
 

Copyright © 2020 Information-technology Promotion Agency, Japan（IPA） 

1 

 

 

 

 

令和２年度 サイバーセキュリティお助け隊 事業説明会 

 

 

 

 

中小企業におけるサイバーセキュリティ対策普及 

に向けた国等の支援事業について 
 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人情報処理推進機構 

 

  



 

Copyright © 2020 Information-technology Promotion Agency, Japan（IPA） 

2 

 

みなさんこんにちは、独立行政法人情報処理推進

機構セキュリティセンターの小門と申します。 

私の方から、中小企業の皆様に向けたサイバーセ

キュリティ対策の支援事業についてご紹介をさせて

頂きます。 

 

 

現状、皆様の環境を巡るサイバーセキュリティ、

それを脅かすものとしては… 

 

 

私どもの方で、情報セキュリティ10大脅威という

ものを作成して紹介しております。 

この10大脅威のランキングを出しているのは2006

年から私どもIPAが、有識者の方にご協力頂いて、

過去１年間に被害を多く出した事などを含めてラン

キング付けを行っております。 

 

 

情報セキュリティ10大脅威2020、こちらの方は、

2019年に色々と被害を与えたものをランキングして

おります。今回話題となっております、サプライチ

ェーンに関しましても、４位の所に「サプライチェ

ーンの弱点を悪用した攻撃」がランクアップされて

おります。こちらは昨年、10大脅威2019から同じ４

位にランクアップされて、それまで話題にはなって

いなかったのですが、急遽被害を与えるものの上位

として、出てきております。 
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サプライチェーンを悪用した攻撃というものに関

しまして、実際に皆様方がチェーンの中の１か所と

して参加されている中、個々の企業でセキュリティ

対策をとっていても、何れかの所で攻撃を受けてし

まうと、全体に危機が及んでしまう、全体に被害が

及んで大事になります。現実的に、原材料の部品の

調達から始まり、実際に製造・在庫管理・物流・販

売、業務委託先等、一連の流れの中において、「セ

キュリティ対策の甘いところ」が攻撃され、結果と

して、実際に昨年も業務を委託している、外部の委

託先組織から漏洩したという事件も上がっていま

す。結果として一か所ですけれど、そこが遣られて 

しまうと、全体に被害が及んでしまうという事です。 

 

大変被害の及ぶ範囲の大きな、問題になるものと

なっています。サプライチェーンを構成している皆

様の所が、自分の所はちゃんとしているということ

は正しい場合が多いのですが、サプライチェーンと

してのセキュリティ対策という事では、つながりの

部分とか、そういう所でのデータのやりとりなどが

上手く管理できていなかった、そういった所が原因

となっていることが多いです。 あとは委託先とか

再委託先とか、そういった管理の所までは難しい所

があります。サプライチェーンに参加して頂いてい

る所におきましては、そこの委託先にも、きちっと

自主管理をしてもらう事を、ちゃんと担保してもら 

わなければなりません。2019年度の事例では実際に再委託先といった所で、不正アクセスがあって、結果として全

体に被害が及んでしまった。具体的には、そこで扱われている個人情報等が、情報漏洩してしまったという事に繋

がっています。 

 

それでは中小企業の皆さまへの国としてのサイバ

ーセキュリティ対策の支援事業について幾つかご紹

介させて頂きます。 
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まずは、産業サイバーセキュリティ研究会という

ものが御座いまして、こちらの方で全体を把握する

ような、或いは、今回も特にサプライチェーンに対

して力を入れるということで、WG1という委員会

を作りまして、そこで積極的に扱うようにしており

ます。こちらの方は、中小企業向け、地域に向けた

所までセキュリティの普及を目的に、研究あるいは

活動を行う事に努めております。詳しくは、ホーム

ページの方でご確認頂ければと思います。 

 

 

具体的には、サイバー攻撃による被害が起こるこ

とを想定して、「対策を実施しなければならない」

としていますが、これは一部の民間組織の調査によ

るものですが、実際に中小企業の被害実態として、

調査した先に攻撃が来ていないか、あるいはその攻

撃を許し、通過させてしまい、実際の被害が起きて

いないか調査した結果となります。攻撃の元となる

ものは、調査した30社すべてで発生しており、中に

は実際に外部に情報が流出したのではないかといっ

た事例まで報告を受けております。これが比較的直

近の調査結果ではありますが、その環境においてチ

ェックをする機能を設けることで被害を未然に防ぐ 

ことができますので、そういった観点で分析結果を活用することができるということで今回紹介しております。 

 

実際に中小企業の皆様が対策を取っていくという

場合に、何か指標になるものがないか、或いは、ど

のようにすれば、どの程度のレベルまで行けるか、

そう言ったことからSECURITY ACTIONというセ

キュリティ対策に取り組む事を自己宣言する制度を

IPAが用意しております。こちらの一つ星、二つ星

ですが、こちらはセキュリティ対策のレベルによる

もので、後でご紹介致します。具体的には、こうい

った自己宣言をしてもらうことで、その企業がセキ

ュリティ対策を行っている事を、自己宣言ではあり

ますが、きちんと行っている事を示せることで、顧

客や取引先との信頼関係の構築につながるととも 

に、IT補助金などの申請時の必須要件にもさせて頂いております。今年の７月現在では10万社を超える中小企業が

一つ星、二つ星の何れかを宣言を行っている状況となっています。 
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また、今回のサイバーセキュリティお助け隊実証

事業を昨年度から取り組んでおります。具体的に

は、後程今年度の分をPFUからご紹介があります

が、実際にトラブル事象があったとき、その対処を

行っていくという事後対処の仕組みを設けていかな

ければならない、どういう事が必要か、前もってど

ういった事をしておけば被害にあったときも、最小

限に留めることができるのか、そういう事を調べる

ための事業でございまして、昨年は全国８地域で

1064社の中小企業の皆様にご参加頂いております。 

 

こんな形で、実際に8地域で参加をしていただい

ています。 

 

中には実際のトラブル事象として攻撃を受けてい

ることが、見える化等の仕組みではっきり解った、

といったものもあがってきており、さらに未然に防

げたということもあります。当初はお試しとして参

加して頂いたのですが、実証事業の後も、その仕組

みを継続して使っていきたいという企業もおられ、

実証事業の成果として良い方向に持って行けたので

はないかと考えており、今年度も広げていきたいと

考えております。 

 

 

今年度の分としまして、昨年８地域であったもの

を13地域、２つの産業関連の合計15件の実証事業と

して今回も取り組むことになりました。こちらの日

本地図で上がっている中の14番の航空宇宙・防衛産

業を対象とした案件が、本日ご紹介のものとなって

おり、こういった形で今年度も取り組む形になって

おります。 
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こちらが今年度の実証案件のリストとなっており

ます。 

 

 

昨年度の事業を含め、その他産業サイバーセキュ

リティ研究会で進めていることを含め、地域におい

てセキュリティのコミュニティが、形成されつつあ

ります。そちらを促進すべく後押しをする事も行っ

ておりまして、 

 

 

こちらの方も動いているものが幾つかございまし

て、ここで上がっている５つの案件、まだ四国、九

州、沖縄は上がっておりませんので、こちらの方

も、増やすべく取り組みを検討しているところで御

座います。こちらの方は地域ならではという、セキ

ュリティのコミュニケーション、コミュニティを動

かしていくものを作ることによって、中小企業の皆

さんが、色んな知見を得たり、或いは活動に参加さ

れることにより、自らもセキュリティ対策に取り組

んで行ける。こう言った取り組みを進めておりま

す。 

 

 

そこで行った結果、コミュニティを形成促進する

プラクティクス、このようにすると、こうなり、こ

のような結果にできる。そういった事をインターネ

ットに掲載することで、そこまで至っていない所

に、支援を行うことができたり、どういう物がある

のか、すぐわかるように専門家の派遣制度とか団体

をリスト化して掲載して紹介するように致します。 
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こちらの方は、一部８月に行った事例では、サイ

バーセキュリティフォーラムin福井等があり、その

地域で行うには、その地域のコミュニティが出来て

いる事が、条件となります。こういう事例がある

と、地域コミュニティがあると、こういう事ができ

るんだという事が明確になり、その結果、県内にお

ける取組が更に促進される、良い結果になりますの

で、他の地域にも目を向けてもらい、自分の所での

取り組みでは、どういうものがあるのか参考にして

繋げてもらえると良いと考えます。 

 

こちらの方は、一般の中小企業のユーザーの方だ

けではありませんが、実際に情報セキュリティサー

ビスをどういう形のものを使えばよいのか分かりづ

らい事もあり、また、情報セキュリティを提供する

側も、ユーザーの方が望むものをわかるようにして

いく必要があるために、このような情報セキュリテ

ィサービス審査登録制度という仕組みがあります。

ベンダーがサービス登録し、ユーザーが検索して自

分にあったものを使えるように、運用しています。 

 

 

後程、こちらのURLで見て頂き、どのようなもの

があるのか見ておいて頂ければと考えております。 

 

 

こちらは先ほど紹介したSECURITY ACTION、

についての紹介です。 
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こちらの方は、まず身近な所から始められる事と

して、取り組んで頂きたい事を、若干紹介させてい

ただきます。 

 

 

私どもが、材料を用意致しまして、このURLから

資料をダウンロードして頂けますが、そういった資

料を基に、一つ星、二つ星というレベルで

SECURITY ACTIONの宣言を行っていただく活動

をしております。一つ星は具体的には、情報セキュ

リティ５か条のチラシに取り組む、その組織内で掲

示して皆がこれにそって実施をするという宣言をす

ることで得られます。 二つ星は、パンフレット

「５分でできる自社診断」というものがあり、自社

の状況を把握して、基本方針を定めて頂き、 

 

 

外部に公開するという形で、二つ星を取ることが

できるという２段階になっています。具体的には

中々難しいように思えますが、 

 

 

一つ星は、もともと組織で日ごろから行っている

事を明文化した形で５か条にしており、わりと簡単

にできると考えます。 
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いろんな対策を取っていくにあたって、自分の所

で基準や規定を決めていかなければなりませんが、

その取り掛かりになるものがないため、「５分でで

きる！情報セキュリティ自社診断」という物を、 

 

 

ご用意致しまして、こちらに自社診断のための２

５問が備わっており、出来ている、出来ていないを

判断してもらい、出来ていないところを、出来るよ

うにするため、規定を決めて、まず方向性を決め、

詳細なものを決め、自分の所でこう取り組んでお

り、こう作っていますと外部に公表することで、二

つ星の宣言をおこなうことが出来ます。 

 

 

SECURITY ACTIONの申込状況、宣言している

状況は、2020年7月現在で先ほどお話した10万社に

なっているという状況です。 

 

 

こちらの方の申し込み手順は、QRコードを読み

込んでいただければ、順番にこのステップを踏むこ

とができますので、まずこちらを見に来て頂き、手

続きの申し込みを順次行っていただければと考えま

す。SECURITY ACTIONのパンフレットもご用意

しておりますので、ご一読頂ければと考えます。 
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それから、今回お話させて頂いているものが「お

助け隊」として事後に、何かあったときに駆け付け

て対応するものですが、その前に一つ星や二つ星を

取るような事前の準備、事前の対策があります。中

小企業の皆様にやって頂くために、その指導を専門

家を派遣して行おうという情報セキュリティマネジ

メント指導業務も並行して行っておりますので、

「お助け隊」を参加頂きつつ、こちらも参加頂くこ

ともできますので、活用頂ければと考えます。 

 

 

こちらは、情報処理安全確保支援士と呼ばれる専

門家を申込された中小企業へ派遣し、自社の情報セ

キュリティの基準・規定を策定することを支援する

ものとなっております。１社あたり４回の派遣でス

テップを踏んで行えるよう、参加費は無償で提供し

ます。 まもなく募集が始まります。 SECURITY 

ACTIONの宣言をまだ行っていない組織や、一つ星

の宣言をされている組織が二つ星を取得するために

このマネジメント指導を受けて頂くと良いかと考え

ます。 

 

 

今日お話したこのような資料の元になるものとし

て「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライ

ン」がホームページに掲載されております。こちら

の方は、今説明したようなものを、順を追って、も

う少し詳しく紹介をしており、どなたでもダウンロ

ードできるようになっております。先ほどの情報セ

キュリティの基準を作るときのサンプルも電子デー

タで入っておりますので、ご参考にして頂ければと

考えます。こういった支援や事業に関しては、情報

セキュリティガイドラインをベースに行っておりま

すので、ご参考にして頂ければと考えます。 
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参考情報です。私どもの「情報セキュリティ対策

支援サイト」の方には、そこで使える色々な資料と

か考え方を書いた資料が上がっております。 

 

 

また、中には自社の従業員の教育を行う必要があ

るが、適度なものがないという方に、「５分ででき

る！自社診断＆ポイント学習」、こちらのほうがホ

ームページに掲載されており、どなたでも無償でダ

ウンロードして使えるe-learningとなっております

ので、基本的な事項がほとんどですので、どなたで

も容易に入れるものばかりですので、ひとつこれを

試してもらい、その上で自社にあったものを業者に

探してきてもらえば良いと考えます。 

 

 

あとは、先ほどの専門家派遣にも通ずるものです

が、セキュリティプレゼンター制度というものが御

座いまして、各地域において、色々なセミナーとか

を行ってくださるような人をIPAのほうで集めてい

て、登録してもらっているものがあります。中小企

業の皆様の使い方としては、こういった方に、何か

セミナーなどが開催されるときに参加してもらう

等、先ほどのように専門家を派遣してといった場合

の相談先になるような、そんな方々でございます。

こういった事も登録され、公開されております。見

に来ていただければと考えます。 

 

 

あとは、その他ホームページを見にきていただけ

れば、皆様に使っていただける資料・教材がありま

すので、ご活用頂ければと考えます。 本日のお話

は以上で御座います。 
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