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NEWS STORY
セキュリティセンター

日独合同シンポジウム「日独デジタル化社会へ向けての対話」に参加
IPAは、11 月 28 日
（火）
・29 日
（水）
に開催された日独合同シ
ンポジウム
「日独デジタル化社会へ向けての対話」
に参加しま
した。
昨年 3 月に、世耕経済産業大臣とドイツのツィプリス経済エ

*1	世耕経済産業大臣が「ハノーバー宣言」に署名しました～第四次産業革命に関する日独協
力の枠組みを構築～
（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170320002/20170320001.html
*2	サイバー情報共有イニシアティブ：IPAが情報ハブ（集約点）となり、サイバー攻撃等に関す
る情報を参加組織間で共有する取り組み
*3 サイバーレスキュー隊：標的型サイバー攻撃を受けた組織の対応を支援する活動

の署名が行われ、現在、
ネルギー大臣による
「ハノーバー宣言*1 」
日独両政府は、IoT・インダストリー4.0に関するサイバーセキュ
リティ、国際標準化、規制改革、人材育成、研究開発などの連
携を進めています。
本シンポジウムはこのような背景を受けて開催されたもので、
日独両国から先進的な取り組みを行う企業やキーパーソンが
参加し、デジタル化社会に向けた両国の発展のための議論な
どを行いました。2 日目の
「日独サイバーセキュリティ・フォーラ
ム」
は、セキュリティに特化したセクションで、産業界の情報セキュ
リティをテーマにした講演が行われました。本セクションでは、
IPAの富田理事長が基調講演のスピーカーを務め、J-CSIP*2
やJ-CRAT*3 などのサイバー攻撃対策のための事業や、セキュ
リティ人材育成事業などのIPAの取り組みをご紹介しました。

セキュリティセンター

セキュリティセンター

Wi-Fiの脆弱性に関する
注意喚起を実施

「Office 365」のアカウント情報を狙う
フィッシングメールの手口を公開

WPA2 における複数の脆弱性について
▶ https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html

10 月 16 日
（ 米国時間）に、Wi-Fi通信 のセキュリティ規格

[2017 年 7 月～9 月]

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

「WPA2」における脆弱性が公開されました。この脆弱性は

IPAは10月にJ-CSIPの第3四半期活動レポートを公開しました。

Wi-Fiの暗号関連技術に関するもので、悪意ある第三者に悪用

本四半期でJ-CSIPが確認した不審メールでは、
「Office 365*1 」

されると、Wi-Fiルータとそれに接続する端末間での暗号化が

のアカウント情報を狙うフィッシングメール*2が多く確認されました。

破られ、通信内容が盗聴される可能性があるというものです。

本レポートではこのフィッシングメールについて、埋め込みアイコ

IPAではWi-Fiルータと接続する端末のアップデート等、この

ンや添付ファイル、URLなどを用いた手口の事例を紹介しています。

脆弱性に対する注意喚起を行いました。インターネットユーザー

「Office 365」
はビジネスで使われることも多いサービスであ

に身近な脆弱性の事例であることから、本注意喚起は、各種新

るため、アカウント情報から企業の機密情報を窃取されるおそれ

聞やウェブニュース等で取り上げられるなど、大きな反響があ

もあります。
「不審なメールに添付されたファイルやURLを開かな

りました。

い」
などの対策が求められています。
*1 M
 icrosoft OfficeのWordやExcelで作成したデータをクラウド環境で保存・共有できるサー
ビス
*2 本物のウェブサイトと似せて作成した偽のウェブサイト（訪問者を騙すフィッシングサイト）
へ利用者を誘導させるための偽のメール。

通信を経由している
攻撃者のルータ等
盗聴
無線 LAN の通信
範囲内の攻撃者

利用者
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サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）運用状況
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脆弱性への攻撃により、
暗号通信の中身を複号
される。

WPA2通信が可能な
アクセスポイント
（ルータ等）

PDFファイル風のアイコンを使ったフィッシングメール

誘導されるフィッシングサイト

ソフトウェア高信頼化センター

定量データに基づく組込みソフトウェア開発の現状をまとめた白書を公開
「組込みソフトウェア開発データ白書 2017」を発行

開発における定量データの活用を推進しています。

▶ https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20171114.html

昨年 11 月に公開した 2017 年度版は、2015 年度版から

現在、ソフトウェア開発の現場において、エンタプライズ系
では定量データの活用によるプロジェクト管理が定着していま
すが、属人化しがちな組込み系の開発では、定量データの活
用は効果が小さいと考えられる傾向にあります。しかし、組込
みソフトウェアの開発においても定量データによるリスクの見
える化が有効であることから、IPAでは、2015 年度から
「組込
みソフトウェア開発データ白書」
を公開し、組込みソフトウェア
■ 工数実績の工程比率
（平均値）
即時反応の要求度別

240 件以上多い 416 件の開発データを収集し、製品の特性ご
とに分析を行った結果をとりまとめました。分析の結果、即時
反応が強く求められる製品は、全体工数の約半分がテスト工程
に費やされていること、屋外利用の製品は、実環境で行うテス
トの工数の多さが生産性を低下させていることなど、さまざま
なことが定量的なデータで初めて実証されました。本書に掲載
している分析結果は、組込みソフトウェア開発におけるプロジェ
クトの計画や見積り作成の参考としてご活用いただけます。
自然環境からの影響度別

■アーキテクチャ設計 ■詳細設計 ■実技・単体テスト ■結合テスト ■総合テスト
1/100 万秒単位での
反応を求める製品

14%

1/1000 秒単位での
反応を求める製品

11%

19%

反応までの時間に
要求がない製品

15%

17%

33%

18%

22%

12%

29%

25%
23%
21%

19%
22%

影響あり
影響なし

13%
21%

20%

21%

15%

23%

19%

27%
24%

16%

自然環境からの影響を受ける製品の総合テスト工程比率は、
影響を受ない製品の約2倍

即時反応が強く求められる製品のテスト工程は、全開発工程の約半分

情報処理技術者試験センター

ソフトウェア高信頼化センター

情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）
試験、
午前Ⅱ試験の免除制度を開始

STAMP支援ツールの
デモンストレーションを公開

情報処理安全確保支援士試験

Embedded Technology 2017／ IoT Technology 2017

免除対象学科等認定制度について

▶ https://www.ipa.go.jp/sec/events/20171115.html

▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_81menjo/_index_sc_am2menjo.html

近年、複数の機器やシステムが相互に連携し、新たなサービ

昨年 4 月からIPAが実施している
「情報処理安全確保支援士

スや価値を提供するシステム形態が増えています。そのよう

（登録セキスペ）試験」は、サイバーセキュリティ分野の知識・
技能を問う国家試験です。IPAはこの試験において、昨年 11

な複雑化するシステムの安全性を向上のために、今、産業界で
です。
注目されているのが
「STAMP＊」
STAMPは、開発フェーズでの安全性解析や事故原因分析を

月から新たな免除制度を開始しました。
IPAが認定した学科等において、情報セキュリティに関する

効率的に実践する手法で、IPAでは昨年 11 月の
「Embedded

課程を修了した者は、当該課程の修了認定を受けた日から2

Technology 2017／ IoT Technology 2017」
を皮切りに、

年以内に受験する登録セキスぺ試験について、専門的な知識

イベント等でSTAMP活用方法の実演を行い、この手法の本格

を問う午前Ⅱ試験の免除が受けられるようになりました。

的な普及活動を開始しました。今年3月には、STAMP支援ツー
ルの一般公開を予定しています。

■ 登録セキスペ試験の免除対象
（午前Ⅱ試験）
時間
区分

午前Ⅰ

午前Ⅱ

知識を問う出題 知識を問う出題
（高度試験共通問題） （専門分野）

＊Systems-Theoretic Accident Model and Processes：マサチューセッツ工科大学
（MIT）
のナンシーレブソン教授が提唱するシステム理論に基づく安全性解析手法

午後Ⅰ

午前Ⅱ

技能を問う出題 技能を問う出題

出題
形式
マークシート式

マークシート式

記述式

記述式

Embedded Technology 2017／ IoT Technology 2017 の様子
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未踏事業特集

「○○愛」から生まれた

達人たちのアイデア

天才ITクリエータの発掘と育成を目指す未踏事業。これまで未踏事業にチャレンジしたクリエータの中には、IT
以外のスゴ技を持つ達人たちも存在します。今号では、そんな達人たちの“突き抜けた情熱”から生まれた未踏プロ
ダクトとそのアイデアの源泉をご紹介します。
Love for

“ゲーム” × IT
ゲーム開発の達人

鈴木 遼さん
（ゲーム開発歴 10 年）

プログラマーの能力を強化する万能ツールを作りたい
短く易しいコードで音声や画像処理ができるライブラリ「Siv3D（シブスリ−ディー ）」
中学時代にプログラミングと出会ってからコンピュータゲー
ムの開発に熱中したという鈴木氏。
「プログラミング言語
C++で、より簡単に面白いゲームを作りたい」
という思いか
ら開発したのが「Siv3D」
。複雑なコードの記述が必要な
音や画像の処理も、たった数行の簡単なコードで実現でき
る汎用性の高いライブラリ。
ココが
すごい！

2013 年度未踏スーパークリエータ

Love for

“三味線” × IT
三味線の達人

濱中 敬人さん
（三味線歴 10 年）

現在、
「Siv3D」は教育現場においてもプ
ログラミング教育ツールとして多くのファ
ンが活用中。

三味線の文化を繋いでいきたい
三味線の演奏をサポートするソフトウェア「Aibiki（あいびき）」
濱中氏が開発した「Aibiki」は、三味線奏者に必要なサ
ポート機能を搭載したソフトウェア。初心者でも簡単に三味
線が弾けるよう調弦のサポートや弾き方解説などを行う。
「口
伝（くでん）
などによって継承される楽曲が時間の経過とと
もに失われるのを防ぎたい」
という思いが、譜面のデジタル
化と演奏サポートというアイデアへ発展した。
ココが
すごい！

国内だけでなく、海外でも「Aibiki」を使っ
て三味線を演奏するユーザーが増加中。

2014 年度未踏スーパークリエータ

Love for

“手 話” × IT
手話の達人

和田 夏実さん
（手話通訳士資格保持者）
2016 年度未踏スーパークリエータ
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手話の面白さをもっとみんなに伝えたい
手話の表現力を拡張するソフトウェア「Visual Creole（ビジュアルクレオール）」
耳の聞えない両親を持ち、手話を第一言語として育っ
た和田氏。
「メディアとしての手話の機能や楽しさを広く
知ってもらいたい」という思いから開発したのが「Visual
Creole」
。デジタルで手話に手書きのイラストを付加するソ
フトウェアは、手話で伝えるイメージを拡張させ、国や言葉、
ろう者・聴者の垣根を超えたコミュニケーションを可能にした。
ココが
すごい！

「Visual Creole」の開発をきっかけに、現
在、手話の先進国であるスウェーデンの研
究所と教材の共同開発に参加中。

デジタル時代だからこそ「手書き」を広めたい

Love for

“書 道” × IT

美しい手書き文字が簡単に書けるソフトウェア「てふみ」

書道の達人

デジタルの普及で手書き離れが進む昨今。
「手書きの楽
しさを知ることで、手書きにもっと親しんでほしい」という発
想から生まれたのが「てふみ」
。独自のプロジェクションマッ
ピングで書き手の個性を活かした美しい手書き文字をガイド
し、ユーザーに手書き文字の表現の豊かさ、楽しさを体感さ
せることを目指した。

中村 優文さん（書道 7 段）（左）
山口 周悟さん（技術担当）（右）
2016 年度未踏スーパークリエータ

アプリケーション未使用

アプリケーション使用後

業” × IT

音で農作物の鮮度を測れるソフトウェア「VEGFR（ベジフル）」

農業の達人

若すぎたり劣化した農作物を食べてしまうことが野菜嫌
いを生み出す原因のひとつと考えて片岡氏が考案したのが
「VEGFR」。果物や野菜にスピーカーを当てるだけでその
鮮度や熟成度が計測でき、素材の状態に合わせたレシピを
提案してくれる。農家生まれで培った知見から、良質な農作
物の条件は「鮮度」にあるという考えを導き、開発に挑んだ。
「VEGFR」開発のため、実家にサンプル栽培専用の

片岡 秀公さん

ココが ビニールハウスを設置。3ヶ月間かけてトマトとみか
すごい！ ん計300個以上からデータを収集し、平均誤差は0.5

（実家はトマト専業農家）

日未満（推定）という高い鮮度測定精度を達成した。

2016 年度未踏スーパークリエータ

開催
告知

開発過程でモニターに協力してくれた小学
生が、その後、書道に興味を持ち、熱心に
練習するようになった。

消費者の野菜嫌いをなくしたい

Love for

“農

ココが
すごい！

2017年度未踏クリエータたちの開発プロジェクトを初披露

「MITOU2017 Demo Day」

2月10日（土）
～11日（日）に開催される「MITOU2017 Demo Day」。新進気鋭の若手未踏クリエータ28名が、約９ヶ
月で取り組んだ開発プロジェクト20 件を初公開します。

MESSAGE FROM
MITOU SUPER CREATOR
2009 年度未踏スーパークリエータ
筑波大学助教
デジタルネイチャー研究室

主宰

落合 陽一 氏

未踏とはバトルロイヤルである。助成金を渡して成果を報告す
るいわゆる国プロではない。若い人材がその持てる力を使って勝
負をしあう、開発「競争」なのだ。成果報告会は若い天才プログ
ラマーの卵たちが技術力やプレゼン力を駆使して勝負を仕掛ける
最後の場である。悲壮感ある発表から血気盛んな発表まで、その
情熱は見るものに確実に伝わる何かがある。人材採用やシーズ
発見のみならず、そんなエンターテイメントとしての成果報告会に
是非来て見ていただけないだろうか。

どなたでもご参加いただけます

MITOU2017 Demo Day

〜2017年度（第24回）未踏事業成果報告会〜

日 時：2018年2月10日（土）
～11日（日）
10：30-18：30（予定）
会 場：富士ソフト アキバプラザ 5階
アキバホール
参加費：無料
当日の会場の様子はニコニコ生放送でもLIVE配信予定。

https://www.ipa.go.jp/jinzai/
mitou/2017/seikahoukoku24th.html
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情報セキュリティマネジメント試験
過 去 問 題

平成 28 年度春期から始まった情報セキュリティマネジメント試験は、IT利用部門でも
必要な情報セキュリティ管理に関する基礎知識を習得するのに役立つ国家試験です。
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う問題
も出題されます。これまでに出題された情報セキュリティマネジメント試験の過去問題に挑戦してみましょう！

問1

【29秋期 問15】

入室時と退室時にIDカードを用いて認証を行い，入退室を管理する。このとき，入室時の認証に用いられなかったID
カードでの退室を許可しない，又は退室時の認証に用いられなかったIDカードでの再入室を許可しないコントロール
を行う仕組みはどれか。
ア：TPMOR
（Two Person Minimum Occupancy Rule）
イ：アンチパスバック
ウ：インターロックゲート
エ：パニックオープン

問2

【29秋期 問16】

シャドー ITに該当するものはどれか。
ア：IT製品やITを活用して地球環境への負荷を低減する取組み
イ：IT部門の公式な許可を得ずに，従業員又は部門が業務に利用しているデバイスやクラウドサービス
ウ：攻撃対象者のディスプレイやキータイプを物陰から盗み見て，情報を盗み出すこと
エ：ネットワーク上のコンピュータに侵入する準備として，攻撃対象の弱点を探るために個人や組織などの情報を収集すること

問3

【28秋期 問5】

ファイルサーバについて，情報セキュリティにおける“可用性”を高めるための管理策として，適切なものはどれか。
ア：ストレージを二重化し，耐障害性を向上させる。
イ：ディジタル証明書を利用し，利用者の本人確認を可能にする。
ウ：ファイルを暗号化し，情報漏えいを防ぐ。
エ：フォルダにアクセス権を設定し，部外者の不正アクセスを防止する。
正解：

おかげさまで 50 年目

問1

イ

問2

イ

問3

ア

～情報処理技術者試験制度～

平成 30 年が始まりました。本年もよろしくお願いいたします。

さて、国家試験である情報処理技術者試験制度は、昭和 44 年にスタートし、今年で 50 年目を迎えます。当初は、
「 第二種情報

処理技術者認定試験」と「第一種情報処理技術者認定試験」の 2 つの試験区分で始まりましたが、ITの進展に合わせてレベルや

専門分野を整備し、時代のニーズに合ったIT人材の育成に貢献できるようさまざまな試験区分を設けてきました。最近では、セキュ

リティ関連の試験である「情報セキュリティマネジメント試験」のほか、新制度として「情報処理安全確保支援士」を整備しています。
ここまで大きく成長を遂げることができましたのも、ひとえに、この試験を目標に自己研鑽に励んでくださった延べ 1,900 万人

を越える応募者の皆さま、そしてIT人材の育成を温かく支えてくださった数多くの企業・教育機関等の皆さまのおかげです。
これからも多くの皆さまに、本試験制度をご支持いただけるように取り組んでまいります。目指せ、100 年！

なお、本年 1 月 11 日から、平成 30 年度春期試験の申込み受付を開始していますので、受験をお考えの方は、どうぞお忘れなく。

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験

▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/
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T.N

主 な イ ベ ン ト・ セ ミ ナ ー 情 報

2月

February

イベント ソフトウェア高信頼化センター

イベント ソフトウェア高信頼化センター

ソフトウエアジャパン2018（出展）

ET・IoT Technology 名古屋（共催）

［ 日 時 ］ 2月2日
（金）
9：30～18：10

［ 日 時 ］ 2月16日
（金）
10：00～17：00

［ 会 場 ］ 一橋大学 一橋講堂会議室／学術総合センター 国立情報学研究所

［ 会 場 ］ ウインクあいち[愛知県産業労働センター] 定員300名（参加費：無料）

＊詳細はウェブページをご参照ください

セミナー HRDイニシアティブセンター

イベント イノベーション人材センター

i コンピテンシ ディクショナリ説明会

MITOU2017 Demo Day ／

［ 日 時 ］ 2月21日
（水）
15：30～17：30

～2017 年度（第 24 回）未踏事業成果報告会～

［ 会 場 ］ IPA 13階会議室

［ 日 時 ］ 2月10日
（土）
・11日
（日）
10：30～18：30
（予定）

定員20名
（参加費：無料）

［ 会 場 ］ 富士ソフト アキバプラザ 5階 アキバホール
定員
（各日）
150名程度
（参加費：無料）

3月

March

イベント イノベーション人材センター

セミナー ソフトウェア高信頼化センター

未踏会議 2018

IoT時代のシステム開発の課題に立ち向かう

～システムズエンジニアリング導入の薦め～

［ 日 時 ］ 3月9日
（金）
15：00～17：40
（予定）

［ 日 時 ］ 3月15日
（木）
13：30～17：30

［ 会 場 ］ヒューリックホール＆ヒューリックカンファレンス
（参加費：無料）

［ 会 場 ］ IPA 13階会議室

セミナー HRDイニシアティブセンター

定員50名
（参加費：2,000円）

＊ITC実践力ポイント付与あり

i コンピテンシ ディクショナリ説明会

［ 日 時 ］ 3月8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
インターネット安全教室

▶ 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。

JUST INFORMATION
産業サイバーセキュリティセンター
（ICSCoE）の
活動をご紹介するレポート

「 ICSCoE Report 」を創刊
「ICSCoE Report」は、社会インフラや産業基盤のサイバーセキュリティに関
する人材育成等に取り組むICSCoEの活動をご紹介するレポートです。
創刊号では、人材育成のプログラム内容をご紹介するとともに、プログラム
に参加している受講生の皆さんへのインタビューを行い、プログラムの感想や
今後の期待などを語っていただきました。
▶ https://www.ipa.go.jp/files/000062154.pdf

次号
「IPA NEWS Vol.33」
は3 月中旬発行予定です。
「IPA NEWS」
定期発送のお申込み ·アンケートはこちらから
▶ https://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html

「IPA NEWS」送付先の変更・送付中止は、下記のメールアドレス、
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

明けましておめでとうございます。今年最初の「IPA NEWS」は未踏事業の特集をお届け

編集・発行

発行日

独立行政法人情報処理推進機構

平成30年1月

〒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▶https://www.ipa.go.jp/

編 集 後 記

Vol.32

しました。一部では熱烈なファンもいる未踏事業。今回はこの事業の面白さを紐解くために、
未踏事業に集まる人材の多様性にフォーカスしながら、彼らのアイデアの源泉を探りました。
これまで未踏事業では、私たちの生活や文化を豊かにする画期的なものから、コンピュー
タの基礎的な部分で革新をもたらすようなものまで、さまざまなプロダクトが生まれてきました。
分野は多岐にわたりますが、
「何かを変えたい」
という強いクリエータの思いがアイデアの源
泉になっていることは共通しています。クリエータ独自の秀逸な着眼点・発想力から生まれ
たアイデアから、未踏事業や未踏クリエータたちの魅力を少しでも感じていただければ幸い
です。
「IPA NEWS Vol.32」をお読みいただきありがとうございました。

組織図
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総
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戦略企画部
財
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部

企画・管理部

産業サイバー
セキュリティセンター

産業サイバーセキュリティセンターの事業の企画、
広報、
国際関係業務お
よび管理等を実施

事

業

部

産業サイバーセキュリティ人材の教育プログラム、
制御システムの安全性・
信頼性検証事業、
サイバー脅威情報の調査・分析事業を推進

事業推進部
理

教育プログラムの受講者募集など、
産業サイバーセキュリティセンターに
おける事業のプロモーションを実施

事

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

技

術

本

部

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

イノベーション人材センター
IT人材育成本部

「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

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、国家資格
「情報処理安全
確保支援士」
制度における登録・講習業務の実施

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」
の実施、
国家資格
「情報処理安全確保
支援士」
制度における試験業務の実施

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

▶ https://www.ipa.go.jp/

