情報処理推進機構

●

5

ニュースレター

月号

vol.34

NEWS

TOPICS

漢字 6 万文字の国際標準化
「第 23 回 AMD Award」優秀賞を受賞！
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セキュリティ方針・基準を定めている企業は
わずか 35.6％

●
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STAMP 支援ツール
「STAMP Workbench」を公開
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5 年先の IT 社会を見据えた
IPA の主要事業をご紹介、
「IPA シンポジウム 2018」を開催

●

●【特集】

情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）制度

国際標準推進センター

漢字6万文字の国際標準化「第23回 AMD Award」優秀賞を受賞！
からは田代国際標準推進センター長が式展に参加し、受賞の喜

第23回 AMD Award '17

びとともに事業関係者への謝辞を述べました。

☞ https://amd.or.jp/award/23/

昨年12月に達成された漢字6万文字の国際標準化が、一般
社団法人デジタルメディア協会
（AMD）
主催の
「デジタル・コン

*毎年過去1年間で発売・発表されたデジタルコンテンツの中から、
デジタル産業の発展に
寄与した作品やクリエータを選定し、
表彰するもの。

文字情報基盤整備事業

☞ https://mojikiban.ipa.go.jp/

テンツ・オブ・ジ・イヤー'17／第23回 AMD Award*」
の年間コ
ンテンツ賞
「優秀賞」
を受賞しました。
IPAが推進している文字の国際標準化
（文字情報基盤整備
事業）
は、行政サービスのIT化を促進する取り組みのひとつで、
IPAでは、現在の一般のコンピュータでは表示できない人名・
地名漢字などを汎用的に使用できるよう、それらに統一的な文
字コードを付与し、文字のデザインやデータベースの開発など
を進めてきました。事前調査から文字コードの国際規格
「ISO/
IEC10646」
への登録までの15年に渡るこれらの長年の功績
が称えられ、今回の受賞となりました。
今年3月12日
（月）
には野田総務大臣ご列席のもと受賞式展
が開催され、大手制作会社やベンチャー企業、自治体などの各
組織･団体からコンテンツ制作関係者が多数集まりました。IPA
セキュリティセンター

受賞式展の様子

産業サイバーセキュリティセンター

IoT製品・サービス、開発段階で
セキュリティ方針・基準を
定めている企業はわずか35.6％

第一期中核人材育成プログラム、
終盤戦「アドバンス」に突入
産業サイバーセキュリティセンター

☞ https://www.ipa.go.jp/icscoe/index.html

IoT製品・サービス開発者のセキュリティ対策と
意識を調査、その報告書を公開

☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20180322.html

IoT製品が普及する一方で、IoT製品の脆弱性を狙った攻撃
が確認されています。IPAでは、IoT製品開発における脆弱性対
策の現状に関する調査を実施しました。この調査結果によると、
開発段階でセキュリティに関する全社統一の方針がある企業は
わずか35.6%で、特にコンシューマ向けIoT製品では脆弱性対
策を考慮している企業は4割に満たないことが明らかになりま
した。IPAでは本報告書とともに、IoT製品やサービスを開発・提
供する企業の経営者や管理者向けの脆弱性対応ガイドも公開

IPA産業サイバーセキュリティセンターでは、今年2月より中
核人材育成プログラムの上級演習
「アドバンス」
を開始しまし
た。アドバンスでは、同年2月に新設された研修施設での講習も
追加され、スマートグリッド・発電システムや施設管理システム
など、実際に使われているインフラ関連システムを模したシス
テムを用いて、サイバー攻撃対策の訓練などが行われます。受
講生たちはより専門性の高い実践的な対策のノウハウを習得
するとともに、今年６月に迫った卒業に向け、約1年間の研修の
総仕上げを進めていきます。

しています。自社製品の脆弱性対策にお役立ください。
開発段階のセキュリティ方針・基準の有無
0％
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40％

60％

80％

100％

全社統一の社内方針
開発全体

35.6

30.2

28.8
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具体的な手順・技術詳細の社内規則・基準
企画・設計

n=205

2
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製造
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■ 検討中

■ わからない

■ 無回答

秋葉原UDXに新設された研修施設の様子

セキュリティセンター

「SECURITY ACTION」がIT導入補助金の申請要件に
よそ13万社と想定され、今後、
これらの企業におけるセキュリ

SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言

☞ https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html

4月20日
（金）
から経済産業省が実施する平成29年度補正IT
導入補助金の交付申請の受付が開始され、今回よりIPAが運営

ティ意識の向上、対策の実施が期待されます。
SECURITY ACTIONで取り組む情報セキュリティ対策
★（一つ星）
「情報セキュリティ５か条」に取り組む
ことを宣言する。

する
「SECURITY ACTION」
の実施が、補助金申請時の要件に
指定されました。
SECURITY ACTIONは、情報セキュリティ対策の実施率の
低さが懸念されている中小企業において、その自発的な実施を

1.
2.
3.
4.
5.

促すための取り組みとして昨年4月に創設されたものです。本
制度では、情報セキュリティ対策への取り組み目標を２段階で
設定しており、中小企業がいずれかの実施を宣言することで、
中小企業におけるセキュリティ対策の普及を目指しています。

★★（二つ星）
「５分でできる！情報セキュリティ自社
診断」を実施し、
「情報セキュリティポリ
シー（基本方針）」を定め、公開したこと
を宣言する。

また、今回の要件を定めたIT導入補助金は、中小企業におけ
るバックオフィス等の効率化や新たな顧客等の付加価値向上に
資するITツール・アプリなどの導入を支援するもので、補助金申
請に情報セキュリティ関連の要件が指定された事案は今回が初

取り組みの実施を宣言された企業にはIPAからロゴマークを提供
現在の参加企業数は553社
（2018年4月13日時点）

となります。今年度の補助金交付対象となる中小企業の数はお
ソフトウェア高信頼化センター

情報セキュリティ５か条

O
 Sやソフトウェアを常に最新の状態にする
ウイルス対策ソフトを導入する
パスワードを強化する
共有設定を見直す
脅威や攻撃の手口を知る

戦略企画部

STAMP支援ツール
「STAMP Workbench」を公開
STAMP向けモデリングツールSTAMP Workbench

☞ https://www.ipa.go.jp/sec/tools/stamp_workbench.html

IoTの進展でシステムが複雑化し、それらが人々の生活に浸
透する中で課題となるのが、
システムの安全性確保です。
しか
し、
システム開発の企画段階における有効な安全性解析手法は
確立されておらず、IPAではこの課題に向け、欧米発の新しい安
全性解析手法
「STAMP*」
の活用促進に取り組んでいます。
本ツールはSTAMP活用で弊害となる資料作成負荷を大幅
に削減するとともに、開発の初期段階から徹底したリスクの
洗い出しを可能にします。本ツールは無償でご利用いただけ
ます。

5年先のIT社会を見据えた
IPAの主要事業をご紹介、
「IPAシンポジウム2018」を開催
IPAシンポジウム2018

☞ https://www.ipa.go.jp/about/event/ipasympo2018/index.html

IPAは、
６月8日に
（金）
JPタワー ホール＆カンファレンス
（東京
都千代田区）
にて
「IPAシンポジウム2018」
を開催します。
本イベントは、「社会変革に向けた新たな潮流の把握・
発信へ」をテーマに、今後5年間のIT社会動向を予測し、そ
の光と影に着目しながら、セキュリティ対策やIT人材育成の
課題等について有識者が議論を行います。基調講演に筑波
大学准教授 落合 陽一 氏をお招きしてご講演いただくとと
もに、後半のセッションでは、4月から新たな5ヵ年計画を

*Systems-Theoretic Accident Model and Processes：マサチューセッツ工科大学
（MIT）
のNancy Leveson教授が提唱するシステム理論に基づく安全性解析手法。

スタートさせたIPAが、今後新たに取り組む主要事業なども
ご紹介します。

IPAシンポジウム2018
解析手順

日時：6月8日（金）10:00～17:15
会場：JPタワー ホール＆カンファレンス
参加費：無料

コントロールストラクチャー

Step 0（準備１）

アクシデント、ハザード、
安全制約の識別

加速度センサー

Step 0（準備２）

コントロールストラクチャー
の構築

Step 1

非安全制御行動（UCA）の抽出

Step 2

ハザード誘発要因（HCF）の特定

衝突発生の通知
エアバッグ膨張
エアバッグ収縮

自動車火災発生の通知

エアバッグ制御装置

圧力センサー

アクチュエーター

ガス注入
ガス排出

エアバッグ

基調講演

エアバッグ開閉状態

バッグ内空気圧

ITの未来を語る
～AI・IoT等への期待と脅威～（仮）
講演者：落合 陽一 氏
（筑波大学准教授）
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特集

Feature!

情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）制度
サイバーセキュリティ分野初の登録制国家資格として 2016 年 10 月に創設された
「情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）制度」
。現在、
9,000 名を超える情報セキュ
リティ人材が資格を取得し、登録セキスペとしてさまざまな現場で活躍しています。
今号では、本制度の基本情報から登録セキスペの育成現場の様子までをご紹介します。

? 登録セキスペ制度とは

登録セキスペが担う役割

サイバーセキュリティに関する実践的な知

今やサイバーセキュリティ対策は経営戦略に必
要不可欠な要素。登録セキスペは、セキュリティ
の面から経営や現場をサポートします。

識・技能を有する専門人材の育成と確保を目
指し、「人材の見える化」「人材の質の担保」
「人材活用の安心感」を実現する制度です。

受験

登録

維持

経営サポート
・経営課題としてのセキュリティリス
クの評価
・セキュリティポリシー・ルールの作
成・定着支援
・インシデント対応（経営、利用者、
社外との連携支援）
 	
など

登録セキスペ試験に合格
毎年４月・10月試験実施

登録セキスペに登録

技術サポート

毎年4月1日・10月1日
（登録は随時受付）

・サイバー攻撃動向の収集・分析・活
用の支援
・セキュリティ対策の設計・開発・
運用・保守     
・インシデント対応（技術支援）
など

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）

登録セキスペ試験実績（2017 年度）
応募者数：48,555 名
合格者数： 5,589 名
合格率： 16.7 %

登録セキスペの登録状況・属性（2018 年 4 月 1 日時点）
平均年齢：40.7 歳
最年少： 18 歳
最年長： 76 歳

累計登録者数： 9,181 名
男性 ： 8,661 名
女性 ： 520 名

登録セキスペ
集合講習 Report
登録セキスペ制度の最大の特徴は、実践的なセキュリ
ティスキルを維持・向上させるために、定期的な講習の受
講が義務付けられていること。
3月17日（土）都内にて開催された集合講習の様子を少
しだけご紹介します。

集合講習の目的は知識・技術維持
だけではありません。さまざまなセ
キュリティ業務経験をお持ちの方と
意見交換や相互アドバイスで得るも
のは大きな刺激になり、今後の業務
に役立つと思います。

組織のセキュリティ力強化のカギ
は、セキュリティを専門としない方も
含めた関係者との協業、連携です。
講習では、さまざまな立場の方との
討議を通じ、普段の業務では得にく
い“気付き”と、登録セキスペ同士の
“繋がり”を得ることができます。

今回の講師

講習プログラム
・オリエンテーション
９：45 ～
・理解度確認テスト
12：00
・講義
・ケーススタディ
13：00 ～
17：45

①インシデント対応
②予防策の検討
③倫理的な判断・行動に関するケース

・まとめ
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メイン講師

小林 浩史 氏

NECマネジメントパートナー
株式会社 シニアエキスパート

サブ講師

藤井 仁志 氏

EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
パートナー

Report
集合講習の参加者は毎回 25 名程度。業界の第一線で活躍する講師が２人体制で手厚く指導を行います。講習の中心
となるグループ演習形式のケーススタディでは、参加者がそれぞれの知見を持ち寄りながら議論し、相互的に新たな視
点や知識を習得することを狙いとしています。
企業でのウイルス感染による情報漏え
いを想定し、対策をディスカッション
被害の拡大防止策だけでなく、そ
れに伴う経営・運用への影響、コス
トなども視野に入れた判断のポイン
トなどを学んでいきます。
講師も参加者の要望に合わせ、自
身の経験や過去の事例などを交えな
がら丁寧にアドバイス。

倫理的な判断・行動に関する
ディスカッション
「顧客企業のシステム監査で
重大な脆弱性を発見したが、顧
客企業からは公表を控えるよう
指示された。」など、実務で直
面しがちな業務上の役割と倫理
の相反をテーマに議論。

受講者の声
登録セキスペはコンサルティングの役割を持つことを実感し
ました。集合講習は実務に近く、自分の持っている知 識をど
うアウトプットするかを学ぶ場。立場や役割の違
う人たちとの議論もとてもいい刺激になります。

実務ではシステム構築などを担当していますが、実務でケア
すべきところなども学習できました。インシデント対応はやっ
てみないと分からないことも多く、CISOへ報告す
べき事項なども新たに勉強できました。

トレンドマイクロ株式会社

大日本印刷株式会社

星野 貴章 さん

加藤 大樹 さん

Information
まもなく
開催

６月12日（火）経営者・セキュリティ対策責任者向けセミナー開催
今なすべきサイバーセキュリティ対策とそれに必要な人材とは
     ～求められる人材像と情報処理安全確保支援士制度について～

経営リスクの視点から見た「なすべきサイバーセキュリティ対策」と、必要な人材像、その育成や確保の手段など、サイバーセ
キュリティ対策に取り組む企業・組織の方々に有用な視点や情報をご紹介するセミナーを開催します。
2018年６月12日（火）13：30～17：00
東京大学 伊藤謝恩ホール
参加費 無料（事前登録制）
日時
会場

詳しくはこちら

申請
受付中

h t t p s : // w w w. i p a . g o . j p /s i e n s i /s e m i n a r18 0 612 . h t m l

登録セキスペ登録申請の経過措置期間は８月19 日（日）まで！

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（情報セキュリティ）試験」の合格者は合格年度を問

わず、2018年８月19日（日）まで登録セキスペへの登録申請が可能です。申請のお手続きは期間内に余裕を持って行ってくださ
い。※期日を過ぎた場合は、改めて登録セキスペ試験の合格が必要となります。

登録セキスペの詳細はこちら

https://www.ipa.go.jp/siensi/index.html
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解ける
かな？

題
過去問

ITパスポート試験（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！
ストラテジ系

問１【29秋 問11】
SaaSの説明として、最も適切なものはどれか。
ア インターネットへの接続サービスを提供する。
イ システムの稼働に必要な規模のハードウェア機能を、サービスとしてネットワーク経由で提供する。
ウ ハードウェア機能に加えて、OSやデータベースソフトウェアなど、アプリケーションソフトウェアの稼働に必要な基盤をネッ

トワーク経由で提供する。
エ 利用者に対して、アプリケーションソフトウェアの必要な機能だけを必要なときに、ネットワーク経由で提供する。
マネジメント系

問２ 【29秋 問49】

企業においてITガバナンスを確立させる責任者は誰か。
ア 株主

イ 経営者

ウ システム監査人

エ システム部門長

テクノロジ系

問３ 【29秋 問70】
ゼロデイ攻撃のような未知の脅威からシステムを守るための、振る舞い検知の技術に関する記述として、適切なもの
はどれか。
ア PCが一定時間、操作されていないことを検知し、画面を自動的に暗くしたり、変化する画像を表示したりする。
イ Webサイトにおいて、誤ったパスワードの入力が連続し、定められた回数を超えたことを検知したら、そのアカウントを利

用停止にする。
ウ プログラムの動きを常時監視し、意図しない外部への通信のような不審な動きを発見したときに、その動きを阻止する。
エ 利用者がWebページに入力した内容に、処理の誤動作を招く有害な文字列を発見したら、無害な文字列に置き換える。
正解： 問 1

エ

問2

イ

問3

ウ

i パス応募者、５年連続で増加してます！
先日、今年３月の i パスの合格発表があり、平成29年度の年間応募者数、合格者数等が確定しました。平成29年度における i
パスの年間応募者数は94,298人、前年度比109.3％の増加となり、多くの方に受験していただきました。i パスの応募者数は平成
24年度から５年連続で前の年を上回っており、この５年間で約1.4倍の増加となっています。
また、企業、教育機関などでご活用いただく機会も着実に増えています。例えば、企業では、社員の ITリテラシー向上のため、
全社的に社員教育に取り入れ、
特に新入社員や内定者全員に取得を推奨したり、
受験料の補助、
合格者への報奨金の支給などを行っ
ている事例もあり、ITに関する基礎知識が重要視されていることがうかがえます。企業、教育機関等の活用事例はウェブサイトに
掲載していますので、ご覧になるとその多さに驚かれるかもしれません。
今後も皆さまから信頼され、多くの方に i パスをご活用いただけるよう、より一層気を引き締めてまいりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。
IT パスポート試験 活用事例
▶ https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/example.html
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主なイベント・セミナー情報

6

月

イベント

June
セミナー

イノベーション人材センター

MITOU Exhibition ＆ Meetup 2018
／第 24 回（2017 年度）未踏 IT 人材・発掘育成事業 修了式
兼スーパークリエータ 認定証授与式

HRD イニシアティブセンター

今なすべきサイバーセキュリティ対策とそれに必要な人材とは
～求められる人材像と情報処理安全確保支援士制度について～

日時：6 月 2 日（土）14：00 ～ 18：00
会場：ベルサール九段（東京都千代田区）（参加費：無料）

日時：６月 12 日（火）13：30 ～ 17：00
会場：東京大学 伊藤謝恩ホール
定員 350 名（参加費：無料）

イベント

セミナー

戦略企画部

IPA シンポジウム 2018

セキュリティ・ジュニアキャンプ in 高知 2018

日時：６月８日（金）10：00 ～ 17：15
会場：JP タワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区）
定員 400 名（参加費：無料）

7

月

イベント

イノベーション人材センター

日時：６月 23 日（土）・24 日（日）専門講座のみ
会場：高知工業高等専門学校
定員 20 名（参加費：無料）

July
ソフトウェア高信頼化センター

Embedded Technology West 2018（ET West 2018）
／組込み総合技術展 関西（出展）
日時：７月５日（木）・６日（金）10：00 ～ 17：00（予定）
会場：グランフロント大阪 内コングレコンベンションセンター
（参加費：1,000 円（事前登録・招待券持参者は無料）
）
併催の IPA セミナーにて ITC 実践力ポイント付与

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

インターネット安全教室

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

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

2018 年７月発行号（Vol.35）より
「IPA NEWS」をメールでお届けするサービスを開始します！
2018 年 7 月より最新号の発行ごとに「IPA NEWS」の PDF（URL）をメールにてご案内するサービスが始まります。冊子ご郵送からメー
ルでのご案内への切り替えを希望される方は、現在のお届け先情報（お名前・ご所属・送付先ご住所）とメールの送信先アドレスを下記ま
でご連絡ください。
Mail ：pr-inq@ipa.go.jp

Fax：03-5978-7510 （お電話でのご連絡は受け付けておりません）

次号「IPA NEWS Vol.35」は７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

vol.34

発行日
編集・発行

平成30年５月

独立行政法人情報処理推進機構

5

月号

〒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 ▶ 03-5978-7501 FAX ▶ 03-5978-7510
URL ▶ https://www.ipa.go.jp/

「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。
pr-inq@ipa.go.jp ／ 03-5978-7510

編集後記
新年度が始まり、今号から「IPA NEWS」のデザインも大きくリニューアルしました。
さて、5 年ごとの大きな事業計画に基づいて業務を行う IPA では、今年 3 月でひとつの事
業計画を終え、4 月からまた新たな 5 ヵ年計画がスタートしました。
今後ますます加速するであろうテクノロジーの進化や、それに合わせて変容する社会の流れ
を捉え、産業の発展や社会課題の解決につながる指針を示すとともに、情報セキュリティ・IT
人材育成の分野から皆さまにさまざまな情報やサービスをお届けするため、IPA は新たな体制
で事業を進めてまいります。次号では新生 IPA の情報もご紹介する予定ですので、ぜひご期
待ください。
「IPA NEWS Vol.34」をお読みいただきありがとうございました。
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室

総

務

部

戦略企画部
財

務

部

企画・管理部
産業サイバーセキュリティセンターの事業の企画、国際関係業務および管

産業サイバー
セキュリティセンター

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
教育プログラムの受講者募集、広報業務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

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
CMYK / .eps

https://www.ipa.go.jp/

