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※ 本基調講演の内容はあくまで「伊藤⽒個⼈の⾒解と知⾒」であること、予めご了承ください。

まずは5年前の振返りから。
【2014年のサイバー攻撃を振返り、2019年どうなったかの⽐較】
◆2014年の現状

トピックスとしては、不正送⾦・DDOS攻撃・標的型攻撃・多くの致命的な脆弱性となります。
■不正送⾦は、⼿⼝が⾼度化し、犯⼈側に⼀⽅的に、やられている状況でした。

・ クライアント証明書の詐取、バンキングトロージャンとフィッシングによる攻撃、ワンタイムパスワードの導⼊の検討が開始されはじめた
のも2014年です。

・ 2013年頃から公開されたZeusのコードを基にしたマルウェアが増えた年でもありました。マルウェアと並⾏してフィッシングサイトが横
⾏し、被害が⼤きかったメガバンクでは公式サイトが注意喚起で埋まるなど銀⾏側も試⾏錯誤の時代でした。

■DDOSに関して
・ 増幅系の攻撃⼿法が確⽴され、数年前までは100Mbps程だったものが1Gbpsを超える攻撃に変化しました。
・ ネットワークの帯域の概念をユーザ側や経営層に説明するのが難しかったことを覚えています。伝える相⼿に理解できるやり⽅が重

要であると実感しました。

■標的型攻撃について
・ 脆弱性をついた侵⼊ではなく、普通に社員がマルウェアに感染し、攻撃者がバックドアを仕掛けるものが主流で、セキュリティの情報

共有の重要性が唱え始められたのも2014年です。また、この頃から多層防御という考え⽅が主流になりはじめ、⼀昔前の１つの
仕組みで完璧な防御を求める経営層に対し、今以上に費⽤対効果の説明が困難でした。

・ CSIRTという⾔葉が出始めたのもこの頃で⼤きく会員企業が増え始めた時期でした。

■攻撃者側が凄いと思ったエピソード
・ 不正送⾦に関しては、犯⼈がIDとパスワードを盗み、不正ログインして出し⼦がお⾦を引き出す⼿⼝が⼀般的でしたが、出し⼦を

逮捕や⼝座を凍結して対処すると、今度は電⼦マネーにチャージさせるなど⼝座や出し⼦が不要な⼿⼝に変遷していきました。犯
⼈側の既存対策の分析、悪⽤できる善意のサービスを⾒つけ出す能⼒に脅威を覚えた時期でした。
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基調講演 『セキュリティ担当になって5年⽬、将来に残したく無い課題〜変化するのはシステムだけでいいのか 〜』
みずほ情報総研株式会社 伊藤 聡司 ⽒

2019年12⽉5⽇（⽊）、ベルサール東京⽇本橋にて、株式会社インテリジェント ウェイブ主催「第8回セキュリティユーザカンファレンス ~ 将来
のあるべきセキュリティ対策の姿とは ~」を開催いたしました。
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◆2019年の現状
■不正送⾦について

・ 警察庁の発表によると、⼀時沈静化したインターネットバンキング被害は2019年9⽉以降再び増⼤、更にクレジットカード・ペイメ
ントアプリなど範囲も拡⼤しています。また、ID/パスワードなどの情報搾取はフィッシングが再び主流となっています。背景としてフィッ
シングサイトの⾃動的な構築やSMSフィッシングなど⼿法の拡⼤が挙げられます。また、仮想通貨を狙った犯罪やペイメントサービス
に対する被害も2019年は⼤きな問題となりました。

■DDOSについて
質と量の両⾯で進化しています。
・ IoT機器の脆弱性を利⽤したMiraiの登場などを経て攻撃規模が更に増⼤し、DNSなど対策が追いついてない箇所が効率的に

攻撃されました。
・ 攻撃のカジュアル化（DaaSなど）が進み個⼈でも攻撃ができたりクラウドへの悪意のある課⾦、政治⽬的、サイバー戦争など事

案が拡⼤しました。

■標的型攻撃について
クラウド利⽤の拡⼤、APIやFinTechなど企業側のサービスの多様化が⼤きく先⾏し、対策が成熟する前に攻撃を受けた結果発⽣
しているインシデントが増えています。
・ 標的型攻撃メールはバラマキ型と並⾏し、やり取り型・BECなどに進化し、クラウドを利⽤するサービスにおいてはクラウド特有の設

定不備を突いた被害が増加しています。
・クラウド利⽤拡⼤の⼀⽅でオンプレミスでのサービスも残っているため、双⽅の対策を余儀なくされ多岐に渡るスキルが必要になり守

るべきものが増えています。

【インシデント対応時の⽴場に応じた捉え⽅】
インシデント対応時に聞く話としては、多層防御が想定通りに機能したケースにおいて、お客様からは「（想定通り機能したのであれ
ば）夜中に電話するな︕」と怒られ、⾃社の経営層からは「（多層防御のうち何枚かは破られているため）新たな対策は追加せ
よ︕」や「攻撃を受けること⾃体を防げ︕」など厳しい注⽂を受けることもあります。
このような場合、『何枚か破られたらもう多層ではないじゃないか』という意⾒は経営としての⾼度な視点であると真摯に捉え、お
客さまに対しては攻撃が不成⽴であっても、今後の成⽴がありえるため、実際のインシデント発⽣を想定した提⾔を⾏うなどプ
ロとして振舞う事がより信頼を得るためには重要です。

【本題︓「⼈」が介在する箇所の課題の共有】
⼈は⽴場が違えば捉え⽅が違うなどシステムのように想定通りに進まないため、⼈が関係する課題に着⽬が重要です。
・ 当事者が知るべき知識範囲が拡⼤していることを知る
・ リスクの受容と軽減を改めて考える
・ インシデント発⽣後の運⽤負荷を考えた契約となっているか
・ 社内規定の⾒直し（○年前に作った規定って⼤丈夫ですか︖）
・ 考え⽅のトレンドは変わるもの

「知識範囲の拡⼤」については、そもそもITベンダとユーザ企業、IT担当者と経営層などの間には「ITスキルのギャップ」が存在し、説
明・報告・照会時のやりとりの差が埋まらず、平⾏線をたどるケースが散在します。（例︓Webが閲覧できないことが、DNSの不具
合だった場合、名前解決ができないことが原因にも関わらず、閲覧と名前解決の関係性をユーザ企業のIT担当者にわかってもらえ
ないなど）これはクラウド利⽤機会の増加や技術の進歩に伴うサービスの多様化・複雑化に伴い、今後さらにITスキルギャップによる
コスト増加という課題が増⼤すると考えられます。
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⼀⽅でインターネットの基礎技術であるTCP/IPのように技術の根幹は変わっておらず、技術の上に乗っかっているサービス概念は変化
（APIがいつのまにかサービスそのものになったり）しているため、今以上に基礎技術の習熟はITベンダはもとより、ユーザ企業のIT担当
者にとっても重要となってきます。
またよくある事例として、新しいサービスや概念が定着し、後続企業は遅れを取り戻そうと開発を急ぎ、その過程においてセキュリティ対

策は軽視され、その結果インシデントが発⽣し、既存システムに対する総点検や再発防⽌対策など結果的ににコストが増⼤する事があ
ります。
つまりこのような状況は、関係者にあと⼀歩ITリテラシーがあれば、もしかしたら変わるかもしれないのです。よってユーザ側では、ITに
関わる部⾨でアーキテクチャに関わる技術を養い、ベンダー側では（ユーザ側のITスキルが⻑けている場合）調整コストを下げるメニュー
を⽤意しユーザ企業側にもメリットを提⽰するなどを考えてみては如何でしょうか（伊藤⽒個⼈の強い思いです）。
「リスクの受容と軽減」について考えてみると、経営層を含めて、改めて現況（リスクの受容をいつ合意したか︖数年たった今もそのまま
同じ考え⽅・仕組みのままで良いのか︖等）のたな卸しを⾏い、現在は受容されているリスクが根本から覆される事が無いように整理す
ることが重要です。経営層に対し「リスクを受容し、売上を維持するか、リスク軽減し売上に⽬をつぶるかのどちらを選びますか︖」な
ど踏み込んだ提案が必要になることを改めて考えてみる必要があります。

セキュリティインシデント発⽣後には、対策の追加や再発防⽌などで運⽤負荷が増加していきます。つまり運⽤コストも増加していきます。
悪いのは攻撃者であり、セキュリティリスクも受容されていても対策を求められ「サービス提供側の不備」のように扱われる事もあります。
にも関わらず契約次第で運⽤費⽤が固定の場合もあります。よってサービスを提供する側は契約においてインシデント発⽣後の運⽤
費の⾒直しをセットで考えていく必要があります。具体的には、ユーザ側では リスクに応じた運⽤費変更が求められる時代を⾒据え、
ITベンダをパートナーとして柔軟な運⽤体制を検討し、ベンダー側では、契約時に、ユーザがどこまで柔軟にインシデントへの受容している
か確認し、運⽤費の柔軟な変更を⾒込める提案をしましょう。

「（セキュリティの）社内規定の運⽤の⾒直し」では、トップダウンでセキュリティシステムを導⼊したものの、社内規定が原因で⼀部の
機能が有効に働いていないようなケースにおいて、「社内規定を10年以上変えていない」「規定を変えること⾃体に抵抗がある」「規定を
変更する主体がわからない」などの事情によりせっかくの対策が⼗分に活かされない事があります。規定を⾒直すのは時間のかかる作業
であるので、ユーザ企業は今のうちから規定が時代に合うか確認し、合わないようなうならば改定を⾏う。ベンダー側では提案時に運⽤
規定まで踏み込んで⾏うと、より信頼されるパートナー企業になれるのではないでしょうか︖

「セキュリティの考え⽅」に関しても、 1つの製品で解決できた時代から、攻撃されることを前提に多層防御へ考え⽅が変化していきまし
た。さらに今後、次世代の対策としてはゼロトラストなど新しい考えが唱え始められ、守るものを選ぶ時代へと変わりつつあります。この
ような変化に対応するのはあくまでも「⼈」であることから、ユーザ側はトレンドが⼤きく変化しても動じず、まずは⼀旦ベンダーの説明を受
け⼊れ、ベンダー側では、ユーザ企業の経営層の理解を得るため、ユーザ側のIT担当者と共に考えを変えるサポート、つまりこれからは
「⼈」をサポートすることが必要になってきています。

以上をお伝えいただき、基調講演を締めていただきました。
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将来のセキュリティ対策のあるべき姿

株式会社インテリジェント ウェイブ
茂⽊ 康⾼

基調講演に続いて、将来におけるセキュリティ対策の課題とその解決策について、順次紹介いたしました。

「5G」、「IoT」、「⾃動化」、「AI」などの技術の変化よって、⽣活はより便利になる反⾯、
攻撃者にとっても有利になります。このような状況下では、単独のソリューションで防御するこ
とは不可能であり、多段防御が必要になりますが、導⼊するソリューションが増えると導⼊/
管理のコストの増加や使いこなすことができないといった問題が発⽣します。また働き⽅改⾰
およびクラウド化の進展により、社内外問わず全てのリソースへのアクセスに認証が必須とな
り（伊藤⽒ご指摘のゼロトラスト化）、正当な利⽤者を認証することが益々重要になりま
す。本ユーザカンファレンスでは、3から5年後の将来において確実に解決するべきこれらの課
題に対し、弊社インテリジェントウェイブが現在考えているアイデアをご紹介しました。
まずは「重要度に応じてデータを分離する」というアイデアですが、データの重要度が未分離
のセキュリティ対策では、全てのデバイスから過・誤検知を含む多くのアラートが⼀律で発⽣
します。

重要度に応じてデータ分離をした場合、 「優先して守るべき領域」が限定されるので、過検知に惑わされず、導⼊する製品およ
び監視領域が減るので、導⼊/運⽤コストを抑制することができます。次に「サイバーハイジーン」という考え⽅について、「エンドポイ
ントを最新な状態に維持する」、「不要なポートを閉じる」「無駄な権限が付与しない」ことで”サイバーセキュリティにおける80%の
問題”が解決できると⾔われています。⾼度な攻撃を防御するには強固な多層防御が必要になりますが、実はOSのパッチが当
たっていることだけで攻撃の⼤半を回避することが可能なのです。また攻撃を初期段階で⽌めることも重要です。初期フェーズで検
知し⽌めることによって、被害そのものを⼩さくするので、今後さらに有効なセキュリティ対策となります。また働き⽅・アクセス経路の
多様化により、これまでより使⽤頻度・精度ともに⾼いログインサービスが増えるため、認証の重要性が⾼まりつつあります。そこで
使⽤する認証要素は、ユーザが使いやすく、業務効率を低下させない、かつセキュリティ的（多要素認証など）に強固なもので
ある必要があります。こういった「将来のセキュリティ対策のあるべき姿」のアイデアについて、後続のセッションにて詳細をご説明しま
した。
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既存のレガシーなアプローチにより、セグメント及び端末を物理的に分割することや適切なセキュリティ対策は可能ですが、セグメン
トごとに複数端末を使い分けることでの業務効率の低下や、NW構成変更時の柔軟性・拡張性にかける点または、分離した
NWへの外部データの持ち込みの際の問題点も指摘されています。
このような問題に対して、業務効率を低下させない新技術「Software-Defined Endpoint（SDE）」を利⽤した製品
「HYSOLATE」は、物理的な同⼀セグメントに端末が混在する環境下で、あたかもセグメントを分割したのと同じように仮想的に
機能します。これはクラウド環境でも同様です。また「Software-Defined Network（SDN）」コントローラの概念では、点在
するNW機器を仮想的に⼀元管理（ポリシーチューニングや構成変更）し、分離環境の構成変更が容易になります。またコンテ
ンツ無害化ソリューションである「ReSec」は、外から持込まれたファイルコンテンツの構造を分析し、オリジナルファイルの全ての機能
を維持した上で再構築し、安全な複製ファイルを無害化します。さらに、短時間で処理されることから、外部コンテンツの無害化
処理による業務効率の低下を招きません。ゼロトラスト状態への対応の発展型としては、「SDWAN︓WANの機能をSDNで実
現、広範囲のNWを⼀元管理」、「SDP︓VPNなどアクセスの境界となる設定を柔軟に変更し、暗号鍵管理が不要かつ安全に
データをやりとりする」およびその「認証強化（※後半のセッションに説明は譲ります）」などが新技術のキーワードとなります。
本セッションではデータの重要度に着⽬した将来にわたって有効なセキュリティの分割アプローチ⽅法（新技術）を紹介しました。

重要データをどう守るか︖

株式会社インテリジェント ウェイブ
近藤 友弘

前セッションでもご紹介した最新技術動向により、利便性があがるのに伴い、情報量が増え
るため、インシデントも増加します。また⼈材を確保することも難しく、SIEMやEDRを導⼊し
ても、使いこなせていないという話はよく聞きます。よってこれからは、本当に守るべきデータを
狙うような重⼤なインシデントを確実に対処できる環境を作りましょう。そのためにはまずは
データが持つ価値で優先度をつけます。例えば、顧客情報など漏洩時に法規違反となるも
のや、インフラ施設への攻撃/データ改ざんなど社会的な被害が⼤きいなもの、または設計情
報や特許技術の企業価値の損失につながるものを「最重要データ」に位置づけ、その次に重
要なデータをどれに位置付けるかといった具合です。それが完了したらデータや通信の流れが
遮断できるように、ネットワークのセグメントを分け、最後にデータの重要度ごとにアクセスでき
るユーザ/端末のレベルによって分離します。
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このような様々な課題に対して、今後認証⽅法には「複
製が難しく・盗まれにくい・個⼈情報ではない・デバイスに
依存しない」ことが期待されます。まず最初にご紹 介する
製品「Verifyoo」は、筆跡により認証する製品であり、
筆圧やデバイスの傾きなど多数の要素を⽤いるため複製
が難しく、盗まれにくいことや、スマホや タブレットの標準機
能のみで利⽤することができます。

また認証の安全性を⾼める技術として、多要素認証
（MFA）も期待されていますが、複雑なネットワーク環
境へのMFAの導⼊は、システム統合のコスト、追加開 発、
利便性の低下やシステムの可視化の問題があります。本
⽇ご紹介する「Silverfort」は、ディレクトリサーバと認証
サーバの間に、 「Silverfort」を設置することにより、⼤規
模なシステムの構築・回収が不要となり、低コストかつ運
⽤負荷を抑えてMFAを導⼊することが可能です。さらに、
「Silverfort」はアクセス先に応じて認証のための要素数
を柔軟に制御することが可能です。これにより、「コスト・セ
キュリティ・利便性」の３つを最 適化します。

ユーザ認証ソリューションの最前線

株式会社インテリジェント ウェイブ
中丸 裕太郎

現在のエンドポイント環境は、社内の業務端末だけではなく、持出パソコン、スマホ、タブレッ
ト端末などが登場し、会社の外部と内部の境界があいまいとなり、正当な利⽤者が情報/
データにアクセスしている事の認証の保証性がますます重要になっています。
現在広く⼀般的に使⽤されているユーザ認証には次の3要素があります①パスワード、②鍵
やカードなどのトークン、③指紋など⽣体認証。これらはそれぞれ短所があり、例えばパスワー
ドの場合、定期的な変更必須で忘れることがある点や、トークンの場合、紛失するケースや
OTPでは時間内に⼊⼒する必要があったり、⽣体認証の場合、⾼価なデバイスが必須で、
問題（故障・けがなど）が発⽣した場合、認証⼿段として使えないなど、数々の制限事項
が指摘されています。
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最初にご紹介する「Cyber Observer」では、本社・⼦会社などにまたがる全システムをリアルタイムで俯瞰・把握し、各ツールの
設定状態が適正な状態であるかスコアリングを⾏い、設定の問題等に関する解決策を提⽰します。本製品はエージェントを使わ
ず、各ツールのAPIから情報を取得し、システムが最適な状態にあるかスコア値をつけ、改善策を提⽰するので、全システムの状
態を⼀⽬で把握することが可能です。次にご紹介する製品「illusive ASM」は、侵⼊者が悪⽤可能な接続情報を可視化・削
除する製品です。攻撃者は侵⼊後、システム内部の情報を収集し横展開を繰り返して、機密情報などを持つサーバーを⽬指し
ます。本製品では攻撃者が辿るであろう侵⼊ルートを可視化し、リスクの⾼いルートを⾃動的に削除します。
最後にご紹介する「SecBI」は、インシデントの予兆を事前に検知し、被害の発⽣や対応⼯数を抑制します。インシデント解析に
はログが必要なりますが、これらは情報が細かく膨⼤なため、 SecBIでは①教師なし解析で関連性のありそうなデータをAIで推論
し、②教師あり解析で意味のあるグループにクラスタ化します。また⻑期に渡って攻撃をフルスコープで監視するので、誤検知が少
なく、ログを読み込ませるだけなので、少ない⼈的リソースでもセキュリティを補強することができます。
インシデントは、実際に発⽣する前に⽌めることが望ましく、事後対応では多⼤なコストがかかったり、フォレンジックが困難で被害
の特定に時間がかかるため、業務に影響を与えず、誤検知・過検知も少ない、インシデント数やコストの抑制に繋がる「セキュリ
ティインシデントを⽣ませない対策」をご紹介いたしました。

セキュリティインシデントを⽣ませない対策

株式会社インテリジェント ウェイブ
カプスタ ヤコブ

サイバーセキュリティは技術の進化に伴い、常に変化していますが、インシデント・誤検知の発
⽣防⽌や発⽣したインシデントへの100%の対応は現状では不可能です。またセキュリティ
製品の運⽤・管理については、スマホやLineなどの新たな技術の登場で対応⽅法が変化を
していますが、発⽣したインシデントへの「対応や誤検知の発⽣防⽌」、「製品の運⽤・管
理」などの業務内容の根本的な部分は変わりません。その⼀⽅でサイバー攻撃は増加・⾼
度化し、モバイル端末やクラウドなどの守るべき対象の増加に伴い、対抗⼿段として「多層防
御」を導⼊すると、今度は管理が複雑になり、運⽤・管理ミスによるセキュルティーホールの発
⽣や業務効率の低下と、誤検知の増加と相まって、本当に対応すべきインシデントの識別が
困難になっているのが現状です。よってこれからの時代では、誤検知や業務影響が少なく、イ
ンシデントの発⽣を極⼒抑え、管理を容易にする対策が必要になります。
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またパッチ適⽤だけでは防げないマルウェア（Emotet）の流⾏などの問題も存在します。そこでインテリジェントウェイブとしては、
Morphisecを提案します。本製品のMoving Target Defense技術を使⽤すると、アプリケーションメモリアドレス（攻撃の対
象）を動的に変化させるので、攻撃⾃体が成⽴しません。よってWindows7の延命対策として、既知またはノンメモリ攻撃につ
いては既存のアンチウィルス製品でカバーし、インメモリへの未知の攻撃にはMorphisecで対応することをご提案します。
なおMorphisec+WindowsのDefenderを併⽤することでWindows10への移⾏対策にもなります。Windows10標準の
Defenderはアンチウイルスソフトとして、無償で使⽤でき、性能も従来のアンチウイルスと⽐べてそん⾊がありません。ただ統合管
理機能がなく、⾼価なオプションであるEntetrprise E5かSCCMが必要になり、またシグネチャベースのソリューションなので未知の
攻撃を防ぐことができません。 Morphisecではこの⼆つの⽋点、未知の攻撃を防ぐ+統合管理をコストを抑えて提供できます。
MorphisecはMicrosoft Intellgent Security Association(MISA)にも参加している製品であり、MicrosoftのEDRの
Defender ATPで⾒つけられない攻撃を、Morphisecではみつけたという事例もあり、他の競合製品に⽐べ、機能⾯での優位
性もございます。

直近の問題︓Windows7 EOL対策

株式会社インテリジェント ウェイブ
曽根 ⼀朗

Windows7のEOLが来年1⽉14⽇（⽶国時間）と間近に迫ってきました。国内の
Windows10へ移⾏したシェア状況は70%を超えています。ただ約20%のユーザはいまだ
にWindows7を使⽤しています。直近配信されたセキュリティパッチの状況では、毎⽉10〜
15件あるセキュリティパッチが公開されていますが、EOL後は⼀切提供されなくなり、多くの脆
弱性が放置されることになります。これはWindows XPのEOLの際に発⽣した2014年問
題と同様で、2017年5⽉に流⾏したランサムウェア「WannaCry」に対し、Microsoftでは2
か⽉前にパッチを公開していたにもかかわらず、サポートが終了し、パッチ未適⽤のXP端末で
被害が広がりました。 Microsoftでは、Windows7の有料延⻑サポートをアナウンスしてい
ますが、1台当たり年額50ドルで、1年経過するごとに価格が倍になる設定で、ゼロデイ攻撃
の対策にはなりません。
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政府は先端技術（サイバー、防衛、医療、ナノテク、農業、⾷品など）の輸出を促進しており、野菜などの農産物の輸出国でも
あります。世界的⼤企業（MS、Google、IBM、Intel、ドイツテレコム、Dell、NECなど）が研究・開発施設を保有し、世界屈
指の⼤学から優秀な⼈材が常に供給されるなど、スタートアップのためのエコシステムが整っています。また新たに物理空間データ、
衛星画像分析（＝⾼⾼度監視画像の分析）に強みを持つ「9900部隊」が創設され、新たなトレンドをもたらそうとしています。
次に、イスラエルの新しいソリューションのご紹介です。
■Sixgill︓ダークWeb、SNSなどからリアルタイムに情報収集し、必要な情報を識別しアラートを出すソリューションです。既に多
くのお客様にソリューションとして利⽤されており、「⾦融詐欺のリスク軽減」「サイバー脅威の標的になる組織への警告」に活⽤され
ています。
■Segasec︓企業のフィッシングサイトを発⾒、削除するサービスを提供しています。フィッシングサイトの発⽣を24時間365⽇ス
キャンし、お客様サイトの内容をコピーするなどを怪しい動作を確認すると、フィッシングサイトと判断しフィッシングサイトをダウンしま
す。
■White Hat︓情報漏えいの調査から改善までを提案、あるいはCSIRT代⾏サービスを提供しています。組織から漏えいした
情報の探索や経路/理由、相関関係などを調査し、改善ポイント・⽅法を検討し提案するホワイトハッカー企業です。

最新イスラエル動向

株式会社インテリジェント ウェイブ
⼿塚 弘章

まずはイスラエルの政治状況について、今年の4⽉には総選挙が⾏われ、与党「リクード」
（党⾸︓ネタニヤフ）が過半数を獲得できず、また第⼆党の「⻘と⽩」も連⽴政権の樹⽴
に失敗します。9⽉には2回⽬の総選挙が⾏われましたが、やはり第⼀党に躍進した「⻘と
⽩」も、第⼆党に転落の「リクード」も連⽴政権の樹⽴には失敗し、三回⽬の選挙の実施が
検討されています。

なぜイスラエルは、サイバーセキュリティ強国なのでしょうか︖国⼟は⽇本の四国くらいの⾯積
で、60%が砂漠で天然資源が無く、⼈⼝が少ないにもかかわらずです。それは「国家存続・
成⻑には、国⺠の頭脳しかない」ためで、国⺠は⾼校卒業後、IDF（Israel Defense 
Forces）に徴兵され、成績優秀者の上位1%が8200特殊部隊に選抜され、さらにその
中の10%が諜報活動に従事していることがあげられます。⽂化的にも「挑戦と失敗の両⽅を
良いこと」とし、「仲間意識が強く、独⽴⼼と愛国⼼が旺盛」な⺠族です。

閉会のご挨拶

今回は想定課題をベースに解決策を提案させて頂きました。如何でしたでしょうか︖ お客様各位は個別に別々の課題、悩みが
あるかと存じます。その相談相⼿として是⾮とも弊社にご相談を頂ければ幸甚です。今後とも永いお付き合いを頂きたくお願い申
し上げます。
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株式会社インテリジェントウェイブ
セキュリティソリューション本部

〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
℡ 03-6222-7300 FAX 03-6222-7301

http://www.iwi.co.jp

※ 本書の全部、⼜は⼀部の無断転載を禁じます。


