用を熟知した担当者でなけれ
ば有効な対応を行うことは困難であり、セキュリティ対策とシステム管理・運用
の各担当が、より連絡・相談しやすい形で配置されることが有効と考えられるの
で、この観点から体制を見直すことが必要である。
その際、情報が幹部職員に迅速かつ確実に報告され、実効的な情報セキュリテ
ィ対策が講じられるよう、情報共有のあり方にも留意する必要がある。

（４）ＣＩＯ補佐官等の外部専門家の活用
ＣＩＯ補佐官等の外部専門家に対する相談・報告のルールを明文化し、平時か
ら十分な情報の提供、相談を行う必要がある。また、民間委託等による外部専門
家の知見の一層の活用のための具体的な方策について検討する必要がある。
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（５）情報セキュリティ・情報システム業務を担う人材の育成・確保
外部専門家の活用に加えて、
① 情報セキュリティ・システムに関する十分な知識と経験等を有し、これらの
業務を中核的に担う者の育成・確保や当該業務に携わる者に対する資格取得の
奨励
② 人事異動に当たっては、業務の継続性の観点から、当該業務に携わる職
員が同時期に異動となることのないよう計画的な人事

等を行う必要がある。

（６）職員による情報システムの利用に関する対策
外部記憶装置等の接続を情報システム上禁止し、安全策の施された登録された
外部記憶装置のみ、定められたルールの下で職員パソコンへの接続を可能とする
とともに、マルウェア感染、不適切利用等が確認された職員パソコンの利用者に
対して、職員パソコンの利用に関するルールの徹底を図るため、十分な指導等を
行う必要がある。

（７）訓練、利用者研修の徹底
最も有効なファイアー・ウォールは、職員の高いセキュリティ意識であり、こ
のためにも、標的型メール攻撃等に対する訓練の継続的実施やeラーニング等を
利用した全職員への研修を繰り返し行うことで、情報セキュリティに関する意識
の定着を図る必要がある。

（８）ＣＳＩＲＴの活用
情報セキュリティ上の事案が発生した場合に迅速な対応を行うため、セキュリ
ティ対策を担当する職員、システムを担当する職員及びセキュリティ対策に関す
る十分な経験を有する外部専門家等から構成されるＣＳＩＲＴ（Computer Secur
ity Incident Response Team）（平成25年３月28日設置）を積極的に活用し、平
時からの情報共有や机上訓練による担当職員の知見の蓄積、意識の向上とインシ
デント対応能力の向上を目指す必要がある。

３ 本委員会が提案した対策を着実に実施していくため、対策の実施時期等を明確に
した工程管理を行うことが必要である。このため、農林水産省においては、本中間
報告を真摯に受け止め、ＣＩＯ補佐官等の専門家の意見を反映した工程表を速やか
に作成し、可能なものから早期に対策を実行に移すべきである。

４ 最後に、情報セキュリティ対策に終わりはないことを肝に銘じ、本中間報告で提
言された対策を講じるのみならず、幅広く外部専門家の知見を活用し、不断の取組
を進めていくことを望むものである。
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