サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム（SC3）
⚫ 趣

旨: 大企業と中小企業がともにサイバーセキュリティ対策を推進するためのコンソーシアム
を立ち上げ、「基本行動指針※」の実践と中小企業・地域を含めたサプライチェーンの
サイバーセキュリティ対策を産業界全体の活動として展開していく。
※サイバー攻撃事案発⽣時における、「共有、報告、公表」によるリスクマネジメントの徹底。

⚫ 参加者: 経済団体、業種別業界団体 等（2022年６月21日時点で174会員）
⚫ 設立日: 2020年11月1日（設立総会：2020年11月19日）
⚫ 活 動: 特定の課題についてWGを設置し、具体的アクションを展開。
Supply-Chain Cybersecurity Consortium (SC3)
総会

事務局：ＩＰＡ

年１回程度開催（WG報告、重要事項の決定等）
基本行動指針
（共有・報告・公表）
へのコミットメント

中小企業
対策強化ＷＧ

運営委員会

攻撃動向
分析・対策ＷＧ

参加団体例：日本自動車工業会、電気事業連合会
全国地方銀行協会、日本損害保険協会ほか

会 長 ：経団連 サイバーセキュリティ委員長 遠藤信博氏
副会長：日本商工会議所 特別顧問 金子眞吾氏
経済同友会 副代表幹事 間下直晃氏

産学官連携
ＷＧ

地域SECUNITY
形成促進WG

・・・・・

メンバーの意向を踏まえて特定課題を扱うWGを設置
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SC3の全体像
⚫ 産業界全体で取り組むべきサプライチェーンセキュリティ対策の議論・浸透のため、SC3に対し、産学官連携や
経営層向けの注意喚起、地域・業界別の取組・課題共有等のプラットフォームとしての機能への期待の声が挙
がったことを踏まえ、中小企業対策強化WGに加えて、新たに３つのWGを設置。

攻撃動向
分析・対策WG

産学官連携WG

政府
機関等

• 産学官連携促進
• 人材育成
• 共同研究

大学・
高専等

政府
機関等

大学・
高専等

企業

企業

地域SECUNITY
形成促進WG
• 地域SECUNITY形成促進
• 悩み・課題共有
• 解決策・プラクティス共有

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

中小企業
対策強化WG
• 中小企業対策促進
• サイバーセキュリティお助け隊の普及
• 悩み・課題・解決策・プラクティス共有

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

取引先
中小企業

業別ごとの
サプライチェーン対策

• 業界ごとのサプライチェーン対策取組
共有（ビル、自動車、電力、防衛、ス
マートホーム、宇宙など）
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コンソーシアムの構成員
⚫ 経済三団体（経団連、日本商工会議所、経済同友会）から役員が出ているほか、幅広い業界団
体・個社が参加。（2022年6月21日時点、96団体含む174会員）
役員

•
•

会 長 ：一般社団法人 日本経済団体連合会 サイバーセキュリティ委員長 遠藤信博氏
副会長：日本商工会議所 特別顧問 金子眞吾氏 、 公益社団法人経済同友会 副代表幹事 間下直晃氏

団体会員リスト
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
一般社団法人 ソフトウェア協会
一般社団法人 日本金型工業会
鋳型ロール会
一般社団法人 日本陸用内燃機関協会
一般社団法人 日本機械工業連合会
石油連盟
特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会
一般社団法人 日本電子回路工業会
一般社団法人 全国地方銀行協会
一般社団法人 日本自動車工業会
日本商工会議所
一般社団法人 中小企業診断協会
一般財団法人 日本自動車査定協会
一般社団法人 日本鋳鍛鋼会
日本筆記具工業会
一般社団法人 日本ボディファッション協会
日本化学繊維協会
一般社団法人 日本金属熱処理工業会
静岡県ソフトウェア事業協同組合
一般社団法人 日本化学工業協会
一般社団法人 情報サービス産業協会
一般社団法人 全日本文具協会
一般社団法人 日本ガス協会
特定非営利活動法人 映像産業振興機構
全国商工会連合会
全国社会保険労務士会連合会
日本ドキュメントサービス協同組合連合会
一般社団法人 日本風力発電協会
日本小売業協会
電気事業連合会

一般社団法人 日本医療機器産業連合会
一般社団法人 日本航空宇宙工業会
特定非営利活動法人 みちのく情報セキュリティ推進機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
一般社団法人 日本広告業協会
一般社団法人 情報処理安全確保支援士会
一般社団法人 日本電機工業会
一般社団法人 日本印刷産業連合会
一般社団法人 日本自動車部品工業会
一般社団法人 日本鉄鋼連盟
一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
一般社団法人 太陽光発電協会
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
特定非営利活動法人 日本セキュリティ監査協会
一般社団法人 電子情報技術産業協会
一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会
一般社団法人 鹿児島県サイバーセキュリティ協議会
一般社団法人 日本工業炉協会
一般社団法人 日本経済団体連合会
一般社団法人 沖縄県情報産業協会
全日本フレキソ製版工業組合
一般社団法人 九州経済連合会
一般社団法人 日本金属プレス工業協会
産業横断サイバーセキュリティ検討会
一般財団法人 関西情報センター
一般社団法人 日本防衛装備工業会
四国ＩＴ協同組合
特定非営利活動法人 山梨ＩＣＴ＆コンタクト支援センター
一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
せんい強化セメント板協会
一般社団法人 日本自動車機械器具工業会
一般社団法人 全国信用金庫協会
全国カレンダー出版協同組合連合会

一般社団法人 第二地方銀行協会
一般社団法人 日本損害保険協会
一般財団法人 デジタルコンテンツ協会
宮城県サイバーセキュリティ協議会
一般社団法人 中国経済連合会
一般社団法人 日本スポーツ用品工業協会
一般社団法人 日本オンラインゲーム協会
一般社団法人 長崎県情報産業協会
一般社団法人 日本レコード協会
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ）
公益社団法人 経済同友会
一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会
公益社団法人 日本訪問販売協会
公益社団法人 日本マーケティング協会
一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター
公益社団法人 福岡貿易会
大阪商工会議所
公益財団法人 ハイパーネットワーク社会研究所
公益社団法人 関西経済連合会
一般社団法人 組込みシステム技術協会
一般社団法人 オープンガバメント・コンソーシアム
特定非営利活動法人 日本情報技術取引所
全国中小企業団体中央会
日本税理士会連合会
東部大阪経営者協会
一般社団法人 日本医療機器ネットワーク協会
独立行政法人 国立高等専門学校機構
一般社団法人 日本スマートフォンセキュリティ協会
一般社団法人 日本建設機械工業会
ICSCoE叶会
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会
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