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それでは、本事業の説明に入らせて頂きます。 

本資料も、御社内でご検討頂くため、弊社Webサイ

トより、ダウンロード頂くこともできます。 ご活

用頂ければ幸いです。 

 

本事業について、３名で説明をさせて頂きます。 

①～④番の青い部分はPFU。 ⑤番の緑色をエヴァ

アビエーション。 ⑥番の赤い部分を富士通から説

明させて頂きます。 

 

 

 

最初に、本事業の概要です。 

 

 

皆様から聞こえてくるお声の中に、「なかなかサ

イバーセキュリティに時間をさけない」と言った

話、そして、サイバー攻撃と言われても、そんな事

があったのか、そもそも分からないと言うお話をお

聞きします。 

また、我々サービス提供側も、中小企業様のニー

ズに合った製品やサービスが提供できていなかった

り、皆様の実態に即した対応ができておらず、ご不

満もあろうかと考えます。 

PFUは、令和１年度 サイバーセキュリティお助け 

隊事業を「北陸」で実施させていただいた。この経験を元に、令和２年度は、「航空宇宙・防衛産業に関わる中

小企業様」に即した内容に改めた、サイバーセキュリティサービスとして、皆様へ「無償」提供させて頂きます。 

参加頂いた皆様の実態把握、そして貴重なご意見を頂くと共に、中小企業様に適したサイバーセキュリティ保険

を合わせて検討させて頂きます。 

この成果は、12月に成果報告会の中で皆様へご説明すると共に、国や他事業者へフィードバックさせて頂くこと

で、よりよい社会を作る、社会貢献に繋がる事業となります。 ぜひこの機会にご参加頂ければ幸いです。 
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サービス実施体制と致しまして、情報処理推進機

構との間で、PFU社内に事務局を設置し、脅威分析

部隊、サービス運用部隊、遠隔支援部隊、現地対応

支援部隊を配置致します。 

また、航空宇宙・防衛産業に特化したサービス運

用部隊として富士通株式会社の特機部門、株式会社

エヴァアビエーション、さらにサイバー保険の検討

を損害保険ジャパン株式会社と進めさせて頂きま

す。 

 

本事業では、初めに皆様の会社における情報セキ

ュリティの整備状況を「セルフチェック診断」して

いただきます。 Webサイト上でNIST SP800-171

やCMMCへの対応状況を把握して頂けます。 こち

らは後程、エヴァアビエーションから詳しく説明さ

せていただきます。 

その後、ツールによる実態把握として、パソコン

上の「脅威」や「脆弱性」を弊社セキュリティオペ

レーションセンターから常時見守るサービスをご提

供致します。問題点が見つかった場合、弊社より 

改善指導をさせて頂きます。 

この実証期間中は、サイバーセキュリティに関する「よろず相談窓口の開設」や、検知された脅威に対して、対

応が困難である場合、弊社エンジニアが現地対応させて頂く「駆け付け隊」の派遣も行わせて頂きます。 

また、オプションサービスとして、先着５社限定では御座いますが、不正な接続機器を把握できる「工場のIT機

器みえる化サービス」を提供させて頂きます。 

さらに、先着25社限定では御座いますが、NIST SP800-171に準拠する「機密性の高いデータの共有サービス」を

ご体験頂けます。こちらのデータ共有サービスは、富士通株式会社より説明させて頂きます。 

2021年1月まで中部・関西・関東の中小企業の皆様へ「無償」でサービス提供させて頂きます。 

 

９月から週２回のペースでオンライン事業説明会

を開催しております。 この事業説明は動画でも、

ご覧いただくことができます。  

本事業へご参加頂ける場合は、Webサイトから事

業の申込を行って頂くことができます。別途必要な

書類を送付させていただきます。 この申し込み方

法は、このサービス紹介のあとに詳しく説明させて

頂きます。 

12月後半には、本事業から得られた知見を、成果

報告会としてご説明させていただきます。 

本事業に申し込んで頂きますと、セキュリティ意識調査アンケート、サービスヒアリングシートを電子メールで

ご送付致します。ご返送頂いた情報を元に、サービスを提供するための事前設定を行います。なお、意識調査アン

ケートに関しては、対策が進んだ11月中旬以降に、２回目の回答をご依頼します。こちらもサービス紹介のあと詳

しく説明させて頂きます。 

サービスヒアリングシートをご提出頂いた企業様から、個社毎に設定を終えたインストールモジュールを送付さ

せて頂きます。最初に２～３台のパソコンへインストールして頂き、PFUコールセンターへご連絡ください。弊社

の監視センターから見守れるようになったか確認を行います。万が一、問題があればヒアリングシートの記載内容

を再確認させていただきます。問題がなければ、他の端末にもツールを展開していただき、見守りを開始させてい

ただきます。 

2021年1月中旬頃、監視ツールのアンインストール日をご調整させて頂きます。 
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ご提出後、企業様のセキュリティ対策の整備状況を、セルフチェックするWebサイトをご紹介致します。ぜひご

回答頂き、自社の状況をご確認ください。成果報告会では、業種・規模別に、集計結果をご報告させて頂きます。 

オプションサービスの機密性の高いデータの共有サービスに、お申込みされた企業様は、別途サービスへ登録を

行います。ぜひご体験ください。 

工場のIT機器見える化サービスに、お申込みいただいた企業様は、センサー装置の設置と撤去の日程調整をさせ

て頂きます。設置から撤去まで２週間を想定しております。詳しくは、このあとご説明致します。 

 

それでは、パソコン上の脅威や脆弱性を監視する

ツールのインストール方法やアンインストール方法

をご紹介致します。 

 

ご提出して頂いたヒアリングシートを元に、お客

様毎に事前設定したインストールモジュールをご送

付致します。ダウンロードフォルダなどへ保存して

ください。 

ご送付したZIPファイルを選択し、「すべて展

開」ボタンを押して、展開場所を選択後、「展開」

ボタンを押します。  

 

 

ご送付するZIPファイルは暗号化されています。

事業申し込み時にお客様毎に設定して頂いた「添付

ファイルのパスワード」で展開してください。 

展開したフォルダ内に「LocalInstaller」フォルダ

が御座います。この中にある「Setup」ファイルをダ

ブルクリックして起動してください。 

ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された

ら「はい」をクリックします。 

30秒～1分程度黒いウインドウが表示されます

が、しばらくお待ちください。特に問題がなけれ

ば、自動的に黒いウインドウは消えます。 

 

次は、事業終了時行って頂くアンインストール作

業となります。 2021年1月中旬頃に改めてご案内

致します。 

お手数をお掛けしますが、アンインストール日を

PFUコールセンターへお客様からご連絡ください。 

パソコン上の脅威検知機能を、弊社より一斉アンイ

ンストールさせていただきます。通信できる状態で

あれば弊社で対処した連絡後30分くらいでアンイン

ストールが始まります。通信できない状態のパソコ

ンは、次回通信ができる状態になるとアンインスト 

ールが始まります。 お客様側では、左下のWindowsマークをクリックし、「iNetSec Inspection Center」ソフト

の「アンインストール」を選択してください。脆弱性監視アプリケーションが削除されます。 何かお困りの際

は、PFUコールセンターへご連絡ください。 
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パソコンにインストールして頂く脅威検知ソフト

ウェアは、現在お客様がご使用の「既存」アンチウ

イルス製品へ「追加で」インストールできます。 

低スペックなパソコンでもご参加頂けますが、詳細

は諸元表をご確認ください。 

今回の事業では、より多くの参加組織にお使いい

ただくため、１組織で50台までご導入いただけま

す。 

組織内、出張先、在宅などインターネットに接続

さえできれば、どこからでも状況を見守れます。し 

かしながら、プロキシを導入されておられるお客様は、プロキシ環境外からの接続でも、脅威は検知し続けます

が、報告はプロキシ環境への復帰後となります。あらかじめご了承ください。 

 

次は、パソコン上の脆弱性監視がどのようなもの

かご説明します。 

 

社員の皆様がWindowsパソコンヘログインしたタ

イミングで、パソコン上の脆弱性を検査します。ロ

グオン後９０秒経過してから検査中のウインドウが

表示され、20～60秒ほどで検査は終了します。この

間も、業務は継続できます。 

 

ここでパソコンに脆弱性が見つかると、社員の皆

様の画面に、このようなポップアップウインドウが

表示され、セキュリティ担当者様に代わり、

Windows Updateなど必要な対策を是正指導致しま

す。つまり、管理者は日々社員へ是正指導を行う必

要はありません。 

しかしながら、セキュリティ担当者様だけが把握

できればよく、エンドユーザー様側への啓発を希望

されない場合は、このポップアップウインドウを非

表示とすることもできます。エンドユーザー様へ表 

示させたくない場合は、サービスヒアリングシートへの記載で「脆弱性検査の結果を表示しないようチェックマー

ク」を付けてください。  

この脆弱性の検査結果画面で、社員の皆様が、詳細ボタンを押して頂くと… 
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パソコン上で見つかった脆弱性を社員の皆様へお

知らせします。 

各指摘事項で、ボタンを押して頂くと、行うべき

対処が書かれたWebサイトがブラウザで表示されま

す。社員の皆様自ら、是正を行っていただけます。 

 

脆弱性結果の表示・非表示に関わらず、セキュリ

ティ担当者様へ、パソコン上に存在する脆弱性の状

況を、週報でご送付致します。 パソコン上の脆弱

性対策が日々進んでいることを実感頂けます。 

週毎に脆弱性のあるパソコン数の推移や、問題の

種類別の推移、ＯＳ種別毎のパソコン数の推移、 

 

Windows Updateをしていないパソコン数の推移、

未サポートOSバージョンから更新されていないパソ

コンの推移、OfficeやAdobe Readerなどサードパー

ティアプリの脆弱性を持つパソコン数の推移、それ

ら、問題があるパソコンと、必要な対処を一覧で掲

載します。社内への指導や、経営者への報告に使っ

て頂けます。 

 

次に、パソコン上の脅威を検知するサービスと、

脅威への対処ができない場合の駆け付け支援サービ

スを説明します。 

 

まず脅威の検知ですが、皆様の組織では、インター

ネットとの境界で、Firewall、IPS、UTM と呼ばれる

機器で検知して対処され、ここをすり抜けた脅威であ

っても、パソコンに搭載している Firewall やアンチウ

イルスソフトが検知して自動対処されています。 

ここまでの既存対策をすり抜けたものが、今回の事

業で検知させて頂き、ご報告をさせて頂きます。 つ

まり既存対策で「防いだ」ものは検知対象になりませ

ん。 昨年北陸で行ったサイバーセキュリティお助け

隊の事業では、1241 件 59 種のうち、分析官が絞込 

み、Emotet を含む 3 件 3 種の脅威のみ報告を行いました。 
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１日に１回、朝６～７時頃に、前日に検知した脅威

を日報としてご報告致します。 

初回の通知に限り、誤送付防止から手動確認をさせて

頂くため、昼頃のご送付となります。 

日報メールに添付される詳細情報は、事業申し込み

時にお客様毎にご指定いただく「添付ファイルのパス

ワード」で暗号化して添付致します。 

添付されたファイルを開くと、Excel 形式の詳細内

容が格納されています。 

掲載内容についてのご質問は PFU コールセンター 

が対応させて頂きます。通知時のメールに記載されております、お問合せ番号と、お客様番号をご連絡ください。 

 

この添付された詳細情報には、対処頂きたいコンピ

ュータ名や、対処の優先度をご判断いただく危険度、

対処すべきファイルの格納場所、判明している場合

は、マルウェアの種類、最後に検知された時刻 が掲

載されています。 

 

日報メールにも掲載させて頂きますが、皆様の会社で

導入されているアンチウイルス製品をお使い頂き、フ

ルスキャンを実施して、マルウェアの駆除を試みて頂

きます。 たとえば、シマンテック社のエンドポイン

トプロテクションでは、 

① タスクトレイを開き 

② Symantec のアイコンをクリック 

③ メニューから「開く」を選択 

④ 脅威スキャンメニューを選択 

⑤ 完全スキャンを実施します 

操作方法が解らない場合は、PFU コールセンターがお電話でご一緒に作業をさせていただきます。お気軽にご相談

ください。 

 

万が一、お使いのアンチウイルス製品で駆除ができ

ない場合は、PFU コールセンターへご連絡ください。 

弊社セキュリティオペレーションセンターから危険

なファイルを遠隔で隔離致します。 

隔離のご依頼の際は、報告メールに記載されている

お問合せ番号、お客様番号に加え、危険なファイルの

あるコンピュータ名・パス名・ファイル名をご指定頂

きます。 

ここで１つ注意点があります。ファイルから病んで

いる部分だけを除去する駆除ではありません。 強制 

的に指定されたファイルを安全な場所へ隔離させていただきます。 

隔離作業では、感染していた一部のファイルが欠けてしまうため、正規アプリケーションが起動できなくなるケー

スも稀に発生します。  この場合も、プログラムの修復インストール作業を、PFU コールセンターのエンジニアが

お電話でご一緒に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。 
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普段は、PFU の分析官が遠隔で対応しますが、ネ

ットワークから抜染されているなど、お客様が現地対

応を希望され、PFU 側で遠隔対応が難しいと判断し

た場合、PFU 現地エンジニアがお客様事業所へ駆け

つけて、マルウェア駆除などの初動対応をさせていた

だきます。ご対応は翌営業日以降でご調整させていた

だきます。なお、本事業では、中部・関西・関東以外

の地域、そして離島への「無償の」オンサイト対応は

行えません。 

オンサイトの対象の範囲は、本サービスで監視対象 

となっているパソコンに限定させていただきます。 

原則、初動対応支援のみとさせていただきます。 さらに詳細な調査をご希望の場合や、復旧作業が必要な場合は、

別途有償でのご提供をさせて頂きます。 

 

最後は、先着５社の企業様にご提供する「工場の IT

機器見える化」サービスのご紹介です。 

 

このオプションサービスでは、２週間程度、お客様

の工場ネットワークへセンサー装置を設置させて頂

くことで、工場管理者が把握していない IT 機器の設

置状況を把握できます。 私物機器など、管理者が意

図していない IT 機器を可視化致します。 

弊社センター装置をネットワークスイッチに LAN

ケーブルで接続するだけで調査が行えます。基本的

に、お客様のネットワーク環境を変更する必要はござ

いません。 

 

センサー装置の設置から回収までの流れですが、 

まず調査ツール設置のためお客様から情報提供を頂

きます。サービスヒアリングシートへの記載をお願い

します。 

弊社センサー装置一式を設置するため、お客様と調

整させて頂いた設置日に弊社エンジニアがお伺いし、

お客様立ち合いのもと作業致します。コンセント 2 口

と、工場ネットワーク内に通信できるネットワークス

イッチのポートを１つ、ネットワークスイッチと弊社

センサー装置を接続する LANケーブルを事前にご用 

意ください。 

予め調整させて頂いた設置から２週間後に、見える化ツールの撤去のため弊社エンジニアがお伺いし、お客様立ち

合いのもと作業致します。 

撤去から１～２週間後に、集計データを分析した報告書を PFU より送付させて頂きます。 

報告結果について、アンケートへご協力頂きます。 
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最後に、成果報告会の開催について説明します。 

 

本事業で得られた知見を皆様へ還元するため、成果

報告会をオンラインで開催させて頂きます。11 月後

半にご案内致しますが、12 月後半の開催を予定して

おります。日程的にご参加できない企業様は、説明会

で使用した資料をご送付致します。お気軽にご連絡く

ださい。成果報告会でも、皆様からご意見・ご感想を

賜りたいと考えています。 

 

それでは、引き続き、株式会社エヴァアビエーショ

ンと、富士通株式会社からサービス紹介をさせて頂き

ます。 

 

 


