
経済産業省/独立行政法人情報処理推進機構(IPA)  
「サイバーセキュリティお助け隊 実証事業（愛知県）」 
へのご参加について 
 
 
2019年6月19日/24日 

新領域開発部 サイバーリスク室 



１．「サイバーセキュリティお助け隊 実証事業（愛知県）」 実施の経緯 

※ 「サイバーセキュリティお助け隊 実証事業（愛知県）」 
   正確には、経済産業省平成30年度第二次補正予算「中小企業等強靭化対策事業」により補助を   
   受けた独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「中小企業向けサイバーセキュリティ事 
   後対応支援実証事業」のうち、MS&ADインターリスク総研株式会社が愛知県で実施する実証事業   
   をいう。 
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１－１ サイバーセキュリティに関する政策   
 近年のサイバーセキュリティの重要性の高まりを受け、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）を中心に各省庁が様々なサイバーセキュリティ

政策を展開している。 出典 ： 内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ戦略全体概要 
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１－２ 政府のサイバーセキュリティに関する予算   
政府のサイバーセキュリティに関する予算は年々増加傾向にある。 

出典 ： サイバーセキュリティ戦略本部 第２１回会合（平成３１年１月２４日） 資料７ 政府のサイバーセキュリティに関する予算  

予算事業としてサイバー以外も含むが、サイバー部分のみを合計
した数字 
例）1億円の予算事業のうちサイバー部分は3,000万円 など 
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１－３ サイバーセキュリティお助け隊 実証事業 概要(１) 
経済産業省平成30年度第二次補正予算「中小企業等強靭化対策事業」により補助を受けた独立行政法人情報処
理推進機構（IPA）が実施する「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証事業」として下記のとおり、実証
事業が行われる。 出典 ： 経済産業省 平成30年度 第2次補正予算 PR資料  
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１－４ サイバーセキュリティお助け隊 実証事業 概要(２) 
中小企業において特にサイバーセキュリティ対策が遅れていることを受け、経済・産業を所管する経済産業省は中小企
業向けサイバーセキュリティ対策支援政策を立案。国のIT政策実施機関として独立行政法人情報処理推進機構
(IPA)が事業実施。 出典 ： 経済産業省 2019年4月19日 第三回 産業サイバーセキュリティ研究会 資料4  
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１－５ サイバーセキュリティお助け隊 実証事業（愛知県）  

当社は愛知県を実証地域として選定し、各専門分野において我が国を代表する事業者（NTTアドバン
ステクノロジ(株)、デロイトトーマツサイバー合同会社、綜合警備保障(株)（ALSOK））およびグループ
会社である三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険と協業して実証事業を行います。 

【参考】経済産業省 ニュースリリース 
「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支
援実証事業」（サイバーセキュリティお助け隊）
の実施地域・事業者が決定しました 
https://www.meti.go.jp/press/2019/0
5/20190517002/20190517002.html 
 
【参考】IPA ホームページ 
「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支
援実証事業」に係る企画競争 
https://www.ipa.go.jp/about/kobo/ko
bo20190326.html 
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https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190517002/20190517002.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190517002/20190517002.html
https://www.ipa.go.jp/about/kobo/kobo20190326.html
https://www.ipa.go.jp/about/kobo/kobo20190326.html


２．実証事業の概要 
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２－１ 実証事業概要(１) 「全体概要」 
実証地域    ： 愛知県 
実証事業期間 ： 2019年6月～2020年2月(お助け隊稼働：2019年7月～2019年11月末予定） 
参加企業数   ： 約200社（中小企業基本法に定義する中小企業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

コールセンターによる相談受付 
駆けつけ隊による駆けつけサポート 

UTM機器配無償配備 
サイバー攻撃実態把握 

アンケートにより実態把握 
レベルに応じたセキュリティ対策 

サイバーセキュリティセミナー 
サイバーセキュリティ演習 

セキュリティ機器付帯 
サイバー保険の提供 

ベストプラクティスの提供 
組織体制整備支援によるレベルアップ 

リモート監視サービス 

主な実施メニュー 概要 
UTM機器配無償配備 
サイバー攻撃実態把握 

サイバー攻撃を検知するUTM機器を配備し、実証期間中のサイバー攻撃の検知、ログ保
全、不正アクセスの検知などトータルにセキュリティサービスを提供します。 

アンケートにより実態把握 
レベルに応じたセキュリティ対策 

事前アンケートによりセキュリティ対策レベルの確認、カテゴリー分けを行い適切なセキュリティ
対策支援を行います。事後アンケートにより実証事業の成果を確認します。 

サイバーセキュリティセミナー 
サイバーセキュリティ演習 

サイバーセキュリティに関する最新情報の提供や、サイバー演習による課題の洗い出しなどに
よる気づき、レベルアップを図ります。 

コールセンターによる相談受付 
駆けつけ隊による駆けつけサポート 

サイバーセキュリティに関する相談受付、初期対応を行うコールセンター、セキュリティインシデ
ント発生時の駆けつけ対応などに対応するお助け隊を設置します。 

リモート監視サービス UTM機器による遠隔監視サービスを提供します。 
サイバー保険の提供 配備するUTM機器付帯のサイバー保険を提供し、万が一に備えます。 
ベストプラクティスの提供 

組織体制整備支援によるレベルアップ 
中小企業向けのサイバーセキュリティ体制支援ツールやベストプラクティスを提供し、組織体
制整備支援を行い、意識向上やレベルアップを図ります。 
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２－１ 実証事業概要(２) 「スケジュール」 
スケジュール ： 
    19年6月19日、24日 名古屋で募集説明会開催 
    19年6月19日～ 実証事業参加申込 受付開始（7月12日〆切） 
    19年6月19日～ 事前アンケート回答（7月12日〆切） 
 
    ～19年7月19日 参加決定通知（ご参加いただけない場合もご連絡します） 
             
    19年7月25日 名古屋で開始説明会開催 
       順次UTM機器配備、コールセンター・駆けつけ隊・UTM機器稼働開始 
                                
    19年10月頃 中間報告会、サイバーセキュリティ演習など開催 
 
    19年11月末頃 コールセンター・駆けつけ隊・UTM機器稼働終了、UTM機器回収 
 
    19年12月上旬頃 事後アンケート回答 ヒアリング 
    19年12月中旬頃 成果報告会開催 
               

 

お
助
け
隊
稼
働
期
間 
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高度な 
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自立した対策・
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体制 
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組織構築・立ち上げ 

色々なレベルの 
中小企業が参画可能 

他社対応状況、最新動向、
ベストプラクティス、ニュース、
訓練・セミナーでの気づき 等 

参加 

参加 

参加 

実証事業の対象企業 

コールセンター 
駆けつけ隊 
等による支援 

２－２ 実証事業概要(３) 「実証事業の目指す姿」 
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２－３ 実証事業概要(４) 「実証事業参加により得られる効果」 

実証参加企業のメリット 
 
メリット（１） 
 実証期間中、無償でセキュリティ機器が配備され、リモート監視サービス等を受けられます。 
 （セキュリティ機器稼働期間中、サイバー保険が付帯されます） 
 
メリット（２） 
 コールセンターや駆けつけ隊などサイバーセキュリティ支援体制を活用できます。 
 
メリット（３） 
 セミナーや演習、中間報告会・成果報告会等を通じて、本実証事業の進捗を含めサイ
バーセキュリティに関する最新情報を入手することができます。 
 
メリット（４） 
 実証事業全般を通じて、自社のサイバーセキュリティ体制強化につながります。 



３．参加申込方法 
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３－１ 実証事業参加申込方法 
ＳＴＥＰ１ 
 

専用ページから「参加申込登録」 7/12（金）〆切 
※MS&ADインターリスク総研のホームページにて完結します。 

 

ＳＴＥＰ２ 
 

事前アンケートへのご回答 7/12（金）〆切 
※ アンケート回答方法は、本資料のP18をご参照ください。 

 
 

ＳＴＥＰ３ 
 

 7/25（木）「開始説明会」へのご参加 

事業参加企業 
として選定 

実証参加企業 
にはならなかった 

実証事業自体には参加いただけ
ませんが、中間報告会や成果報
告会には一般参加が可能です。 

※ 参加決定通知は７月１９日（金）までに参加申込み時登録いただいたメールアドレスへご連絡します。 
※ 残念ながらご参加いただけない場合も、その旨メールにてご連絡します。 

参加決定通知 
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ＳＴＥＰ１ 
専用ページから「参加申込登録」 
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３－２ ＳＴＥＰ１ 専用ページから「参加申込登録」 7/12（金）〆切  
MS&ADインターリスク総研HPの専用ページより参加申込
（6/19~オープン 参加申込受付開始） 
 
https://www.irric.co.jp/2019otasuke 

https://www.irric.co.jp/2019otasuke
https://www.irric.co.jp/2019otasuke
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３－２ ＳＴＥＰ１ 専用ページから「参加申込登録」 7/12（金）〆切  

必要事項を入力し、情報の取扱やそ
の他誓約事項に同意の上、申込登
録完了ください。 
（登録完了すると、登録したメールアドレ
スに申込完了通知※が届きます） 
 
※ 申込完了通知メールには、ＳＴＥＰ２の「事前  
   アンケート」が添付されております。 
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ＳＴＥＰ２ 
事前アンケートへのご回答 
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３－３ ＳＴＥＰ２ 事前アンケートへのご回答  7/12（金）〆切  
① MS&ADインターリスク総研HPの専用ページよりダウンロード 
   (6/19~ ダウンロード可能） 
② ＳＴＥＰ１の「申込完了通知メール」に添付されている事前アンケートのファイル  
 
①②のいずれか（どちらも同じ事前アンケートです）にて必要事項記載後、   

CyberRisk_irric@ms-ad-hd.comへ提出 
        
        
  
        
        
      
        
        
      
        
        
      
 
 

mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
https://www.irric.co.jp/2019otasuke
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３－３ ＳＴＥＰ２ 事前アンケートへのご回答  7/12（金）〆切  

アンケートの必要項目（全９ページ）に最後までご回答の上、 
CyberRisk_irric@ms-ad-hd.comへご提出ください。 

・・・ 

mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
mailto:CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com
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ＳＴＥＰ３ 
開始説明会へのご参加 
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３－４  ＳＴＥＰ３（参加決定通知後）7/25（木）「開始説明会」へのご参加 

2019年7月25日（木） 実証事業 開始説明会 

※ 実証事業の本格スタート（キックオフ）の位置づけ 
※ 開始説明会への参加方法は参加決定通知にてご案内いたします。 

組
織
体
制 

整
備 

レ
ベ
ル 

セキュリティ対策レベル 

 

ＳＴＥＰ１  
 参加申込完了 

ＳＴＥＰ２  
 事前アンケート提出 

事務局にて下記を判断 
・セキュリティレベル等に応じたカテゴリー分け 
・実証事業参加可否 

参加決定通知 

ＳＴＥＰ３ 

※ 参加決定通知は７月１９日（金）までに参加申込み時に登録 
   いただいたメールアドレスへご連絡します。 
※ 残念ながらご参加いただけない場合も、その旨メールにてご連絡します。 
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３－４  （参加決定通知後）7/25（木）「開始説明会」へのご参加 

説明会 日程 会場（予定） 会場規模 

開始説明会 

2019年7月25日（木） 
10:30~12:30（10:00開場） TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 300名 

2019年7月25日（木） 
14:00~16:00（13:30開場） TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 300名 

〒453-0014 
愛知県名古屋市中村区則武1-6-3 ベルヴュオフィス名古屋 

※ 開始説明会へ
の参加方法は、参
加決定通知にてご
案内いたします。 



Front Runner In Risk Solutions 
23 

３－５ 実証事業参加対象企業 

① 愛知県に本社を置いていること 
② 中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者であること（下表） 
③ 実証事業の主旨に賛同し、アンケートの協力、説明会参加・セミナー・演習への参加、  
   UTM機器の設置、ヒアリングへの協力などに対応いただけること 
④ 反社会的勢力の関与がないこと  
 （原則として）UTM設置に応じることができる企業（ネット接続環境があること） 

※ UTM設置できない場合は、C群に分類され、コールセンターや駆けつけ隊など、実証事業のコア  
   部分の十分な活用ができず、セミナーや説明会への参加など限定的な参加となります。） 

出典 ： 中小企業庁ホームページ 中小企業基本法に定める中小企業者の定義より作成 

【参加希望企業が200社を大幅超過した場合】 
①企業規模、業種のバランス、②サプライチェーン構成、③アンケート回答状況、その他により総合的に判断し、定員を超過した場合には参加を 
お断りするケースもあります。その場合でも、説明会等に一般参加いただくことは可能です。 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） 小規模企業者 

資本金の額又は 
出資の総額 

常時使用する 
従業員の数 

常時使用する 
従業員の数 

(1) 製造業、建設業、運輸業 
   その他業種((2)～(4)を除く） 3億円以下 300人以下 20人以下 

(2) 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下 

(3) サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下 

(4) 小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下 
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３－６ その他注意事項 （詳細は募集要項・参加規約をご参照ください） 

(1) 本実証事業で用いるUTM機器の取扱い 
本実証事業で用いるネットワーク環境については、選定企業の保有資産を活用することとします。 
UTM機器についてはNTTアドバンステクノロジもしくはALSOK(綜合警備保障)にて手配した機器を使用し、本実証事業
期間中は選定企業の費用負担は発生いたしません。実証事業期間終了後、UTM機器の回収を行います。 
 
(2) 費用負担 
本実証事業への参加自体は無料です。ただし、参加企業が本実証事業に参加するにあたって労力や費用（例：説明
会、報告会等の参加に伴う旅費等）の自己負担が生じた場合において、費用弁償は行いません。 
 
(3) 特別措置 
以下のような不正が確認された場合は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と協議のうえ、本実証事業への参加
を、取消しもしくは無効とする等の措置を講じます。 
・参加企業が反社会的勢力であると判明したとき 
・申込み内容と実態とに異なる事実が認められたとき 
・その他、IPAもしくはMS&ADインターリスク総研株式会社が本実証事業への参加を不適切と判断したとき 
 
(4) 企業・個人情報の取扱い等 
説明会や報告会へのお申込みいただいた際の情報は、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、
MS&ADインターリスク総研株式会社のほか、本実証事業の共催者・事務局に共有されます。また本実証事業やIPAの
中小企業関連施策に関するご案内などに利用させていただきます。 
 
(5) サイバー事故が起きた場合の補償範囲について 
本実証事業ではUTM機器への保険付帯のみおこなっています。本実証事業によるコールセンターや駆けつけ隊の利用に費
用は掛かりませんが、復旧費用等その他発生する費用については各企業で自己負担いただきます。 
またサイバー事故が起きた場合でも、IPA・愛知県お助け隊事務局（MS&ADインターリスク総研）、各協力企業は責任
を負いません。 



【本件に関するお問い合わせ先】 
愛知県お助け隊事務局 

 
MS&ADインターリスク総研株式会社 

新領域開発部 サイバーリスク室 
（土井、槇、依田） 

 
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス10階 

TEL ： 080-3343-9063（本実証事業専用電話です） 

CyberRisk_irric@ms-ad-hd.com 
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