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●

情報システムにおけるログ管理の実態調査に
関する報告書を公開！

●

2016年度
「未踏IT人材発掘・育成事業」
16件のプロジェクトがスタート！

● 「安心相談窓口だより」
の配信を開始しました！
●

2015年の情報セキュリティ関連事件を分析！
「情報セキュリティ白書2016」
を発行

● 「経済産業省

子どもデー」
に今年も参加
未踏事業の成果物を子どもたちが夢中で体験！

●

ｉコンピテンシ ディクショナリセミナーを開催

6 月の活動内容

NEWS & TOPICS

セキュリティセンター

情報システムにおけるログ管理の実態調査に関する報告書を公開！
「企業における情報システムのログ管理に関する実態調査」
報告書の公開

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160609.html
標的型攻撃をはじめとするサイバー攻撃や、内部不正による
情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントへの対応にあ

たっては、情報システムのログから痕跡や証拠を得ることが重
要です。また、インシデントを早期発見し、抑止する観点からも、
適切なログ管理は必要不可欠です。
そこで、IPAではユーザー企業＊1 が行っているログ管理の実
態についてヒアリングを実施しました。その結果、大企業と中

理システムの導入に向けた検討が行えます。
ログ管理は、対策状況レベルの把握と目的の明確化が第一
歩です。インシデントに備えた適切なログ管理に向け、ぜひ本
報告書をご活用ください。
＊1 対象は大企業 6 社と中小企業 5 社。中小企業の定義は中小企業基本法に基づく。
＊2 大企業は 6 社中 4 社、中小企業は 5 社中 1 社が「明確な目的と準備」に基づき実施。

■ ログ管理製品の実装レベル（調査報告書P75）
レベル
ステージ 1
ログの収集と蓄積

目的

システム構成

◦インシデントの原因究明

◦既存システムの利用
◦ログ管理サーバーの
導入

◦数 10 万円〜

小企業では、ログ管理を実施する上で「明確な目的と準備」の
有無に違いがあることが判明しました＊2。本報告書では、この
結果とログ管理製品事業者および有識者の知見を踏まえ、ロ

ステージ 2
精度の高いログの
収集と検出

◦インシデントの検知
◦インシデントの原因究明

◦ホスト実装型または
ゲートウェイ型のログ
管理製品の導入

◦ホスト実装型
100 台構成
200 万円〜
◦ゲートウェイ型
50 万円〜
◦フリーソフト
無償版製品の利用

ステージ 3
自社における分析

◦インシデントの検知
◦インシデントの原因分析

◦総合ログ管理製品の
導入

◦ 200 万円〜

ステージ 4
自社における監視

◦インシデントの検知
◦異常・不正監視

◦SIEM製品の導入

◦ 700 万円〜

グ管理の目的を明確にし、レベルごとに対策状況を 4 分類した
「ログ管理製品の実装レベル」
をまとめています。この表では
「行
うべきこと」をもとに、それに必要な「想定されるシステム構成」
と「導入概算費用」を示しており、自組織の現状把握と、ログ管
イノベーション人材センター

2016年度
「未踏IT人材発掘・育成事業」
16件のプロジェクトがスタート！
2016 年度「未踏IT人材発掘・育成事業」
採択プロジェクトを決定

▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2016/20160615.html
IPA は、2016 年度
「未踏 IT 人材発掘・育成事業」
において、

導入概算費用

セキュリティセンター

「安心相談窓口だより」
の配信を
開始しました！
「安心相談窓口だより」の公開

▶ https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayoriindex.html
IPAは、6 月より新コンテンツ「安心相談窓口だより」を公開

しました。安心相談窓口だよりでは、IPAが開設している情報

16 件のプロジェクト
（クリエータ31 名）
を採択しました。本年

セキュリティ安心相談窓口に寄せられる相談内容などをもとに、

度からは、PM
（プロジェクトマネージャ）
を2 名追加し、これ

パソコンやスマートフォンでのトラブルについて、事象の解説

まで以上に多彩なプロジェクトを採択しています。また、採択

や注意喚起を行います。情報セキュリティに関するさまざまな

されたクリエータの中には、IPA の
「セキュリティ・キャンプ」

テーマを取り上げ、不定期で公開・更新していく予定です。被

の修了生が 5 名、一昨年から連携している
「U-22 プログラミ

害防止に向けた自己学習や、普及啓発のための資料などとし

ング・コンテスト」
の受賞者 1 名が含まれており、これらIT 人

てお役立てください。

材育成の関連事業で育成されたクリエータ達が、未踏事業へ
挑戦し、結果を出しています。採択されたクリエータたちは、
来年の成果報告会に向け、それぞれの開発プロジェクトを進
めていきます。

2016 年度未踏事業 ブースト会議
（キックオフ会）
の様子

2
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安心相談窓口だより
「ウイルス感染したという警告でアプリのインストールを誘導する手口が急増」

NEWS & TOPICS

7月の活動内容

セキュリティセンター

2015年の情報セキュリティ関連事件を分析！
「情報セキュリティ白書2016」
を発行
7 月 15 日より「情報セキュリティ白書 2016」の販売を開始
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160714.html

IPAが毎年発行している「情報セキュリティ白書」は、国内外
で起きた情報セキュリティ全般に関する事例や状況をまとめた
書籍です。

情報セキュリティの動向の把握および対策の実践に役立つ
情報の収集に、本書をご活用ください。
＊1 平成 28 年 3 月 3 日の警察庁発表によれば、2015 年の被害額は過去最悪の 30 億 7300
万円となった。
https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/H280303_banking.pdf
＊2「情報セキュリティ10 大脅威 2016」
https://www.ipa.go.jp/files/000051691.pdf

「情報セキュリティ白書 2016」の対象である2015 年は、国
内の不正送金の被害額が過去最悪となった＊1 ほか、標的型攻
撃により日本年金機構から125 万件の個人情報が流出したこ
とも話題になりました。また、海外でも不正アクセスによる米
国政府機関からの大量の個人情報流出、複合的なサイバー攻
撃によるウクライナの大規模な停電など、社会の基盤となる情
報やシステムを狙ったインシデントが相次ぎました。
本書では、これらの具体的事例を取り上げ、その攻撃の手口、
政策や法整備の状況等を解説しています。また、昨年に引き続
き自動車、制御システム、IoTに関する情報セキュリティを注目
すべきテーマとして取り上げ、今年 3 月に公開した「情報セキュ
＊2
も第 2 部に収録しています。
リティ10 大脅威 2016」

イノベーション人材センター

発行：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
印刷書籍版：
ISBN 978-4-905318-41-5
定価：2,000 円（税別）
ソフトカバー／ A4 判
電子書籍版：
ISBN 978-4-905318-42-2
定価：1,600 円（税別）

HRD イニシアティブセンター

「経済産業省 子どもデー 」に今年も参加
未踏事業の成果物を子どもたちが夢中で体験！
経済産業省で開催される「子どもデー 」に参加します！

▶ http://www.ipa.go.jp/about/event/kidsday2016/20160707.html
7 月 27 日（水）
〜28 日（木）に、各省庁等の活動を子どもた
ちやその保護者に紹介するイベント「子ども霞が関見学デー 」
が開催されました。IPAは、経済産業省の活動を紹介する「経
済産業省 子どもデー 」に参加し、未踏事業の成果物であるソフ
トウェアやアプリを用いたワークショップなどを実施しました。
iPadを使ったオリジナル絵本の制作講座や、ゲームを進め
ながらプログラミングを学ぶ講座、野球のピッチング動作を
iPadのカメラ機能で解析し、速い球を投げるフォームを身につ
けるアプリの体験コーナーを開設し、各プログラムに子どもた
ちが熱心に取り組んでいました。

ｉコンピテンシ ディクショナリセミナーを開催
「ITを駆使したグローバル競争力強化のために」
セミナー開催について

▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/event_20160712.html
IPAは、7月12日
（火）
にｉコンピテンシ ディクショナリ
（以下、
iCD）に関するセミナーを開催しました。IPAが、6 月に米国の
IEEE- CS＊1 との相互協力関係を構築するため、グローバル・ア

ライアンス・メンバーに関する覚書を締結したことを受け、基
調講演にはIEEE-CSのVice Presidentであるアンディ・チェン
氏を迎え、グローバル化の中でのIT人材育成をテーマにご講
演いただきました。
そのほか、iCDの最新動向や、民間 3 団体＊2 の協力を得て今
年 4 月から始まったiCD活用企業認証制度について、Gold認
証された企業の事例紹介なども行いました。
＊1 IEEE-Computer Society
（CS）
＊2 スキル標準ユーザー協会、コンピュータソフトウェア協会、福岡県情報サービス産業協会

IEEE-Computer Society
（CS）
とIPAが相互協力協定を締結
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_competency_dictionary/ieee-cs-mou.html

iPadで絵本をつくろう！
〜「ピッケのつくるえほん」ワークショップ〜

ゲームをハッキングしてプログラミングを
楽しく学べるワークショップ
〜 HackforPlay
（ハックフォープレイ）を
体験してみよう！〜

「野球のピッチング動作を解析する」
体験コーナー
〜 fitform
（フィットフォーム）を使ってみよう〜

アンディ・チェン氏による基調講演

iCD 活用企業認証制度の事例紹介
（パネルディスカッション）
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主 要 3 分 野 か ら

分 野 別 の 取り組 み 紹 介

情報セキュリティ

逆転の発想でIoT製品のセキュリティ対策！インターネット接続機器の検索サービス活用法
さまざまな
“モノ”
がインターネットを介してつながる IoTの

■ 2016.5.13 現在、各サービスによって国内で登録されている機器台数
（機能ごと）

時代が訪れています。IoTの普及で、生活の利便性の向上や新

機器がもつサーバー機能

しいサービスの創出が期待される一方で、インターネットにつ
ながることが新たな攻撃の経路となるなど、セキュリティ面の

主要な脅威・リスク

脅威が懸念されます。
IPAでは、インターネット接続機器の検索エンジン
「SHODAN」
を用いたセキュリティ対策レポートを2014 年 2 月に公表し、さ
用いた対策を追記した改版を公表しました。
いずれの検索エンジンも、パスワードが初期設定のままになっ
ているものや、本来、インターネットに接続することを想定して
いないものなど、セキュリティ上のリスクがある機器が検索で
きるため、攻撃者にとって有益なツールと考えられていますが、
身の回りの機器やシステムがインターネット上でどのように見
られているかを確認することで、事前の対策が可能になります。
Censysは無料で活用でき、検索ヒット数がSHODANと比較
しても多いことが特徴です。下記レポートでは、それぞれのツー

機器

らに今年 5 月には新たに開発された検索エンジン
「Censys」
を

ウェブ
機能

ファイル
共有機能

メール
機能

DNS/NTP
機能

情報漏えい
設定情報の
変更

情報
漏えい

攻撃の
踏み台

攻撃の
踏み台

複合（プリンター、スキャナー、
FAX）

○

○

○

ネットワーク対応ハードディスク

○

○

○

カメラ（IPカメラ、WEBカメラ）

○

○

○

テレビ会議システム

○

○

ブロードバンドルーター

○

○

デバイスサーバー
（USBサー
バー、プリンターサーバー ）

○

○

○

デジタル液晶テレビ
ブルーレイディスクレコーダー
ハードディスクレコーダー

○

○

使用プロトコル

HTTP

FTP/SMB/
NetBIOS

SMTP

DNS/NTP

ポート番号

80, 8080

21,137, 445

25

53, 123

SHODANに登録されている
機器台数

1,235,594

387,204

27,174

216,134

Censysに登録されている
機器台数

1,930,509

761,328

1,311,075

568,852

ルの使い方を例示しながら、実際の検索結果の一例をご紹介
しています。IoT機器の情報セキュリティ対策強化にお役立て
ください。

改訂版「増加するインターネット接続機器の不適切な情報公開とその対策」を公開
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160531.html

ソフトウェアの高信頼化

SEC特別セミナー開催！今年のテーマは「システムズエンジニアリング」
IPAでは、10 月 24 日
（月）
、26 日
（水）
にSEC特別セミナーを
東京、大阪で開催します。
SEC特別セミナーとは、2009 年からIPAが毎年開催してい
るもので、システム開発業界において注目されているテーマに
基づき、国内外から講師を招き、講演を行っています。
今年は、今後ますます加速するIoTの進展を見据え、複合的
で複雑な要求に応えるシステムを確実に実現するための方法
論
「システムズエンジニアリング」
の普及を目的に、その世界的
権威であるドイツ フラウンホーファー研究機構 実験的ソフトウェ
ア工学研究所
（IESE）
から講師をお招きして講演を行います。
講演では、IPAとIESEが協業して行った
「欧州企業における
システムズエンジニアリングの先進適用事例・課題克服のベス
トプラクティスの調査・分析」
から得られた成功事例や教訓事例
についてIESE講師が解説を行います。また、国内の産学有識
者によるシステムズエンジニアリングの有用性・有効性に関す
る講演も行います。
本セミナーによって、IoT関連のシステム開発における課題
解決のヒントや、新しい気づきや知見の習得が期待できます。
ぜひ、ご参加ください。

SEC特別セミナー「IoT時代に向けたシステム開発における課題と備え
〜システムズエンジニアリングのベストプラクティス事例〜 」
日 時▶ 10 月 24 日（月）
（東京）、26 日（水）
（大阪）10：00～17：00
参加費▶ 無料
会 場▶ 東京：慶應義塾大学 三田キャンパス北館ホール（定員200名）
大阪：大阪大学中之島センター10階 佐治敬三メモリアルホール（定員200名）
ＵＲＬ▶ http://sec.ipa.go.jp/seminar/20161024.html（東京）

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20161026.html（大阪）

■ システムズエンジニアリングにおけるIESEとIPAの関係

IESE
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技術研究

システムズエンジニアリング
（ソフトウェア開発手法）

システムズエンジニアリングの
海外事例調査・分析

IoT

国内独自仕様システムと
インダストリー 4.0 準拠システムとの
相互運用に関する実証実験

インダストリー 4.0
ビッグデータ
スマートエコシステム
クラウドコンピューティング
スマートルーラルエリア

技術提携
協業プロジェクト

国内の産業界などへ展開
IESE 講師による
特別セミナー・ワーク
ショップの開催

クオリティマネジメント

（ソフトウェアの品質管理）

コンピテンスマネジメント
（技術者の能力管理）
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IPA

最近の主要研究領域

○○○○○○

○○

○○

○○

書籍の発行

○○

○○

○○

IT人材の育成

セキュリティ・ミニキャンプ、今年度は全 9 地域で開催！
IPAとセキュリティ・キャンプ実施協議会が共同主催で毎年

一般講座：年齢不問、事前選考なし 定員 70 名程度（どなたでもご参加いただけます。）
専門講座：25 歳以下の学生、事前選考あり 定員 20 名程度

開催している「セキュリティ・キャンプ」は、高度なサイバーセ

日 程

キュリティ人材を発掘し、育成する取り組みです。セキュリ
ティ・キャンプを地元でも開催したいという各地からのご要
望に応え、2013 年から始まったセキュリティ・キャンプ地方
大会（セキュリティ・ミニキャンプ）は、今年で4年目を迎えます。
今年は、昨年の開催地域に近畿・中国・四国地方を新たに追加
し、全 9 地域での開催を予定しています。
セキュリティ・ミニキャンプは、一般の皆さまへの啓発を主
たる目的とした、情報セキュリティの最新動向を学ぶ「一般講

名

称

専門講座テーマ

5/21（土）
〜
5/22（日）

セキュリティ・ミニキャンプ in 四国 2016（高松）
通信
＊開催済み

9/16（金）
〜
9/19（月）

セキュリティ・キャンプ九州 in 福岡 2016

9/17（土）
〜
9/18（日）

セキュリティ・ミニキャンプ in 関東 2016（甲府） IoT

9/23（金）
〜
9/25（日）

セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2016（広島） 検知

11/5（土）
〜
11/6（日）

セキュリティ・ミニキャンプ in 北海道 2016
＊一般講座の開催なし

アプリケーション・解析

検知・アプリケーション・
IoTほか

11/25（金）
〜
セキュリティ・ミニキャンプ in 東北 2016（青森） アプリケーション
11/26（土）

座」と、25 歳以下の学生を対象に専門性の高い技術的な講義
を行う「専門講座」の 2 部構成で開催されます。なお、専門講座

12/3（土）
〜
12/4（日）

で学習する内容は、各地においてご要望の多かったテーマを

12/16（金）
〜
セキュリティ・ミニキャンプ in 沖縄 2016
12/18（日）

中心に決定しています。参加申込み受付は、順次、ウェブペー

2/25（土）
〜
2/26（日）

ジにて開始する予定です。皆さまのご参加をお待ちしています。

セキュリティ・ミニキャンプ in 北陸 2016（金沢） IoT
検知ほか未定

セキュリティ・ミニキャンプ in 近畿 2017（京都） 未定

専門講座のテーマは変更になる場合もございます。詳細は下記ウェブページをご参照ください。

セキュリティ・キャンプ地方大会
▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html

今年は 5 月に、中学生限定で専門講座を実施する「セキュリティ・ジュニアキャン
プ in 高知 2016」も初開催されました

Special Contents

▶▶▶
「情報処理安全確保支援士」
制度がはじまります！
2016年度内に新しい国家資格「情報処理安全確保支援士」制度が創設されます。
まもなく運営が開始される本制度や試験はどんなものなのか、少しだけご紹介します！
「情報処理安全確保支援士」
制度とは？

▶

情報処理安全確保支援士試験に合格すると、情
報処理安全確保支援士（支援士）の登録簿へ
の登録申請が可能となり、登録を受けることで
支援士になります。
なお、情報セキュリティスペシャリスト試験（SC）
と、一部過去の試験区分（ SS・SU＊、SV＊ ）の合
格者も登録申請が可能になる予定です。

＊ SS・SU:情報セキュリティアドミニストレータ試験
＊ SV:テクニカルエンジニア
（情報セキュリティ）
試験

高度試験【Lv.4】

NEW 情報処理安全確保支援士試験

IT ストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験

【Lv.2】
ＩＴパスポート試験

情報処理安全確保支援士になるには？

情報処理安全確保支援士試験

情報処理技術者試験
情 報 セ キュリ ティ
マ ネ ジ メン ト 試 験

▶

情報セキュリティに関する高度な知識・技能を
有する人材を対象とした、登録制の国家資格
です。
国家資格を通じて、情報セキュリティ人材を確
保するとともに、登録情報の公表（見える化）
により、企業などにおける人材活用の促進が
期待できます。

【Lv.1】

ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
情報セキュリティスペシャリスト試験
（SC）
IT サービスマネージャ試験
システム監査技術者試験

基本情報技術者試験【Lv.2】

応用情報技術者試験【Lv.3】

（情報セキュリティスペシャリスト試験
（SC）
）
＊ 平成29年度春期試験から実施予定

・既存の SC と同等レベルの位置づけ。
・合格者には、合格証を交付。
（支援士になる資格を有する者になります。）

① 登録申請

② 登録簿に登録

情報処理安全確保支援士
・資格名称を独占的に使用可能。
・登録情報を一般に公開。
（氏名等の個人情報は本人の希望により非公開）
・講習受講義務により、最新の知識・技能を
維持

既存の「情報セキュリティスペシャリスト試験」は平成28年度秋期試験をもって終了、「情報処理安全確保
支援士試験」として、平成29年度春期試験から新たに実施予定です。支援士制度に関する詳細は、随時、
ウェブページなどで公開する予定です。

ご参考 ▶ 試験ワーキンググループ中間とりまとめ 〜情報処理安全確保支援士制度〜
（2016年4月27日公開）

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/shiken̲wg/pdf/report̲01̲01̲00.pdf
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やってみよう！

情報セキュリティマネジメント試験
過 去 問 題 （午前試験）
平成 28 年度春期から始まった「情報セキュリティスペシャリスト試験」は、情報セキュリティの基礎知識から管理能力ま
でバランス良く習得するのに役立つ国家試験です。午前試験では、主に情報セキュリティの考え方をはじめ、情報セキュ
リティ管理の実践規範、各種対策、関連法規などの知識を問います。平成 28 年度春期試験で出題された過去問題に挑戦
してみましょう！

問1

28春 問4

ノートPCやスマートフォンなどのモバイル機器に重要情報を格納して持ち出すとき,機器の紛失による
情報漏えい対策として有効なものはどれか。
ア：モバイル機器でのSNSの使用を制限する。
イ：モバイル機器内の情報をリモートから消去できるツールを導入する。
ウ：モバイル機器に通信を暗号化するツールを導入する。
エ：モバイル機器にのぞき見防止フィルムを貼付する。

問2

28春 問10

利用者アクセスログの取扱いのうち，IPA“組織における内部不正防止ガイドライン”にも記載されており，
内部不正の早期発見及び事後対策の観点で適切なものはどれか。
ア：コストにかかわらずログを永久保存する。
イ：利用者にログの管理権限を付与する。
ウ：利用者にログの保存期間を周知する。
エ：ログを定期的に確認する。

問3

28春 問11

BYODの説明，及びその情報セキュリティリスクに関する記述のうち，適切なものはどれか。
ア：従業員が企業から貸与された情報端末を，客先などへの移動中に業務に利用することであり，ショルダハッキングなどの
情報セキュリティリスクが増大する。
イ：従業員が企業から貸与された情報端末を，自宅に持ち帰って私的に利用することであり，機密情報の漏えいなどの情報セキュ
リティリスクが増大する。
ウ：従業員が私的に保有する情報端末を，職場での休憩時間などに私的に利用することであり，セキュリティ意識の低下など
に起因する情報セキュリティリスクが増大する。
エ：従業員が私的に保有する情報端末を業務に利用することであり，セキュリティ設定の不備に起因するウイルス感染などの
情報セキュリティリスクが増大する。
正解：

担当からの一言

問1

イ

問2

エ

問3

エ

偽メールに惑わされないために、情報セキュリティ感度を高めましょう！

6 月、大手運送会社の配達通知を装った添付ファイル付の偽メールが大量に送信され、ニュースになりました。この偽メールは、運送会社が実際
に送付しているメールと同じ件名を使い、メールの本文も違和感のない日本語文となっていて、つい騙されてしまいそうな仕掛けとなっていたよう
です。この例は、不特定多数に送られていることから「ばらまき型メール」と呼ばれ、特定の対象を狙った「標的型攻撃メール」と区別されていますが、
いずれも手口は巧妙化しており、受信したメールが怪しいかどうかの判断が困難です。メールを利用する以上、いつこのような不審メールを受信し
てもおかしくない状況にありますが、このような攻撃メールによるウイルス感染を防ぐには、一人ひとりがセキュリティに関する正しい知識を身につけ、
不審メールを「何かおかしい？」と感じる「感度」を高めることが大切です。
さて、情報セキュリティマネジメント試験の午後問題は、身近な事例をベースにしたケーススタディ形式で出題しています。例えば、4 月実施の初
回試験では、標的型攻撃メールの脅威と対策について取り上げており、標的型攻撃メールの見分け方や、添付ファイルを開封してしまった時にとる
べき初動対応に関する出題もありました。本試験では、実践的な知識を習得でき、それが情報セキュリティの感度を高める訓練にもなります。巧妙
化するさまざまな攻撃への対策として、情報セキュリティマネジメント試験を、ぜひご活用ください。

情報セキュリティマネジメント試験 第 2 回試験（平成 28 年度秋期［ 10/16 実施］）も試験日当日に掲載予定！
▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/_index_mondai.html

情報処理技術者試験センター
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原田

みおり

主なイベント・セミナー情報

職 員 コ ラ ム

10 月 October

セキュリティセンター 情報セキュリティ分析ラボラトリー長

■ イベント 戦略企画部

小川 隆一

CEATEC JAPAN 2016（出展）

［日時］10 月 4 日（火）
〜7 日（金）10：00～17：00
［会場］幕張メッセ ＊参加費についてはウェブサイトをご参照ください。

■ イベント セキュリティセンター

情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2016（出展）

「情報セキュリティ白書 2016」の発行

［日時］10 月 7 日（金）
〜8 日（土）
［会場］湯沢町公民館、湯沢東映ホテル 定員 300 名
（参加費：一般 15,000 円、学生［社会人学生を除く］5,000 円）

情報セキュリティ白書は、国内外の情報セキュリティに関する

サイバーセキュリティワールド2016 [危機管理産業展 特別併催企画]（出展）

最新事例・対策状況をまとめ、皆さまにお届けしています。

［日時］10 月 19 日（水）
〜21 日（金）
［会場］東京ビッグサイト（参加費：2,000 円［招待券持参者・事前登録者は無料］
）

2016 年度版では、大きな脅威として日本年金機構事件に代表

■ セミナー

される標的型攻撃、不正送金の被害拡大、ランサムウェアの被害

HRDイニシアティブセンター

ｉコンピテンシ ディクショナリ説明会

急増などを取り上げました。また、発電所や自動車への攻撃、脆

［日時］10 月 20 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）

弱なIoT機器を悪用した攻撃等などの新しい脅威もご紹介してい

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

ます。昨年と比べて攻撃手法に大きな変化はないのですが、より

SEC特別セミナー IoT時代に向けたシステム開発における課題と備え

〜システムズエンジニアリングのベストプラクティス事例〜

巧妙に、より深刻になったと感じます。

［日時］10 月 24 日（月）
・26（水）10：00〜17：00
［会場］24 日：慶應義塾大学 三田キャンパス 26 日：大阪大学中之島センター
定員各 200 名（参加費：無料）＊ITC実践力ポイント付与

一方、対策については、国内ではセキュリティ関連法制の整備、
重要インフラ防御の重点化、人材育成の新制度、セキュリティに

11 月 November

対する経営層の参画などがトピックとなりました。海外では、米

■ イベント イノベーション人材センター

国のサイバー監視強化、欧州のプライバシー保護強化の 2 つの制

セキュリティ・ミニキャンプ in 北海道 2016

度化が進み、今後大きな潮流となることを印象づけました。

［日時］11 月 5 日（土）
〜6（日）専門講座のみ開催
［会場］北海道大学情報基盤センター 定員：20 名程度（参加費：無料）

本白書はこのように、国内外のさまざまなファクト（事実）を収

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

集・分析しますが、これは容易ではありません。単なる事実の羅

Embedded Technology 2016／組込み総合技術展
IoT Technology 2016／ IoT総合技術展（同時開催・共通エリア出展）

列ではなく、読む人の役に立つ分析をしたいのですが、例えば、あ

［日時］11 月 16 日（水）
〜18 日（金）10：00〜17：00（ 2 日目は 18：00まで）
［会場］パシフィコ横浜（参加費：1,000 円［事前登録・招待券持参者は無料］
）

る脅威が増大していることを示す事例が十分あるとは限らず、得

■ イベント セキュリティセンター

られた事例も、間違いをなくすため関連情報を調べることもしば

ITC Conference 2016（出展）

しばです。数人の編集者でさまざまなトピックをカバーし、多く

［日時］11 月 18 日（金）
〜19 日（土）
［会場］ベルサール新宿グランド 定員延べ 1,600 名程度
＊ITC実践力ポイント付与 参加費についてはウェブサイトをご参照ください。

の執筆者に何回も修正をお願いしながら精度を高めていきます。
分析については、IPAとしてどこまで言えばいいのか悩むことも

■ イベント イノベーション人材センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 東北 2016（青森）

あります。今回の白書もこうした制約のなか、多くの方のご支援

［日時］11 月 25 日（金）一般講座、26 日（土）専門講座
［会場］25 日：青森県観光物産館（アスパム）
・26 日：ソフトアカデミーあおもり
一般講座：定員 70 名程度 専門講座：20 名程度（参加費：無料）

により編纂されました。本白書が、少しでも読者の皆さまのお役
に立つことを願っています。

■ セミナー

HRDイニシアティブセンター

ｉコンピテンシ ディクショナリ説明会

［日時］11 月 24 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）

セキュリティセンター
IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー、インターネット安全教室の 10・11 月の
スケジュールはウェブページをご覧ください。

Just Information

◦IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー
▶https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/index.html
◦インターネット安全教室
▶https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/net-anzen.html

IPAポスター「パスワード ─もっと強くキミを守りたい ─」が
交通広告グランプリ2016 企画部門・優秀作品賞を受賞しました！

このほか各種セミナーを開催予定です。記載の内容は一部変更になる場合もございます。
詳細はIPAウェブページをご覧ください。

現在、JR原宿駅に掲出中のIPAのポスター「パスワー
ド ─ もっと強くキミを守りたい ─」が、株式会社ジェ

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

イアール東日本企画の主催する「交通広告グランプリ

▶ http://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html

2016」の企画部門・優秀作品賞を受賞しました！ 本ポ
スターは 10 月頃まで掲出予定です。
▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/munekyun-pw/announce20160726.html

次号 IPA NEWS Vol.25は11月中旬発行予定です。
IPA NEWS 定期送付のお申込み、送付先の変更・送付中止は、こちらのメールアドレス、もしくは
FAXにご連絡くださいますようお願い致します。

E-mail ▶ pr-inq@ipa.go.jp ／ FAX ▶ 03-5978-7510

編集・発行

発行日

平成 28 年 9 月

独立行政法人情報処理推進機構

〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号
文京グリーンコートセンターオフィス15・16 階

TEL ▶ 03-5978-7501 FAX ▶ 03-5978-7510
URL▶ http://www.ipa.go.jp/

編 集 後 記

Vol.24

航海日誌とは、航海中の船の位置や、進路、速度などを一定時間ごとに記録したもので、その記録が次に

航行する人たちの航路案内に役立つということで、コロンブスの時代のころから注目されはじめたそうです。

航海日誌は別名「ログ」といいますが、それが転じて、コンピュータの世界でログとは、利用者の操作や、

外部とのデータ通信のやりとりなど、コンピュータの内部で発生したさまざまな事象に対する「記録」のこと

を指します。

今回、IPAでは初となるログ管理の実態調査報告書を公開しました。企業におけるログ管理の対策実施

状況のほか、何から対策をしていけばよいかわからないという方にも、適切なログ管理への指針となる情報

をご紹介しています。インターネットという大海原でも、ログを上手に使えば、未来の安全な航路を導くこと
ができます。ぜひこの機会に、自組織の適切なログ管理について考えてみてはいかがでしょうか。

「IPA NEWS Vol.24」をお読みいただきありがとうございました。

IPA

組織図
理事長
監事

監事室
監査室

理事
技術本部

セキュリティセンター
サイバー攻撃に関する情報の収集・分析・共有（J-CRAT、J-CSIP）や、
情報セキュリティ対策の調査・分析、普及啓発、ITセキュリティ評価・認証、
暗号技術等のセキュアな情報インフラの促進に関する事業を推進

ソフトウェア高信頼化センター
重要インフラを支える情報処理システムの障害情報の収集・分析・共有、
IoTに対応した安全・安心な製品・システムの開発促進に関する事業を推進

国際標準推進センター
電子行政分野におけるシステム間の情報連携やデータの二次利用を
円滑にするための「共通語彙基盤」、
「文字情報基盤」の整備事業を推進

IT人材育成本部

IT人材育成企画部
IT人材の動向調査、
「アジア共通統一試験（ITPEC試験）」のサポート業務等を推進

HRDイニシアティブセンター
スキル標準を活用した IT 人材育成事業の推進

イノベーション人材センター
「未踏事業」、
「セキュリティ・キャンプ」等の IT人材育成事業の運営・実施

情報処理技術者試験センター
国家試験「情報処理技術者試験」の運営・実施

戦略企画部
総務部
財務部

IPAのSNS公式アカウント、メールニュースの配信登録はこちら

▶ http://www.ipa.go.jp/

