IPA 情報発信第 162 号（2017 年 10 月）
2017 年 11 月 1 日
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
理事長 富田 達夫
＜IPA 情報発信第 162 号の内容＞
今月のトピックス
１．「Cyber3 Conference Tokyo 2017」を共催
国内最大級のサイバーセキュリティ・イベント「Cyber3」を共催し、世界 10 ヵ
国以上からサイバーセキュリティに関係する有識者 130 名を講師として招聘、産官
学民の連携等について議論を行いました。
会議は富田理事長の講演で幕を開け、初日は世耕経済産業大臣、2 日目は野田総
務大臣のご挨拶で盛況のうちに締めくくられました。

２．「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド ～セキュリティ対策におけ
るリスク分析実施のススメ～」を公開
重要インフラの制御システムにおけるセキュリティリスク分析のための国内初
のガイドを公開しました。多くの重要インフラ事業者においてセキュリティリスク
分析が十分に実施されていない実態に対し、本ガイドを利用することで、抜本的な
セキュリティの向上が達成されることを期待します。

３．「CEATEC JAPAN 2017」への出展
CEATEC にて、中西産業サイバーセキュリティセンター長（日立製作所取締役会長
兼代表執行役）による基調講演、パネルディスカッション等を行うとともに、地方
版 IoT 推進ラボ等について出展しました。

４．産業サイバーセキュリティについて国内外のアドバイザーと意見交換を実施
サイバーセキュリティの最新動向を産業サイバーセキュリティセンターの運営
に反映させていくためのアドバイザリー・ボードを開催しました。今回は、キース・
アレキサンダー氏（元米国 NSA 長官兼サイバー軍司令官）
、バッド・ロス氏、名和
利男氏からご意見をいただきました。

Ⅰ．安全な IT 社会の実現
１.「脆弱性の悪用を防ぐため Windows アプリケーションの実行は新しいフォルダーで
Windows アプリケーション開発者は脆弱性の確認と対処を～」を公開
２．ランサムウェア対策特設ページを公開
３．
「海外のプロテクションプロファイルの翻訳」を新たに公開
４．コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況及び相談受付状況
５．脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」の登録状況
６．ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況
７．サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）運用状況
８．サイバーレスキュー隊（J-CRAT）活動状況
９．重要なセキュリティ情報（10 月）
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～

10. 第 2 回 CISO 向け業界共通短期トレーニングを実施
11．
「セキュリティ・ミニキャンプ in 九州 2017（宮崎）
」を開催
12．
「セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2017（広島）
」を開催

Ⅱ．IT システムの安心・安全の確保と開発・利活用の効率化
１．
「つながる世界の開発指針」の実装に必要な教育教材の開発に着手
２．
「第 6 回 オープンシステム・ディペンダビリティ ワークショップ（6thWOSD）
」を開催
３．
「IoT によりつながる世界の製造・開発セキュリティ最新動向」にて講演
４．
「JUAS アカデミー」にて講演
５．
「上流工程強化研修 ～ビジネスを成功させるシステム開発の基本～」にて講演
６．
「IISA 技術セミナー」にて講演
７．
「JISA Digital Masters Forum 2017」にて講演
８．
「組込みソフトウェア技術研究会」にて講演
９．IMI 共通語彙基盤普及促進セミナー「官民データ利活用に向けた情報連携」を開催
10．SEC セミナー開催報告（10 月）と SEC セミナー開催案内（11 月）

Ⅲ．未来の IT 社会を担う人材の育成とビジネス支援・技術開発促進
１．
「情報処理安全確保支援士」2,822 名を登録
２．平成 29 年度秋期「情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）試験」および「情報処理技
術者試験」を実施
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今月のトピックス

１. 「Cyber3 Conference Tokyo 2017」を共催
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、10 月 5 日（木）～6 日（金）に應義塾大学三田キャンパスにて、日
本経済新聞社・日経 BP 社主催で開催された「Cyber3 Conference Tokyo 2017」
を共催しました。
齋藤ウィリアム浩幸氏（内閣府参与・経済産業省参与）が本会議座長を務め
る本イベントは、2015 年に内閣府が主催して沖縄で第１回を開催してから今年
で 3 回目の開催になります。サイバーセキュリティに関係する政府関係者、企
業経営者や研究者など、世界 10 ヵ国以上から有識者 130 名を講師として招聘
し、まさに国内最大級のサイバーセキュリティ・イベントとなりました。会議
は富田理事長の講演で幕を開けました。
「Cyber 3」の意味する「Cyber connection」、「Cyber crime」、「Cybersecuri
ty」の 3 つの主要トラックではサイバーセキュリティに関する課題や産官学民
の連携等について議論を行い、IPA の各講師も、4 つのセッションで議論に参加
しました。初日は世耕経済産業大臣、2 日目は野田総務大臣のご挨拶で盛況の
うちに締めくくられました。

２． 「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド ～セキュリティ対策におけ
るリスク分析実施のススメ～」を公開
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、10 月 2 日（月）に「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド
～セキュリティ対策におけるリスク分析実施のススメ～」を公開しました。
多くの重要インフラ事業者において制御システムのセキュリティリスク分析
が十分に実施されていませんが、これは具体的な手法や手順が分からないこと
や、膨大な工数を要するので実施したくないと考えられている等の理由が推測
されています。
本ガイドは、セキュリティを抜本的に向上させるのに重要なセキュリティリ
スク分析を、合理的な工数で実践できる国内初のガイドです。
内容としては、IPA が実際のシステムで適用した手法、すなわち、①システ
ム資産に対する精緻な評価の観点、及び②攻撃者視点での実際の攻撃シナリオ
の評価の観点での詳細リスク分析の手法を解説しています。特に後者の観点で
の手法については、具体的な手引きが国内では他に存在していないため、詳細
に解説しています。
なお、本ガイドは、産業サイバーセキュリティセンターにおける人材育成事
業や安全性・信頼性検証事業等において、教育の素材としても活用する予定で
す。
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本ガイドによって制御システムを活用する事業者のセキュリティリスク分析
への理解が深まり、制御システムのリスク分析に取り組んでいく組織が増加す
ること、更には、結果として各組織におけるセキュリティレベルの抜本的な向
上と継続的な見直しが達成されることを期待しています。
「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド ～セキュリティ対策におけ
るリスク分析実施のススメ～」の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/riskanalysis.html

３．「CEATEC JAPAN 2017」への出展
（担当：戦略企画部）
IPA は、10 月 3 日（火）から 10 月 6 日（金）の間、「CEATEC JAPAN 20171」
（会場：幕張メッセ）に出展しました。本イベントは、CEATEC JAPAN 実施協議
会2が主催するアジア最大級の規模を誇る IT 技術とエレクトロニクスの国際展
示会です。
初日となる 10 月 3 日（火）には、コンファレンス会場にて、セキュリティ
に関する国内の有識者を招き、IoT に関する最新のセキュリティ脅威動向につ
いての講演、「IoT を取り巻くセキュリティの課題と提言」をテーマにしたパネ
ルディスカッション、IoT 社会の実現に向けたセキュリティ・バイ・デザイン
についての講演を行いました。
2 日目の 10 月 4 日（水）には、国内の有識者数名による、経営者を対象とし
た産業界へのサイバー脅威をテーマにパネルディスカッションを行いました。
また、基調講演として、中西産業サイバーセキュリティセンター長（日立製作
所取締役会長兼代表執行役）より、「IoT 時代のサイバーセキュリティと経営課
題」についての講演を行いました。
両日ともに、当初想定していた参加人数を上回り、2 日目には立ち見も出る
ほどに盛況でした。
さらに、経済産業省と IPA で推進する「先進的 IoT プロジェクト支援事業」
「地方版 IoT 推進ラボ」のブースを展示し、選定事業者・選定地域の IoT ビジ
ネス創出に向けた取り組み事例を紹介しました。
「
『CEATEC JAPAN 2017』への出展」の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/about/event/ceatec2017/index.html

1 CEATEC(Combined Exhibition of Advanced Technologies) ：毎年 10 月に幕張メッセで開催されるアジア最大

級の規模を誇る IT 技術とエレクトロニクスの国際展示会。2017 年度は 10 月 3 日(火)～10 月 6 日(金)開催。
2 一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）、一般社団

法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）の 3 組織で構成される。
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４．産業サイバーセキュリティについて国内外のアドバイザーと意見交換を実施
（担当：産業サイバーセキュリティセンター）
IPA は、中核人材育成プログラム（1 年間）、CISO 向け短期トレーニングなど
を提供する産業サイバーセキュリティセンターの発足から半年を迎えた 10 月 4
日（水）、サイバーセキュリティをめぐる最新の動向を今後の産業サイバーセキ
ュリティセンターの運営に反映させていくため、国内外のセキュリティ有識者
を招いてアドバイザリー・ボードを開催しました。
今回は、アドバイザーとして、キース・アレキサンダー氏（元米国 NSA 長官
兼サイバー軍司令官）、バッド・ロス氏（デニス・ブレア氏（元米国国家情報長
官）の代理として出席）、名和利男氏（サイバーディフェンス研究所専務理事・
上級分析官）が出席し、富田理事長、中西産業サイバーセキュリティセンター
センター長（日立製作所取締役会長兼代表執行役）らとの間で活発な意見交換
が行われました。また、別途、10 月 31 日（火）にデニス・ブレア氏が当セン
ターを訪問し、施設見学・意見交換などが行われました。
なお、キース・アレキサンダー氏とデニス・ブレア氏からは、中核人材育成
プログラムの受講者に対し、それぞれ 10 月 3 日（火）と 10 月 31 日（火）の来
訪時に特別講義が提供されました。

Ⅰ．安全な IT 社会の実現

１． 「脆弱性の悪用を防ぐため Windows アプリケーションの実行は新しいフォル
ダーで ～Windows アプリケーション開発者は脆弱性の確認と対処を～」を
公開
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、10 月 3 日（火）に安心相談窓口だより「脆弱性の悪用を防ぐため
Windows アプリケーションの実行は新しいフォルダーで ～Windows アプリケー
ション開発者は脆弱性の確認と対処を～」を公開しました。
IPA は、Windows アプリケーション3に起因する脆弱性の公表が急増している
ことから、9 月 28 日に注意喚起を行いました4。本脆弱性は悪用することが難し
く、IPA では現時点で悪用された被害事例を確認していません。ただし、一般
利用者は、実行しようとするアプリケーションが対策済みか否かを確認するこ
とが困難で、安全性を判断できないという問題があります。
そのため、確実な判断ができない場合には、本脆弱性の悪用の可能性がある
前提条件を満たさないようにする必要があります。本ページで示す具体的な対
3

インストーラー、自己解凍書庫、ポータブルアプリケーション等のファイル
2017 年 9 月 28 日【注意喚起】Windows アプリケーションの利用における注意
https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20170928_dll.html
4
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策例を参考に、安全性を確保することを推奨します。
「脆弱性の悪用を防ぐため Windows アプリケーションの実行は新しいフォル
ダーで ～Windows アプリケーション開発者は脆弱性の確認と対処を～」の詳
細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20171003.html

２．ランサムウェア対策特設ページを公開
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、10 月 18 日（水）にランサムウェア対策特設ページを公開しました。
ランサムウェアとは、「Ransom（身代金）」と「Software（ソフトウェア）」を
組み合わせた造語です。感染したパソコンに特定の制限をかけ、その制限の解
除と引き換えに金銭を要求する挙動から、このような不正プログラムをランサ
ムウェアと呼んでいます。
5 月以降、ネットワークを介して攻撃パケットを送出することで感染拡大を
図る新たなタイプが猛威を振るいました。今後も更なるランサムウェアの脅威
が考えられることから、本ページにランサムウェア対策に必要となる情報を集
約し、ランサムウェア特設ページとして開設することとしました。
IPA では、今後もランサムウェアの感染防止や被害低減のために役立つ情報
をタイムリーに公開、更新していきます。
「ランサムウェア対策特設ページを公開」の詳細については、次の URL をご
覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/ransom_tokusetsu.html

３. 海外のプロテクションプロファイルの翻訳を新たに公開
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、10 月 25 日（水）に海外のプロテクションプロファイル5の翻訳を新
たに公開しました。
IPA では、政府機関や企業の調達担当者などが IT 製品や情報システムの調達
要件の検討の際に役立つ資料として、CCRA6加盟国が IT 製品の技術分野ごとに
作成したプロテクションプロファイルの一部を翻訳し、2012 年 4 月から IPA の
ウェブサイトにて公開しています。
今回は次の 7 件を新たに掲載しました。
5 Protection Profile：IT 製品等のセキュリティ要件を ISO/IEC 15408 に基づいて記述した要求仕様書
6 CCRA：Common Criteria Recognition Arrangement の略称であり、各国の政策実施機関が IT. 製品等の安全性を客

観的に評価した結果を国際的に相互承認するための枠組み
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・データベース管理システムのベースプロテクションプロファイル、バージ
ョン 2.12、2017 年 3 月 23 日 [翻訳第 1.0 版]
・DBMS PP 拡張パッケージ－アクセス履歴、バージョン 1.02、2017 年 3 月
23 日 [翻訳第 1.0 版]
・NDcPP／FWcPP 侵入防止システム(IPS)の拡張パッケージ、バージョン
2.11、2017 年 6 月 15 日 [翻訳第 1.0 版]
・モバイルデバイス基盤のプロテクションプロファイル、バージョン 3.1、
2017 年 6 月 16 日 [翻訳第 1.0 版]
・ネットワークデバイスのコラボラティブプロテクションプロファイル、バ
ージョン 2.0、2017 年 5 月 5 日 [翻訳第 1.0 版]
・サポート文書（必須技術文書）、ネットワークデバイス cPP の 評価アクテ
ィビティ、バージョン 2.0、2017 年 5 月 5 日 [翻訳第 1.0 版]
・NDcPP／FWcPP VPN ゲートウェイの拡張パッケージ、バージョン 2.1、2017
年 3 月 8 日 [翻訳第 1.0 版]
なお、IT セキュリティ評価、及び認証制度における適合プロテクションプロ
ファイルとして利用する場合は、各国の認証機関のウェブサイトで公開されて
いる原文をご利用ください。
「海外のプロテクションプロファイルの翻訳」の詳細については、次の URL
をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/publications/pp-jp/index.html

４．コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況及び相談受付状況
[2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）]
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）のコンピュータウイルス・不正アク
セスの届出及び相談の状況をまとめ、10 月 23 日（月）に公開しました。概要
は、以下の通りです。
（1） コンピュータウイルス届出状況
今期のウイルス届出件数は 490 件でした。
不正プログラム検出数は1,410,525 個、ウイルス検出数は2,184 個でした。
（2） コンピュータ不正アクセス届出状況
今期の届出件数は 18 件で、そのうち被害があったのは 10 件でした。
（3） 情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況
今期のウイルス・不正アクセス関連の相談件数は 2,336 件でした。
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コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況及び相談受付状況の詳細
については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/txt/2017/q3outline.html

５．脆弱性対策情報データベース 「JVN iPedia」 の登録状況
[2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）]
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）の脆弱性対策情報データベース
「JVN iPedia」（ジェイブイエヌ アイ・ペディア）の登録状況を「脆弱性対策
情報データベース JVN iPedia に関する活動報告レポート」としてまとめ、10
月 24 日（火）に公開しました。
今期に、脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」日本語版に登録された
脆弱性対策情報は 3,695 件で、昨年同時期（2016 年 7 月～9 月）の件数 1,738
件と比べて倍以上となっています。2007 年 4 月 25 日の公開開始からの登録件
数は累計 74,691 件となりました。
「脆弱性対策情報データベース『JVN iPedia』の登録状況」の詳細について
は、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2017q3.html

６．ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況
[2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）]
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）の脆弱性関連情報の届出状況を「ソ
フトウェア等の脆弱性関連情報の取り扱いに関する活動報告レポート」として
まとめ、10 月 25 日（水）に公開しました。
今期の脆弱性情報の届出件数は 121 件で、内訳はソフトウェア製品に関する
ものが 93 件で累計 3,859 件、ウェブサイトに関するものが 28 件で累計 9,593
件でした。これにより、2004 年 7 月の届出受付開始からの累計は 13,452 件と
なりました。
「ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況」の詳細については、
次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/vuln2017q3.html
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７．サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）運用状況
[2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）]
（担当：セキュリティセンター）
IPA は、2017 年第 3 四半期（7 月～9 月）の「サイバー情報共有イニシアティ
ブ」（J-CSIP7）の活動内容をまとめ、10 月 26 日（木）に公表しました。
今期は新たな SIG8の発足、各 SIG での参加組織拡大があり、全体では 11 業界
190 組織9の体制となりました。
今期の情報提供件数は 57 件であり、うち標的型攻撃メールとみなした情報は
3 件でした。また、IPA による分析を経て、IPA が独自に入手した情報も含む 17
件の情報共有を傘下組織へ行いました。
J-CSIP の運用状況の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html

８．サイバーレスキュー隊（J-CRAT）活動状況
（担当：セキュリティセンター）

[2017 年度上半期]

IPA は、サイバーレスキュー隊（J-CRAT10）の 2017 年度上半期の活動につい
て報告書を 10 月 30 日（月）に公表しました。
2017 年度上半期に「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」に対して寄せられた
相談件数は 254 件でした。このうち、レスキュー支援へ移行したものは 85 件、
うちオンサイト支援を行った事案数は 17 件でした。
レスキュー支援へ移行した 85 件の組織ごとの内訳は、独立行政法人 3 件、社
団・財団法人 18 件、企業 29 件、地方自治体および公共機関等 6 件、その他 29
件でした。
「サイバーレスキュー隊活動状況」の詳細については次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/J-CRAT/

7 J-CSIP：Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan
8 SIG：Special Interest Group の略。J-CSIP では、情報共有を目的に業界を軸にした組織をグループ化しており、

SIG と呼んでいる。
9 複数業界に関係する組織が、複数の SIG に所属するケースも現れている。ここでは延べ数としている。
10 J-CRAT：Cyber Rescue and Advice Team against targeted attack of Japan
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９．重要なセキュリティ情報（10 月）
（担当：セキュリティセンター）
IPA では、インターネットを使っている多くの利用者が影響を受けるセキュ
リティ対策情報を対象に「重要なセキュリティ情報11」として公開しています。
「重要なセキュリティ情報」とは、放っておくと不正アクセスやデータが盗
まれるなどの危険性が高いセキュリティ上の問題と対策についてお伝えするも
ので、IPA 情報発信では 2013 年 12 月より広く啓発するため記載しています。
発信情報から、ご自身の PC やシステムへの影響を判断の上、速やかな対策を心
がけてください。
10 月は、「緊急」2 件、「注意」4 件を公開しました。
重要なセキュリティ情報の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html

１０．第 2 回 CISO 向け業界共通短期トレーニングを実施
（担当：産業サイバーセキュリティセンター）
IPA は、10 月 13 日(金)～14 日(土)に、各社のサイバーセキュリティ対策を
統括する CISO 向けの業界共通トレーニングを実施し、電力、ガス、化学、食料
品、電気機器、輸送機器、電子部品、情報処理機器などの業界から 13 名の受講
者が集まりました。
第 1 回目の本トレーニングは、産業サイバーセキュリティセンターのアドバ
イザーであるキース・アレキサンダー氏（元米国 NSA 長官兼サイバー軍司令
官）が CEO を勤める米国アイアンネット・サイバーセキュリティ社の協力を得
て行われました。
第 2 回となる今回は、リーバイス社チーフセキュリティアーキテクトで、米
国電力会社のセキュリティ対策責任者等も歴任したスティーブ・ザルースキー
氏も迎えて行われました。2 日間で講義と机上演習（ウォーゲーム・セッショ
ン）が行われる中で、ときに機微な情報や経験談も共有されつつ、活発なディ
スカッションが行われました。
次回は、2018 年 3 月 2 日（金）～3 日（土）に、キース・アレキサンダー氏
自身も来日して実施する予定です。

11 「重要なセキュリティ情報」は、次の基準で対策の緊急度を表しています。

「緊急」・・・影響度の高いセキュリティ上の問題があると公表された情報でかつ、当該問題を悪用した攻撃が実際に行
われているケース。
「注意」・・・影響度の高いセキュリティ上の問題があると公表された情報又は、当該問題を悪用した攻撃が行われる可
能性があるケース。
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１１．「セキュリティ・ミニキャンプ in 九州 2017（宮崎）」を開催
（担当：イノベーション人材センター）
IPA は、セキュリティ・キャンプ九州実施協議会、セキュリティ・キャンプ
実施協議会と共同で「セキュリティ・ミニキャンプ in 九州 2017（宮崎）」を 9
月 30 日（土）から 10 月 1 日（日）までの 2 日間開催しました。
宮崎県でのセキュリティ・キャンプ地方大会の開催は初めてで、専門講座を
実施しました。
また、専門講座（参加者 16 名）では、用意した Web ページを調査し、攻撃
者の考え方や防御方法を学ぶ講義や、攻撃を受けたサーバのログを解析し、影
響範囲やサービス停止の原因を調査する講義などが行われました。
「セキュリティ・ミニキャンプ in 九州 2017（宮崎）」の詳細については、次
の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2017/minicamp2017_miyazaki.html

１２．「セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2017（広島）」を開催
（担当：イノベーション人材センター）
IPA は、HiBiS（広島インターネットビジネスソサイエティ）、セキュリテ
ィ・キャンプ実施協議会と共同で「セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2017
（広島）」を 10 月 27 日（金）から 29 日（日）までの 3 日間開催しました。
広島県でのセキュリティ・ミニキャンプ地方大会の開催は 2 回目で、一般講
座と専門講座の 2 講座を実施しました。
一般講座（参加者 155 名）では、広島県警察本部よりサイバー犯罪被害に遭
わないための対策についての講演などが行われました。
また、専門講座（参加者 15 名）では、脆弱な Web アプリケーションに対して
診断を行い、その診断結果からそのアプリケーション内への影響や対策を議論
する講義などが行われました。
「セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2017（広島）」の詳細については、次
の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2017/minicamp2017_hiroshima.html
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Ⅱ．IT システムの安心・安全の確保と開発・利活用の効率化

１．「つながる世界の開発指針」の実装に必要な教育教材の開発に着手
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、将来 IoT のシステム開発に携わる人材を対象に、「つながる世界の開
発指針」12を反映した教育教材の開発に着手し、また、同教材を適用した講座が
学校法人岩崎学園情報セキュリティ大学院大学にて 10 月 5 日（木）より開始さ
れました。
教材開発の目的は、安全安心な IoT 社会の実現に向けて、システムの設計や
開発に携わる学生・社会人を対象に、「つながる世界の開発指針」の実装に必要
となる安全性やセキュリティの知識・技術を習得できるようにすることです。
また、教材等の開発、教材の教育効果測定を目的とした講座の実施は、学校法
人岩崎学園情報セキュリティ大学院大学に委託しています。当教材等及び講座
については、2020 年 5 月末の完成を目指しています。
IPA は、開発した教育方法や教材等を無償で公開することで、広く成果が活
用され、安全安心な IoT 社会の実現に貢献することを目指します。
「『つながる世界の開発指針』の実装に必要な教育教材を開発」の詳細につい
ては、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/sec/info/20171005.html

２．
「第 6 回 オープンシステム・ディペンダビリティ ワークショップ（6thWOSD）」
を開催
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 21 日（土）に慶應義塾大学（港区三田）にて「第 6 回 オープ
ンシステム・ディペンダビリティ ワークショップ（6thWOSD）」13を一般社団法
人ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS Association14）と慶應義塾大学大学
院システムデザイン・マネジメント研究科15と共同で開催しました。
本ワークショップは、オープンシステム・ディペンダビリティ16についての議
12 IoT 製品の開発者が開発時に考慮すべきリスクや対策を指針として明確化したもの。

https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20160324.html
13 WOSD(Workshop on Open Systems Dependability) ：信頼性の高いシステムを構築するための技術に関わ

る技術者、研究者を対象としたワークショップ。
14 DEOS Association(The Association of Dependability Engineering for Open Systems) ：日本のディペンダビ

リティ技術の研究、開発、実証、評価、普及、標準化などを推進し、より安心、安全、快適な社会の実現に資する
ことを目的とした一般社団法人。
15 V モデルを基本とするシステムズエンジニアリングやイノベーティブなデザイン思考をベースに、技術システムの
設計から社会システムの構想提言まで、大規模・複雑で不確定要素の多いあらゆるシステムを創造的にデザイ
ンし、確実にマネジメントするための学問体系及びその実践についての教育・研究を行っている研究科。
16 オープンシステム・ディペンダビリティは、目的、目標、環境および性能の変化に対応し、説明責任を常に達成し
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論を行い、この分野の更なる研究を促進することを目的に開催されました。第
6 回となる今回はシステム・アシュランス、リスク管理、アセット管理などの
オープンシステム・ディペンダビリティ関連分野の標準化活動についての講演
と議論が行われました。
IPA は、「Impact of open systems dependability on IoT and SoS」という
テーマでソフトウェア高信頼化センター松本所長が講演し、また富田理事長が
閉会挨拶を行いました。
IPA は、今後も信頼性の高いシステムを構築するための技術に関わる技術者
や研究者を対象としたワークショップの開催等の普及活動を通して、システム
の信頼性向上に貢献していきます。
「『第 6 回 オープンシステム・ディペンダビリティ ワークショップ
（6thWOSD）』を開催」の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171021.html

３．「IoT によりつながる世界の製造・開発セキュリティ最新動向」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 2 日（月）にグランフロント大阪（大阪府大阪市）で行われた「IoT に
よりつながる世界の製造・開発セキュリティ最新動向」にて講演しました。
本セミナーは一般財団法人関西情報センター（KIIS17）と組込みシステム産業
振興機構（ESIP18）による共催で、分野ごとに扱われがちな IoT セキュリティ、
サイバーセキュリティと制御セキュリティを横断的に扱い、各種製品や製造プ
ラント等におけるセキュリティ情報をシステムズエンジニアリング視点で紹介
することを目的に行われました。
IPA は、「IoT 時代（つながる世界）における安心・安全」というテーマで講
演しました。当日は 78 名の方に参加いただき、盛況のうちに終了しました。
今後も情報処理システムの信頼性向上に向けて、つながる世界の安全・安心
を実現するための取組みを継続していきます。
「『IoT によりつながる世界の製造・開発セキュリティ最新動向』にて講演」
の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://secure.kiis.or.jp/cybersecurity/171002seminar/index.html

続けることによって期待されたサービスを求められた時に求められたように提供する能力。
17 KIIS(Kansai Institute of Information Systems) ：関西地域の産業の発展と地域の活性化に寄与するべく、情報

通信技術に関する調査研究、行政・地域の情報化やまちづくり等地域振興に関する調査研究、さらには、国の情
報化施策の普及および推進を図るためのシンポジウムやセミナー、健康保険関連業務のシステム開発、情報処
理事業等、幅広い活動を展開する一般財団法人。
18 ESIP(Embedded System Industry Promotion Organization) ：関西を組込みシステム産業の一大集積地とす
るための産学官協働プラットフォーム。
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４．「JUAS アカデミー」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 3 日（火）に中央区日本橋で行われた「JUAS アカデミー」にて
講演しました。
本セミナーは、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS19）の主
催で、JUAS の調査、研究活動について紹介することを目的として開催されまし
た。
IPA は、「システム再構築におけるリスクの把握から対策の合意まで～再構築
ガイドの活用～」というテーマで講演しました。講演では、3 月に発行した
「システム再構築を成功に導くユーザガイド～ユーザとベンダで共有する再構
築のリスクと対策～」20をベースに、「システム化計画」の策定においてユーザ
企業とベンダ企業が合意形成する際に役立つ事例を交えて、本ガイドのポイン
トを解説しました。
IPA では、ユーザ企業とベンダ企業がシステム再構築に関わるリスクについ
て合意の上で開発に着手すること等のノウハウを説明したガイドブックの普及
を通じ、システム再構築におけるトラブル防止に向けた活動を継続していきま
す。
「『JUAS アカデミー』にて講演」の詳細については、次の URL をご覧くださ
い。
https://www.juasseminar.jp/seminars/view/3817011

５．
「上流工程強化研修 ～ビジネスを成功させるシステム開発の基本～」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 11 日（水）と 10 月 27 日（金）にメディア・ミックス札幌（北
海道札幌市）で行われた「上流工程強化研修 ～ビジネスを成功させるシステ
ム開発の基本～」にて講演しました。
本研修は、株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構（DEOS21）の主催で、北
海道内の IT 技術者の要件定義スキルの強化を目的に行われました。
IPA は、「失敗しない要件定義の勘どころ～ビジネス要求を正しくシステム化

19 JUAS(Japan Users Association of Information Systems) ：産業活動における IT の高度利用（経営革新を含

む）に関する調査及び研究、普及啓発及び指導、情報の収集及び提供等を行うことにより、IT 利活用の向上を促
進し、日本の産業経済の発展に寄与することを目的とした一般社団法人。
20 問題が起こりやすい既存システムの再構築に特化して、システム開発における企画・発注・設計といった上流工
程で、利用者が求める機能や安全性・セキュリティ等の条件を漏れなく文書化（要件定義）し、システムに確実に
反映するためのガイドブック。
https://www.ipa.go.jp/sec/info/20170310.html
21 DEOS(Development Organization for Software Hokkaido)： IT プロフェッショナルの育成を目的として、国、北
海道、札幌市、民間の出資により設立。
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要件として定義するポイント解説～」、「システム再構築を成功に導くための手
法選択と計画立案」という 2 つのテーマで講演しました。
IPA では、今後も上流工程の課題解決や、システム構築の効率及びシステム
全体の品質向上の実現を目指して上流工程強化に向けた活動を継続していきま
す。
「『上流工程強化研修 ～ビジネスを成功させるシステム開発の基本～』にて
講演」の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.deos.co.jp/koza/detail/md300

６．「IISA 技術セミナー」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 20 日（金）にマリオス盛岡地域交流センター（岩手県盛岡市）
で行われた「IISA 技術セミナー」にて講演しました。
本セミナーは、岩手県情報サービス産業協会（IISA22）の主催で、岩手県の
IT 技術者の能力向上を目的として開催されました。
IPA は、「IPA/SEC における上流工程の取組みについて～上流工程を対象とし
たガイドブックの全体概要～」、「手戻りをなくす要件定義のための勘どころ～
要件定義ガイドの活用～」、「システム再構築におけるリスクの把握から対策の
合意まで～再構築ガイドの活用～」という 3 つのテーマで講演しました。
今後も情報処理システムの信頼性向上に向けて、地方での普及活動を継続し
ていきます。
「『IISA 技術セミナー』にて講演」の詳細については、次の URL をご覧くだ
さい。
http://www.isop.ne.jp/iisa/news/seminar2017/seminarannai.html

７．「JISA Digital Masters Forum 2017」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 24 日（火）に御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター（千
代田区神田駿河台）で行われた「JISA Digital Masters Forum 2017」にて講演
しました。
本フォーラムは、一般社団法人情報サービス産業協会（JISA23）の主催で、

22 IISA(Iwate Information Service Industry Association) ：情報サービス産業（ソフトウェア業、情報処理業等）に

携わる会員相互の協力により、業界の健全な発展を図るとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的とす
る団体。
23 JISA(Japan Information Technology Services Industry Association)： 情報サービス産業に係る事業の基盤
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「人に優しい未来社会を創る」をテーマに経営者やエンジニアが一堂に会し、
エンタプライズ系及び組込み系の現場におけるソフトウェアエンジニアリング
の実践事例などを発表する場として開催されました。
IPA は、「『手戻りをなくす要件定義』のための勘どころと事例」というテー
マで講演しました。
IPA は、IoT 時代の到来により想定される情報システムの開発要件の不確実性
の拡大などに対応するため、今後もシステム構築における上流工程の機能強化
に貢献していきます。
「『JISA Digital Masters Forum 2017』にて講演」の詳細については、次の
URL をご覧ください。
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/data/jdmf2017.pdf

８．「組込みソフトウェア技術研究会」にて講演
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、10 月 27 日（金）に静岡大学（静岡県浜松市）で行われた「組込みソ
フトウェア技術研究会」にて講演しました。
本研究会は、静岡大学情報学部と組込みソフトウェア技術コンソーシアム
（HEPT24）の共催で、ソフトウェアの信頼性向上を図ることを目的に行われまし
た。
IPA は「産業界に有効なシステム安全性向上手法、新しいアクシデントモデ
ル STAMP（Systems-Theoretic Accident Model and Processes）について」と
いうテーマで講演しました。
IoT の普及によって複雑化する社会システムに対応するための新たな安全性
解析手法の提案・普及活動を今後も継続していきます。
「『組込みソフトウェア技術研究会』にて講演」の詳細については、次の URL
をご覧ください。
http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/hept/sig-registration/item/236-schedule2017

整備等を通じ、情報サービス産業の健全な発展を図るとともに、日本の情報化を促進し、もって経済・社会の発展
に寄与することを目的とする一般社団法人。
24 HEPT(Hamamatsu Embedded Programming Technology Consortium) ：平成 20 年度から 5 年間、浜松市
の協力の下、文部科学省の補助金を得て、地域再生人材創出拠点の形成「制御系組込みシステムアーキテクト
養成プログラム」を展開。補助金終了後、まだ不足しているシステムアーキテクトを養成してほしいという多くの地
元の企業の要望により設立。
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９．IMI 共通語彙基盤普及促進セミナー「官民データ利活用に向けた情報連携」を開催
（担当：国際標準推進センター）
IPA は 10 月 31 日（火）に、九州経済産業局（福岡県福岡市博多区）で「共
通語彙基盤」の理解を広めるためのセミナー「官民データ利活用に向けた情報
連携」を開催しました。
「官民データ活用推進基本法」（2016 年 12 月）が制定され、政府、自治体等
で、活用しやすいデータの構築へ向けた取り組みが加速しています。
本セミナーでは、政府の取組みの紹介に続き、オープンデータの構築と活用
に向けた、福岡市と久留米市の自治体での先進事例を紹介しました。さらに、
それらを支える基盤技術である「共通語彙基盤」（IMI）について、デモを交え
て解説すると共に、IMI を活用したデータプラットフォームの紹介を行いまし
た。
当日は多数の参加者が聴講し、多くの質問や意見が出されました。
「IMI 共通語彙基盤普及促進セミナー『官民データ利活用に向けた情報連
携』を開催」の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://imi.go.jp/event/0004.html

10．SEC セミナー開催報告（10 月）と SEC セミナー開催案内（11 月）
（担当：ソフトウェア高信頼化センター）
IPA は、事業成果を広く普及・啓発することを目的としたセミナー、ソフト
ウェアエンジニアリングに関する国内外の最新動向などを紹介する特別セミナ
ーをそれぞれ実施しています。
10 月は、次の日程で実施しました。
・つながる世界に求められる利用時の品質～安全安心を実現するためにソフ
トウェア設計者が考慮すべきこと～（10 月 4 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171004.html

・マネージャが現場で使える定量的なプロジェクトマネジメント～プロジェ
クトの動的管理と静的管理について～（10 月 24 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171024.html

・コーディングで守るサイバーセキュリティ～ESCR によるセキュアコーディ
ングのススメ～（10 月 31 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171031.html
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11 月は、次の日程で開催を予定しています。
・安全安心な IoT に必要な機能とは～「『つながる世界の開発指針』の実践に
向けた手引き」を解説～（11 月 2 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171102.html

・ET2017/IoT2017 併催：IPA セミナー 第１部～第８部（11 月 15 日～11 月
17 日）
https://www.ipa.go.jp/sec/seminar/20171115.html

・経験と勘に頼らない事業戦略マネジメント ワークショップセミナー～デー
タに基づく実践的な組織目標立案のために～（11 月 20 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171120.html

・「非機能要求グレード」実践セミナー～システム基盤の非機能要件定義を講
義と演習で身につける～（11 月 21 日）
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171121.html

Ⅲ．未来の IT 社会を担う人材の育成とビジネス支援・技術開発促進

１．「情報処理安全確保支援士」2,822 名を登録
（担当：HRD イニシアティブセンター）
IPA は、2017 年 2 月 1 日から受け付けていた「情報処理安全確保支援士（登
録セキスペ）」の登録申請を 7 月 31 日（月）に締め切り、10 月 1 日付で新たに
2,822 名を国家資格者として登録しました。
登録者については、登録証を交付するとともに、登録者公開情報等を公表し
ました。また、今回から「連絡先電話番号」「連絡先メールアドレス」「得意分
野」「保有スキル」などを任意項目として公開しました。これにより、登録者が
自己スキルをアピールすることが可能になりました。
なお、登録者（2,822 名）の属性等内訳は以下のとおりです。
【男女構成】

【年齢構成】
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【合格試験区分（経過措置対象者）】

【合格試験区分（情報処理安全確保支援士試験合格者）】

上記以外に、2 名の試験免除対象者が含まれます。
【地域別】

【業種別】

「『情報処理安全確保支援士』2,822 名を登録」の詳細については、次の URL
をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/about/press/20171002.html
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２．平成 29 年度秋期「情報処理安全確保支援士（登録セキスぺ）試験」および「情
報処理技術者試験」を実施
（担当：情報処理技術者試験センター）
IPA は、平成 29 年度秋期「情報処理安全確保支援士（登録セキスぺ）試験」
および「情報処理技術者試験」
（所管：経済産業省）を 10 月 15 日（日）に実施
しました。合格発表は、
「情報セキュリティマネジメント試験」および「基本情
報技術者試験」が 11 月 15 日（水）正午、その他の試験が 12 月 20 日（水）正
午の予定です。
平成 29 年度秋期「情報処理安全確保支援士（登録セキスぺ）試験」および
「情報処理技術者試験」の合格発表スケジュールについては、次の URL をご覧
ください。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_00topic/topic_20171015_schedule.html

同試験の「問題冊子・解答例」については、次の URL をご覧ください。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2017h29.html
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●IPA 組織図

本書に関するお問合せ先
戦略企画部 広報Ｇ 山北・稲垣
〒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
TEL：03-5978-7503
E-mail：pr-inq@ipa.go.jp
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