情報処理推進機構
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2016年 10月・11月のトピックス
●

新国家資格
「情報処理安全確保支援士」
制度が
創設、登録申請の受付を開始！
！

● 「CEATEC

JAPAN 2016」
に出展！
IoT社会に向けた
「サイバーセキュリティ対策」
の
取り組みなどを紹介

● 「ソフトウェア開発データ白書2016-2017」
発行！

今年は業種別 3 種の白書も初公開

●

ウェブサイトの安全な運用を！
「Apache Struts2」
の脆弱性対策情報を集約した
ウェブページを公開

● 「中小企業向けセキュリティ対策ガイドライン」
が

新しくなりました！

● 「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

受賞作品決定！
今年から文部科学大臣賞が仲間入り！

10 月の活動内容

NEWS & TOPICS

情報処理技術者試験センター・HRDイニシアティブセンター

新国家資格「情報処理安全確保支援士」制度が創設、登録申請の受付を開始！
！
新国家資格「情報処理安全確保支援士」の登録申請受付を開始
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20161024.html

IPAは、昨年 10 月に創設された新国家資格「情報処理安全
確保支援士」
（通称：登録セキスペ［登録情報セキュリティス
ペシャリスト］
）
制度について、登録可能な対象者や申請手続き、
資格維持の方法などを公表するとともに、登録申請の受付を

本制度に関する情報や、登録申請方法、試験の出題範囲な
どの詳細は下記ウェブページをご参照ください。
■ 情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）の
ロゴマーク

開始しました。
登録セキスペは、試験合格後、登録簿への登録を受けるこ
が可能な対象者は、2017 年度から実施予定の「情報処理安
試験）合格者のほか、制度開始から 2 年間の経過措置として、
旧「情報セキュリティスペシャリスト試験」
「テクニカルエン

なお、登録セキスペには、最新の知識・技能の維持を図るため、

戦略企画部

登録

登録申請
（随時受付）
登録簿への登録
（毎年 4 月 1 日／ 10 月 1 日）
旧試験
「情報セキュリティスペシャリスト試験」
・
「テクニカルエンジニア試験」
の合格者は、
2018 年 8 月19日まで登録申請が可能

登録者はロゴマークを名刺などに印刷することが
できます。

維持

情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）

登録後、IPAが実施する講習の受講が義務付けられています。

毎年 4 月／ 10 月開催
「情報処理安全確保支援士試験」
合格

RISS：Registered Information Security Specialist
（登録情報セキュリティスペシャリスト）

ジニア（情報セキュリティ ）試験」合格者も対象となります。
（ 2016 年 12 月時点）

受験

RISS

とにより資格を取得できる登録制の名称独占資格です。登録
全確保支援士試験」
（通称：情報セキュリティスペシャリスト

登録セキスペの登録・資格維持の流れ

▶ http://www.ipa.go.jp/siensi/index.html

講習受講
オンライン講習
（1 年に1 回）
集合講習
（3 年に1 回）

情報処理安全確保支援士試験（情報セキュリティスペシャリスト試験）

▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/_index_hanni_skill.html

ソフトウェア高信頼化センター

「CEATEC JAPAN 2016」に出展！
IoT社会に向けた「サイバーセキュリティ
対策」の取り組みなどを紹介

「ソフトウェア開発データ白書 2016-2017」
発行！今年は業種別 3 種の白書も初公開
「ソフトウェア開発データ白書 2016-2017」および

「業種編 3 種（金融・保険業、情報通信業、製造業）
」を公開

「CEATEC JAPAN 2016」へ出展

▶ http://www.ipa.go.jp/about/event/ceatec2016/index.html
IPAは 10 月 4 日（火）
〜7 日（金）に幕張メッセで開催された

「CEATEC JAPAN 2016」に出展しました。今回は、各種ガイ
ドラインや人材育成の取り組みなど、IoT社会に向けた「サイ
バーセキュリティ対策」を中心に、IPAの活動を紹介しました。
また、特設コーナー「JAPAN CYBERSECURITY」では、日
本のサイバーセキュリティを担う関係機関の取り組みを紹介
したほか、デモ展示では、ロボットカーを用いたハッキング
デモを行いました。4 日間で計約 6,000 名にご来場いただき、
盛況のうちに終了しました。

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20161012.html

IPAでは、定量データを活用したプロジェクト管理の推進を
目的に、さまざまな企業からソフトウェア開発におけるプロジェ
クトデータを収集・分析し、その結果をまとめた「ソフトウェ
ア開発データ白書」を発行しています。
今年度は最新版の発行に加え、ソフトウェア開発の信頼性
や生産性が「業種」によって大きく変動することに着目し、特
にプロジェクト数が多いとされる「金融・保険業」
「情報通信業」
「製造業」に特化した「業種編」も同時に発行しました。これら
の活用により、ソフトウェア開発の見積時や計画策定時に業
界内における参考値としての工数を把握でき、自社データと
比較することで定量的マネジメントの推進も可能になります。

IPA 出展ブース

本編
ブースプレゼンテーションの様子

2
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ロボットカーを用いたデモンストレーションの様子

金融・保険業編

情報通信業編

製造業編

NEWS & TOPICS

11月の活動内容

セキュリティセンター

ウェブサイトの安全な運用を！
「Apache Struts2」の脆弱性対策情報を集約したウェブページを公開
Apache Struts2 の脆弱性対策情報一覧の公開

▶ https://www.ipa.go.jp/security/announce/struts2_list.html
「Apache Struts」は、ウェブアプリケーションを開発する
ためのソフトウェアフレームワークです。国内ではウェブサ
イト構築に多く利用されており、その結果、Apache Strutsで

■「Apache Struts」の脆弱性対策情報一覧（一部抜粋）
番号

脆弱性

影響を受ける
バージョン

攻撃コード、 脆弱性
POC
悪用

S2-001

任意のコードを実行される脆弱性

2.0.0 - 2.0.8

有

S2-002

クロスサイト・スクリプティングの
脆弱性

2.0.0 - 2.0.11

有

もどこからでもアクセスが可能になるため、ウェブサイトに

S2-003

任意のコードを実行される脆弱性

2.0.0 - 2.0.11.2

有

脆弱性が存在した場合は、その脆弱性が悪用される前に、速

S2-004

ディレクトリ・トラバーサルの脆弱性

2.0.0 - 2.0.11.2

やかに修正パッチを適用する必要があります。

S2-005

オブジェクト保護メカニズムを
回避される脆弱性

2.0.0 - 2.1.8.1

象に、Apache Struts2 の脆弱性対策情報をまとめた専用の

S2-006

クロスサイト・スクリプティングの
脆弱性

2.0.0 - 2.2.1.1

ウェブページを公開しました。

S2-007

任意のコードを実行される脆弱性

2.0.0 - 2.2.3

構築されたウェブサイトは相当数存在すると考えられます。
ウェブサイトはインターネット上に一旦公開するといつで

IPAではウェブサイトを構築するシステム構築事業者を対

Apache Strutsの脆弱性は、基本的に修正パッチを適用し
アップデートしないと解消しません。Apache Struts2 の脆

有

＊

有

＊詳細はウェブページを参照

弱性への早期対策に本ウェブページをぜひご活用ください。
セキュリティセンター

セキュリティセンター

「中小企業向けセキュリティ対策
ガイドライン」が新しくなりました！
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を刷新、公開
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20161115.html

本ガイドラインは、中小企業の経営者・情報資産管理者や
IT担当者が、情報セキュリティ対策の必要性を理解し、情報を
安全に管理するための具体的な手順などを示したものです。
今回の改訂では、中小企業経営者の情報セキュリティの意
識向上を目的に、
「経営者編」を新設したほか、対策の早期実施
を促すため、情報資産管理台帳ひな型や、自社のセキュリティ
ポリシーを策定するためのポリシーサンプルなども公開して
います。安全な情報管理にぜひお役立てください。
なお、今後は、全国の中小企業を対象に、各地域で本ガイド
ラインの活用法などをご紹介するセミナーも開催する予定です。
■ 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第 2 版

「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」受賞作品決定！
今年から文部科学大臣賞が仲間入り！
第 12 回IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
2016 受賞作品、受賞校を決定

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20161129.html
本コンクールは、小学生、中学生、および高校生（高等専門
学校生含む）を対象に、情報モラル・セキュリティを題材とし
た標語やポスター、4 コマ漫画等の作品を募り、優秀作品を表
彰するコンクールです。また、学校単位で情報モラル等への
取り組みについてのレポートを募る「情報モラル賞」も実施し
ています。今年度から、この「情報モラル賞」において、特に学
校全体としての活動が顕著で他校の模範となる1校に対して、
文部科学大臣賞を新設、贈賞することとなりました。
各受賞作品、受賞校の詳細はウェブページをご覧ください。
【文部科学大臣賞】京都府立京都すばる高等学校（校長：久米川 達弥 氏）
【最優秀賞】ポスター部門

付録 1：情報セキュリティ5 か条
付録 2：5 分でできる！情報セキュリティ自社診断
情報セキュリティハンドブックひな形
付録 3：＜ツールA＞ リスク分析シート
＜ツールB＞ 情報セキュリティポリシーサンプル

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/index.html

小澤 佑月さん

神奈川県
神奈川県立神奈川工業高等学校 3 年生

第 12 回IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2016
▶ https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/
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特集

どう見分ける？

タイプ別 標的型攻撃メール

「標的型攻撃メール」という言葉。皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
標的型攻撃メールとは、特定の組織や個人を狙って送りつけられる、ウイルスが仕掛けられたファイルや URL つきのメールの
こと。狙った相手のパソコンやそれにつながるシステムをウイルス感染させ、情報を盗むことが攻撃者の目的です。
また、標的型攻撃メールのほかに金銭などを狙って不特定多数に送られるメールも、最近ではよく確認されるようになりました。
今号では、そのような怪しいメールを見分けるポイントなどをご紹介します。
標的型攻撃メールは手口の傾向により、大きく以下のタイプに分けられるといわれています。
TYPE

1

複数の組織や業界を狙った標的型攻撃メール

見分け難易度

メールの傾向

医療費通知、連絡帳、
同窓会案内通知、
グリーティングカード
などを装う
ビジネスメールや、グリーティ
ングカードなど、人とのつなが
りに関連するものを装ったり、
不自然な日本語で書かれている
ものが多い傾向にあります。

TYPE

2

特定の組織を狙った標的型攻撃メール

メールの傾向

実在するアカウントから、盗ん
だ業務上のメール文面を利用し
て送られてくるもの が 多 いた
め、メール自体の不自然さはほ
とんどありません。メールのや
り取りの途中で、相手が攻撃者
にすり替わっていることも。

ばらまき型メール

請求書、宅配便などを
装う
誰に送られても不自然でない内
容を装ったものが多く、文面は
不自然な日本語のものから、盗
んだメール本文を利用したもの
までさまざま。フリーメールか
ら送信されるものや、メール内
容が金銭・物品に関連するもの
が多い傾向にあります。

＊「ばらまき型メール」は不特定多数を狙ったものであるため「標的型攻撃メール」とは異なりますが、手口が類似しているため、番外編として紹介しております。
＊ 標的型攻撃メールの中には、ここでご紹介する種類での区分が困難なものもあります。

IPA NEWS Vol.26 2017 January

遠隔操作のための不正プログラム。外部か
ら遠隔操作でパソコン内の情報を盗んだり、
そのパソコンを踏み台にして、ほかのパソコ
ンやシステムの情報窃取を行う手口が確認
されています。

● 攻撃者の目的：情報窃取
● 主に使われるウイルス

「RAT」
TYPE2 は、送付先がより限定的である
ほか、だましのテクニックも巧妙で、添付
ファイル開封によるウイルス感染を気づ
かせないよう、ファイルの中身も本物ら
しい文書（囮文書）を仕掛けているもの
が比較的多いことが確認されています。

見分け難易度

メールの傾向

4

● 主に使われるウイルス

「RAT」

見分け難易度

1 対 1 のやり取りなどを
装う

番外編

● 攻撃者の目的：情報窃取

● 攻撃者の目的：金銭奪取
● 主に使われるウイルス

「ランサムウェア」
感染すると勝手にパソコン内のファイルが暗号
化され、ファイルの復元と引き換えに金銭を要
求してくる不正プログラム。

「バンキングトロージャン」

利用者のログイン、パスワードなどの情報を
盗み取るウイルスで、オンラインバンキング
のアカウント情報が盗まれることにより、金
銭が奪われる恐れがある。

「キーロガー」

パソコンのキーボード操作を盗み読むウイル
ス。このほか外部から攻撃するための不正プ
ログラム「ボット」なども確認されています。

攻撃メールの手口は違えど、
どのメールにおいても

「添付ファイルやURLを開かせ、ウイルスに感染させる」
という攻撃者の狙いは共通しています。

このようなウイルス付メールへの対策
見極め
ポイント

● 添付ファイル、URL の開封時には注意を
一見怪しくないメールでも、ファイルが添付されている場合などは、偽装されていな

いか等、注意深く確認する習慣を身につけましょう。

メール本文のヘンな日本語、
メール差出人のアドレス

偽装ファイルの例

文章や使われている漢字が不自然な
ものであるパターンが多いので、ま
ず、メールの文面を注意深く観察し
てみましょう。また、メールの差出人
アドレスが署名（シグニチャ）
と異な
る場合や実在しない組織などの場合
も、攻撃メールである可能性が高い
といえます。

一見正常に見えるファイルでも、プロパティ表
示で確認すると、偽装が見つかることも！

sample.doc
正常なファイル

sample.exe

sample.doc

アイコンを
偽装したファイル

ファイル名を
偽装したファイル

左図の 3 つめのアイコンは「sample.doc.exe」
という二重拡張子のファイルの例です。

● システム管理者に相談・送信相手に確認を

見極め
ポイント

添付ファイル
メールの差出人や文面だけでは攻撃
メールとすぐ判断できないものが多
くあり、見極めが非常に困難です。そ
のため、添付されているファイルを
よく確認することが大切です。
「 送付
された添付ファイルの拡張子が不自
然」などの違和感があったら、決して
開かず、すぐIPAに相談しましょう。

怪しいと思っていても、開かざるを得ないファイルについては、システム管理者など

の専門家に相談したり、送付者に直接確認を取るなどしましょう。

● 組織内の情報共有と注意喚起を
組織のシステム管理者は、組織内で攻撃メールの報告を受けた場合、類似したメー

ルが届いていないか確認し、組織内の情報共有と注意喚起を行いましょう。

● 脆弱性への事前の対応を
ファイル開封後のウイルス感染をできるだけ回避するため、脆弱性の修正プログラ
ムが公開された場合は、すみやかに適用しましょう。

参考資料
標的型サイバー攻撃に関する各種レポート
J-CRAT 活動レポート

https://www.ipa.go.jp/security/J-CRAT/index.html

J-CSIP 活動レポート

https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html

見極め
ポイント

IPAテクニカルウォッチ
標的型攻撃メールの例と見分け方

ネットに同じようなメール
が出ている
このタイプの攻撃メールはすでにイ
ンターネット上でもメール事例が多
数公開されています。メールに違和
感を覚えたら、同じ件名や本文、添付
ファイル名が出回っていないか、イン
ターネットで確認してみるのもひと
つの手段です。

https://www.ipa.go.jp/ﬁles/000043331.pdf

■

IPA へご相談ください
IPA では、標的型攻撃メールの分析やそれに基づく情報発信、サイバー攻撃対策の支援活動などを
行っています。皆さんから寄せられる情報が、標的型攻撃メールの実態や新たな手口を明らかにするカ
ギになります。不審なメールが届いたら、下記の窓口までご相談ください。

標的型サイバー攻撃特別相談窓口
http://www.ipa.go.jp/security/tokubetsu/index.html
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?

かな !

解ける

過 去 問 題
i パスは、IT 社会で働くすべての社会人が備えておくべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。
セキュリティ、ネットワークといった IT の技術
（テクノロジ）
に関する知識はもとより、経営戦略、財務、法務など
経営全般
（ストラテジ）
に関する知識や、IT 管理
（マネジメント）
に関する知識など、幅広い分野の総合的知識を問う
試験です。これまでに出題された i パスの過去問題に挑戦してみましょう !

ストラテジ

28秋 問24

問 技術開発戦略において作成されるロードマップを説明しているものはどれか。
ア：技術の競争力レベルと技術のライフサイクルを 2 軸としたマトリックス上に，既存の技術や新しい技術をプロットする。
イ：研究開発への投資額とその成果を 2 軸とした座標上に，新旧の技術の成長過程をグラフ化し，旧技術から新技術への転換
状況を表す。
ウ：市場面からの有望度と技術面からの有望度を 2 軸としたマトリックス上に，自社が取り組んでいる技術開発プロジェクトを
プロットする。
エ：横軸に時間，縦軸に市場，商品，技術などを示し，研究開発への取組みによる要素技術や求められる機能などの進展の道筋を，
時間軸上に表す。

マネジメント

28秋 問37

問 情報システムで管理している機密情報について，ファシリティマネジメントの観点で行う漏えい
対策として，適切なものはどれか。

ア：ウイルス対策ソフトウェアの導入
ウ：情報システムに対するIDとパスワードの管理

テクノロジ

イ：コンピュータ室のある建物への入退館管理
エ：電子文書の暗号化の採用

28秋 問83

問 情報システムに対する攻撃のうち，あるIDに対して所定の回数を超えてパスワードの入力を間違え
たとき，当該IDの使用を停止させることが有効な防衛手段となるものはどれか。

ア：DoS攻撃
ウ：総当たり攻撃

イ：SQLインジェクション
エ：フィッシング

正解： ストラテジ

担当からの一言

エ

マネジメント

イ

テクノロジ

ウ

情報処理安全確保支援士試験、始まります！

松の内の賑わいも過ぎ、普段通りの生活が戻ってきましたね。
試験センターは1月12日（木）に平成29年度春期試験の申込受付を開始しました。今期は、情報処理技術者試験に加え、新たに「情
報処理安全確保支援士試験」が実施されます。
本試験は、昨年度まで「情報処理技術者試験」の中で行っていた「情報セキュリティスペシャリスト試験」を、新たに「情報処理
安全確保支援士試験」として改めたもので、名称は変わるものの、問題の難易度や出題範囲などは従来どおりです。
大きな違いとなるのが、合格後の登録手続きにより、サイバーセキュリティ分野初の国家資格「情報処理安全確保支援士（通称：
登録セキスペ）」の名称を独占的に使用できるという点です。この資格は、サイバーセキュリティの専門家として、企業の安全な
情報システムの設計・運用・開発の支援や、セキュリティ対策の指導・助言といった高度な知識・技能を有する証になります。
ただし、登録は任意ですので、これまで同様、認定試験としてもご活用いただけます。
（合格者には登録の有無に関わらず、合
格証書が発行されます。）情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験は、どちらも申込方法は同じで、団体での申込みも
可能となっていますので、ぜひこの機会にお申込みください。それでは、本年もみなさまにとって実り多き年となりますように！
情報処理技術者試験センター
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主なイベント・セミナー情報

セキュリティセンター
情報セキュリティ技術ラボラトリー 主任研究員

2 月 February

釜谷 誠

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター
Software Japan 2017（出展）

［日時］2 月 3 日（金）9：30〜18：45
［会場］一橋大学 学術総合センター・一橋記念講堂

IPAサイバーレスキュー隊を
ご存知ですか？

＊詳細はウェブページをご覧ください

■ イベント 戦略企画部

IPAサイバーセキュリティシンポジウム 2017

IPAセキュリティセンターの釜谷です。正式名称は「J-CRAT
（ジェ
イクラート）
」
、通称「サイバーレスキュー隊」に所属しています。
J-CRATでは、
「 標的型サイバー攻撃特別相談窓口」を設置して、標
的型サイバー攻撃に対するさまざまな相談対応や助言活動を行っ
ています。今回は、サイバーレスキュー隊の活動内容をご紹介します。
「IPAサイバーレスキュー隊ですが！」とお声がけしますと、よく聞
かれることは「どこまでやってくれるの？」
「うちも相談していいの？」
の 2 つ。前者は「攻撃の可能性を明らかにし、相談者さま自身がそ

［日時］2 月 8 日（水）9：30〜17：45（予定）
［会場］ベルサール東京日本橋（参加費：無料） ＊ITC実践力ポイント付与
■ イベント イノベーション人材センター
2016 年度（第 23 回）未踏事業成果報告会

［日時］2 月 18 日（土）
・19 日（日）10：30〜17：30（予定）
［会場］富士ソフト アキバプラザ 5 階 アキバホール 定員 150 名程度（参加費：無料）

セキュリティ・ミニキャンプ in 近畿 2016（京都）

［日時］2 月 25 日（土）一般講座、26 日（日）専門講座
［会場］キャンパスプラザ京都ほか
一般講座：定員 70 名程度 専門講座：定員 20 名程度（参加費：無料）
■ 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

の後の対処の意思決定ができるまで」です。窓口へのご相談の多く

［日時］2 月 2 日（木）
・16 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）

は、攻撃やウイルス感染の嫌疑状態のものですので、まず攻撃かど
うかの判断の助言や、攻撃と考えられた場合は、その対処をどう進

3 月 March

めるかを相談者さまに決定いただくための情報の整理や助言を行っ

■ イベント セキュリティセンター
SECURITY SHOW（出展）

ています。不審メールや感染嫌疑PCの不審点を、公開情報や私た
ちの知見から、指摘させていただくようなこともあります。

［日時］3 月 7 日（火）
〜10 日（金）10：00〜17：00（最終日は 16：30まで）
［会場］東京ビッグサイト［東 3・7・8ホール］
参加費：当日券 2,000 円、事前にWeb登録された方は無料

後者については、対象は民間企業だけと思われることもあるよう
ですが、そんなことはございません。社団法人、財団法人、学校、病

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

院、自治体の皆さまからも相談いただいております。逆に、広く、多

International Conference on Software Testing,
verification and validation
［ICST］2017 東京（出展）

くの業種、業界からご相談をいただくことで、具体的な攻撃実例を

［日時］3 月 13 日（月）
〜18 日（土）
［会場］早稲田大学理工学部（西早稲田キャンパス） 定員各日 250 名
＊詳細はウェブページをご覧ください

知ることにつながり、そこで得られた攻撃情報等の知見は、別の業
種、業界での防御に使うことが出来ることもあります。そういう意味
では、相談いただいた皆さまからの情報提供こそが、標的型サイバー

■ イベント イノベーション人材センター

未踏会議 2017

攻撃へ対抗する大きな武器となるのです。

［日時］3 月 10 日（金）15：30〜18：00
［会場］アクトスクエア（東京都渋谷区）パブリックビューイング会場
定員 80 名（予定）
（参加費：無料）

また、このような活動の中で得られた情報をまとめ、レポートとし
て公開する活動も行っています。今回の特集記事でご紹介している

セキュリティ・キャンプフォーラム 2017

「標的型メールの例と見分け方」や「テクニカルウォッチ」などがそ

［日時］3 月 17 日（金）
（午後を予定）
［会場］フクラシア東京ステーション 定員 100 名程度（参加費：無料）

れです。職場での参考資料や教育素材として、それから電車での読
み物にも、ぜひご活用ください！

■ 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］3 月 16 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

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、インターネット安全教室の 2・3 月の
スケジュールはウェブページをご覧ください。

◦IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
受賞作品パネルを貸出します！

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/seminar.html

◦インターネット安全教室

IPAでは、
「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」の各受賞作品のパネルを、教育機関
や企業・団体の皆さまに無償で貸出しています。
作品の展示をきっかけに、皆さんも情報モラルや
情報セキュリティについて考えてみませんか？

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/net-anzen.html

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。

【お問い合わせ先】
IPAセキュリティセンター 情報セキュリティ美術館事務局
TEL：03-5978-7508 FAX：03-5978-7546 E-mail：isec-hyogo@ipa.go.jp
作品パネル貸出申込書

▶ https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/museum/index.html

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

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

次号 IPA NEWS Vol.27は2017 年 3 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
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ハン・ファン・メーヘレンという人物をご存知でしょうか。フェルメールの贋作を数多く描き、20 世紀
の天才贋作師として美術史に名を残した画家です。17 世紀オランダの絵画黄金期を生きたフェルメール
の偽作品を制作するために、フェルメール作品の技法や色彩・構図などのディテールはもちろん、時代検
証や科学調査を行う鑑定者の思考プロセスに至るまでを徹底的に研究し、作品に反映させ、多くの専門家
たちの目を欺きました。
今号でご紹介した「標的型攻撃メール」も同じように、見分けが難しいものほど攻撃者がターゲットに
関する情報を集め、よく研究しているということがいえます。真贋を見分ける目を持つには、攻撃の手口
を知り、日ごろから意識することがとても大切です。ニセモノにはご注意を。
「IPA NEWS Vol.26」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/

