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サイバー攻撃などの被害を受けると、業務上深刻な問題へと発展することがあります。
そのため、コンピュータシステムの防衛力向上は、いま重要な経営課題となっています。
今号では、サイバー攻撃などの種類や被害内容を考察しながら、対処法を紹介します。
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脆弱性を突くサイバー攻撃

◦情報漏えい
◦データなどの改ざん・破壊
◦サービス機能の低下・停止
◦ウイルス感染
◦踏み台（不正アクセスを行う
際に利用されるなど）
◦なりすまし（本人のふりをし
た行為をされる）
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主な被害の種類

マルウェア（悪意のあるプログラ

ウイルス感染
サイバー攻撃
単位：％

出所：
「企業のCISO や CSIRTに関する実態調査 2017
－調査報告書－」、
（独）情報処理推進機構（IPA）

パッチの未適用）を突かれたことに
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取られてユーザになりすまされたこ

サイバー攻撃の手法
ID・パスワードをだまし取られてユーザに
なりすまされたことによる不正アクセス
脆弱性（セキュリティパッチの未適用）を
突かれたことによる不正アクセス
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SQLインジェクション※１
DoS（DDoS）攻撃

※２

34.1

標的型攻撃※３

29.6

その他 1.1
手口はわからない

（複数回答）
単位：％

34.8
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※１ データベースへの
攻撃手法
※２ サーバを機能停止
などに追い込んだ
りする攻撃
※３ 電子メールを主に
使い特定の組織な
どを狙う攻撃

出所：
「企業のCISOやCSIRTに関する実態調査 2017－調査報告書－」、
（独）情報処理推進機構（IPA）
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