情報処理推進機構

●
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第 4 次産業革命下に求められる IT人材の
“質”が明らかに！「IT人材白書 2018」を発刊

●

●「ITSS+（プラス）
」に「IoTソリューション領域」

「アジャイル領域」が追加

●

登録申請はお早めに！
情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）
経過措置期間終了まであと 1 ヶ月

●

2017 年度未踏スーパークリエータ 14 名を認定！

●

未踏ターゲット事業、いよいよ始動！

●

ウェブサイトの脆弱性放置を
予防するための手引きを公開

●【特集】

IPA 新事業概要のご紹介
IPA シンポジウム 2018 開催報告

社会基盤センター

第4次産業革命下に求められるIT人材の“質”が明らかに！「IT人材白書2018」を発刊
「IT人材白書2018」
を発行

☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20180424.html

■ IT企業の実務者層に求められるIT人材の“質”

価値創造型

IPAでは、IT人材を取り巻く状況や動向の把握を目的とした
調査を行い、毎年「IT人材白書」として取りまとめています。

課題解決型

独創性・創造性

「IT人材白書2018」では、第4次産業革命下においてIT人材
に求められる“質”の変容などについて調査をしました。

新しい技術への好奇心や適用力

本調査では、IT事業・業務を、効率化やコスト削減を目的

問題を発見する力（探索能力）
・デザイン力

とする「課題解決型」と新たな価値創出を目的とする「価値
創造型」に分類し、２種類の特性に関わるIT人材の現状を分

IT業務の全般的な知識
・業務ノウハウ
IT業務の着実さ・正確さ

析したところ、デジタル化の舵を取る「価値創造型」のIT人
材には、“独創性・創造性”や“新しい技術へ

IT企業で求められる IT人材の“質”
（差が大きいもの）

の好奇心や適用力”が強く求められていること
が明らかになりました。

不足感の差
価値創造型
課題解決型
（￨A－B￨） での順位（不足感 A） での順位（不足感 B）

①独創性・創造性

23.0％

８位（33.6％）

14 位（10.6％）

そのほか、本書ではIT人材の“質”向上に関

②新しい技術への好奇心や適用力

17.4％

６位（42.2％）

９位（24.8％）

わる企業文化・風土、施策の調査・分析も行っ

③問題を発見する力・デザイン力

13.7％

５位（44.1％）

７位（30.4％）

④ IT業務の全般的な知識・実務ノウハウ

25.1％

３位（44.5％）

１位（69.6％）

⑤ IT業務の着実さ・正確さ

15.8％

14 位（10.9％）

８位（26.7％）

ていますので、Society5.0に向けたIT人材の育
成や人材戦略の立案などにお役立てください。
社会基盤センター

IT人材育成センター

「ITSS+（プラス）」に「IoTソリューション領域」
「アジャイル領域」が追加
第4次産業革命に向けたスキル強化の指針“ITSS+（プ
ラス）”に新たに「IoTソリューション領域」「アジャ
イル領域」を策定し、公開

登録申請はお早めに！
情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）
経過措置期間終了まであと1ヶ月
IT技術者の活躍の場を広げる国家資格「情報処理安全確保支援士」
☞ https://www.ipa.go.jp/siensi/toberiss/for_thinking.html

☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20180409.html

IPAは、第4次産業革命に向けたIT人材の学び直しを推進
するための指針「ITSS+（プラス）」に、新たに「IoTソ
リューション領域」と「アジャイル領域」を策定しました。
前者は、ITベンダーに必要な技術要素や開発プロセス等に焦
点を当て、開発でのロール（役割）定義や各ロールにおけ
るタスクの特徴などについて説明し、後者では、アジャイ

2016年10月に創設された登録セキスペ制度では、試験の
合格とその後の登録申請で登録セキスペに認定されます。
制度創設より定める旧試験「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」合格者への経過措置*は、今年8月19日（日）
をもって終了し、それ以降の登録申請には登録セキスペ試
験の合格が必要となります。登録申請をご検討されている

ル開発のベースにあるマインドセットや原則、アジャイル

方はぜひお早めにお手続きください。

開発プロセスやチームの特徴、開発者の学ぶべきスキルに

＊

ついて説明しています。

ITSS＋

 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
旧
ア（情報セキュリティ）試験」合格者は、合格年度にかかわらず登録申請
に登録セキスペ試験が免除されている

■ 制度活用のメリット

IoTソリューション領域
アジャイル領域
データサイエンス領域
セキュリティ領域

学び直し
ITスキル標準（ITSS）
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スキル
アップ

スキル強化
情報システムユーザー
スキル標準（UISS）

ビジネス
社会貢献

登録セキスペ本人

ITベンダー

ユーザー企業

知識の最新化

顧客視点のセキュリティ
要求事項の理解

経営者と一体となった
セキュリティ対策の推進

関連資格取得の優遇

セキュアなシステムの
設計・開発・運用

セキュアに必要な
システム要求の提示

就業機会の増加

入札要件の充足

税制優遇

専門家同士のつながり

セキュアな社会実現への貢献

IT人材育成センター

2017年度未踏スーパークリエータ14名を認定！
2017年度未踏IT人材発掘・育成事業の
「スーパークリエータ」14名（11プロジェクト）を認定

☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2017/20180510.html

IPAは、2017年度「未踏IT人材発掘・育成事業」のスー
パークリエータ14名を公表し、6月2日（土）に、ベルサー
ル九段（東京都千代田区）にて修了式・スーパークリエー
タ認定証授与式を行いました。
2017年度のスーパークリエータの成果では、バイオテクノ
ロジー、IoT、インフラ関連技術、VRなど多岐にわたる分野
の研究開発を加速させるプロダクトが多く見られました。ま
た、パソコンのファームウェアや組版システムなど、すでに
普及しているシステムをさらに効率性の高いものに置き換え
る取り組みでも複数の成果があげられたことも特徴的です。
式典と併せて開催された展示会イベント「MITOU
Exhibition ＆ Meetup 2018」では、クリエータたちによ
るデモンストレーションなどが行われ、参加者と積極的に
交流する姿も見られました。
IT人材育成センター

セキュリティセンター

未踏ターゲット事業、いよいよ始動！
未踏ターゲット事業

☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/target/index.html

「未踏ターゲット事業」は、次世代ITを活用して世の中を
抜本的に変えていくような先進分野のIT人材を育成する事業
です。世界で研究開発が進む新たな技術をテーマにした開
発プロジェクトを、PMの助言・指導等を通じて支援し、中
長期視点でIT人材の技術力を磨きます。
今年度は次世代計算機の分野から、アニーリングマシン*
を活用するソフトウェア開発に取り組む人材を募集し、10
月よりプロジェクト支援を開始します。

ウェブサイトの脆弱性放置を
予防するための手引きを公開
「ウェブサイト開設等における運営形態の
選定方法に関する手引き」
を公開

☞ https://www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/20180530.html

IPAは、不正アクセスなどの攻撃を招く原因のひとつであ
る「ウェブサイトのセキュリティ上の問題の放置」を予防
するための手引きを公開しました。
本手引きでは、ウェブサイトの運営形態別の利点や欠
点、安全なウェブサイトの開設に必要なセキュリティ対策
などを体系的に整理しています。また、企業・組織の運用

「輸 送 経 路 の 最 適 化 」 や 「 渋 滞 緩 和 」 な ど 組 合 せ 最 適 化 計 算 を 高 速 に
行うことができる計算機。国内外で盛んに研究開発が行われ、人工知能

＊

の分野への応用も期待されている。

体制やコストに見合った安全なウェブサイト構築・運用の
ための運営形態の選び方や、セキュリティ強化のポイント
なども具体的にご紹介しています。
■ 運営形態ごとに検討すべきセキュリティ対策」（手引きP22）
セキュリティ対策項目

応募要件

区分

プロジェクトマネージャー

区分

技術的
対策
システム
セキュリティ
対策

2

アニーリングマシン向け
開発・運用・チューニング
ツール等開発
支援内容

PMによる助言・指導
活動資金の提供

代表的対策例

PaaS
データ オンプ
レンタルサーバ
センタ レミス
IaaS

・サーバ室
・入退管理
・FW ・IDS/IPS
・WAF VPN
ネットワーク ・ウイルス対策製品
・サンドボックス型製品
・DDoS 対策

物理

1

アニーリングマシン向け
アプリケーション開発

区分

分類

運用形態
モール
ASP
SaaS

田中 宗 氏

早稲田大学
グリーン・コンピューティング・
システム研究機構
主任研究員（研究院准教授）

・改ざん検知

アプリケー
・認証 ・アクセス制御
ション
セキュリティ
パッチ
運用管理
監視
的対策
インシデント
対応
人的対策

業務
セキュリティ
対策

・データ保護
・パッチ適用
・仮想パッチ適用

( アプリ）

・ログ収集、分析

・バックアップ
・切り分け ・抜線
・ポリシー教育
要因教育
・技術教育

社員教育

・リテラシー教育

ユーザー・顧客管理

・ポリシー教育
・情報取扱い規則

コンテンツ管理

・コンテンツ更新ルール
サイト運営者対応

：対応の検討が必要／ ：一部対応の検討が必要
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特集

Feature!

I PA 新事業概要のご紹介
IPA は、今年度から新たな 5 か年の事業計画をスタートさせました。
今号では、7 月から本格始動した IPA の新しい事業概要をご紹介します。

IPAが担う役割

～“頼れるIT社会”の実現を目指して～

IPAでは今年度より従来の事業方針を大きく改定しました。
“頼れるIT社会”の実現のため、IPAは、急速に変化するIT社会の潮流を捉え、産業の発展や社
会課題の解決につながる指針やヒントを社会に発信するとともに、時代のニーズに合った情報セキュリティ・IT人材育成のサービスを提供していきます。

After

Before

ITを取り巻く社会

社会動向・産業動向・技術動向
動向把握

情報セキュリティ
対策の実現

POINT

指針の提言
ガイドラインの公開

サービスの提供

IT人材の育成

重点事業に「IT社会の動向調査・
分析・基盤構築」が追加。社会に

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

向けて新たな情報発信や指針を提示するととも

に、IT利活用を促進させ、安全なIT社会や社会
変革のための基盤を構築します。

IPAの事業体系図
「情報セキュリティ対策の実現」
「IT人材の育成」
「IT社会の動向調査・分析・基盤構築」の3分野で展開するIPAの事業は、さらに目的別に分類されます。

時流に沿ったサービスの提供

情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

社会を守る

サイバーセキュリティ人材を育てる

「J – CSIP」・「J – CRAT」の運営
制御システムのセキュリティリスク分析事業
独立行政法人等のセキュリティ監査・監視事業

「セキュリティ・キャンプ」運営
産業サイバーセキュリティ人材育成事業

対策を促す
「SECURITY ACTION」運営、脆弱性対策促進事業
セキュリティ対策の普及啓発事業

安全を確保する

ITイノベーション人材を磨き上げる
「未踏IT人材発掘・育成事業」・
「未踏アドバンスト事業」・「未踏ターゲット事業」運営

IT人材の知識・スキルを認定する
「国家資格 情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）制度」・
「国家試験 情報処理技術者試験」運営
アジアにおけるITPEC試験運用支援事業

セキュリティ製品の認証制度運用
暗号技術の調査・評価

IT社会の動向調査・分析・基盤構築
指針の策定・ガイドラインの公開、IT利活用のための基盤構築
IoT製品・システムの安全性・信頼性を確保する

データ利活用を促進する

IoT製品・システムの開発指針の普及事業
「STAMP/STPA」
・
「システムズエンジニアリング」の普及事業

共通語彙基盤整備事業
文字情報基盤整備事業

地域のIoTビジネス創出を支援する

IT社会に求められる人材・スキルの指針を示す

「地方版IoT推進ラボ」事業の運営支援

スキル変革推進事業

IT社会や先端技術の動向に関する情報収集・調査・分析
IT社会の動向調査・分析、情報発信
新たなIT技術・情報セキュリティ・IT人材動向に関する調査・分析事業

4
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IPA シンポジウム 2018

開催報告

IPAシンポジウム 2018

IPA の新たな 5 か年計画のスタートにあたって 6 月 8 日（金）に「IPA シンポ
ジウム 2018」が開催されました。IPA 富田理事長による IPA の新事業概要のご
紹介に続き、各パネルディスカッションでは、未来の IT 社会への展望と課題をテー
マに各業界の著名な有識者たちが議論を行いました。

握・発 信へ～

基調講演
の未来に向けて～
自然化するユビキタス～ IT

～社会 変革に向けた新たな潮 流の把

基調講演には未踏IT人材発掘・育成事業修了生
で2009年度未踏スーパークリエータの落合 陽一
氏がご登壇。ITで社会はどう変わって行くのか、
ご自
身の研究内容などもご紹介しながら、独創的な視点
でIT社会の未来や可能性について語っていただき
ました。

パネルディスカッション
IT 社会の未来に向けて
～これからの課題～

パネルディスカッション
刻々と巧妙化するサイバー攻撃と
どう向き合うか？

パネルディスカッション
る人材育成
重要インフラを防御す

基調講演に続くパネルディスカッションでは、サイバーセキュリティ、制御システムセキュリティ、ITイノベーション人材育成の各分野から
第一人者をお招きし、
「ITの未来」
という共通のテーマを軸に議論を行いました。
また、後半のセッションでは
「IT人材の育成」
を切り口にIPA 産業サイバーセキュリティセンターの人材育成プログラムの受講者や、未踏
IT人材発掘・育成事業にかかわるメンバーが登壇し、IPAのIT人材育成事業をご紹介するとともに未来の社会に求められる人材像とその育
成についてディスカッションを行いました。
IPA の各事業を紹介する
展示コーナー

併催展示会
Extra」
x h i b it i o n
「MITOU E

会場内にはIPAの各事業をわかりやす
くご紹介するパネル展示コーナーのほ
か、未踏関連事業の修了生たちが自分
たちの開発プロダクトを紹介する展示会
「MITOU Exhibition Extra」
を開設。
参加者の皆さんが熱心に耳を傾けた
り、積極的に質疑応答を交わす様子など
が見られました。

IPAシンポジウム2018

https://www.ipa.go.jp/about/event/ipasympo2018/index.html
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解ける
かな？

情報セキュリティ 過去問題
マネジメント試験

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【30 春期 問 14】
セキュリティバイデザインの説明はどれか。
ア 開発済みのシステムに対して、第三者の情報セキュリティ専門家が、脆 ( ぜい ) 弱性診断を行い、システムの品質及びセキュ

リティを高めることである。
イ 開発済みのシステムに対して、リスクアセスメントを行い、リスクアセスメント結果に基づいてシステムを改修することである。
ウ システムの運用において、第三者による監査結果を基にシステムを改修することである。
エ システムの企画・設計段階からセキュリティを確保する方策のことである。

問２【30 春期 問 25】
リスクベース認証に該当するものはどれか。
ア インターネットからの全てのアクセスに対し、トークンで生成されたワンタイムパスワードを入力させて認証する。
イ インターネットバンキングでの連続する取引において、取引の都度、乱数表の指定したマス目にある英数字を入力させて認証する。
ウ 利用者の IP アドレスなどの環境を分析し、いつもと異なるネットワークからのアクセスに対して追加の認証を行う。
エ 利用者の記憶、持ち物、身体の特徴のうち、必ず二つ以上の方式を組み合わせて認証する。

問３【30 春期 問 40】
システム監査実施における被監査部門の行為として、適切なものはどれか。
ア 監査部門から提出を要求された証憑 ( ひょう ) の中で存在しないものがあれば、過去に遡って作成する。
イ 監査部門から要求されたアンケート調査に回答し、監査の実施に先立って監査部門に送付する。
ウ システム監査で調査すべき監査項目を自ら整理してチェックリストを作成し、それに基づく監査の実施を依頼する。
エ 被監査部門の情報システムが抱えている問題を基にして、自ら監査テーマを設定する。
正解： 問 1

エ

問2

ウ

問3

高度試験を目指す方を支援する制度をご存知ですか？
今回のコラムは、ちょっと趣向を変えまして、雇用保険に関連したお話です。雇用保険といえば、失業時の手当や就職支援のための
職業訓練を受けられるなど、職を失ったときに関わるものというイメージがありますが、雇用保険制度には、在職者も含めて中長期的
なキャリア形成を支援する制度があり、給付金が支給される場合があります。
そのうちのひとつが今回ご紹介する厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」制度です。これは一定の要件を満たす被保険者（在職
者）または被保険者だった方（離職者）を対象に、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、最大で受講費用
等の 70％が支給される制度です。
指定講座の中には、情報処理技術者試験のうち、プロジェクトマネージャ試験やデータベーススペシャリスト試験などの高度試験と情
報処理安全確保支援士試験を目標とする講座があり、平成 30 年 4 月時点で 11 講座が対象となっています。
更なるキャリアアップを図るために、高度試験を目指す方は「専門実践教育訓練給付金」制度を活用してみてはいかがでしょうか。制
度の詳細や支給要件などは、厚生労働省のホームページまたは最寄りのハローワーク等でご確認ください。
専門実践教育訓練給付金ご案内

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf
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主なイベント・セミナー情報

8

月

August

イベント

セミナー

セキュリティセンター・IT 人材育成センター

経済産業省子どもデー

責任者クラス向け業界別短期トレーニング

日時：8 月 1 日（水）・２日（木）10：00 ～ 16：00
会場：経済産業省 本館ロビー・1 階会議室ほか（参加費：無料）

9

月

産業サイバーセキュリティセンター

【金属、石油、化学、製薬、スマートファクトリーなど（産業基盤系）業界向け】

日時：8 月 24 日（金）・25 日（土）
会場：IPA 13 階会議室 定員 30 名（参加費：2 日間 80,000 円）

September

イベント

IT 人材育成センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 関東 甲府 2018（仮）
日時：9 月 22 日（土）一般講座・23 日（日）専門講座
会場：山梨大学（甲府市）

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８・９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

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

このほか各種イベント・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

IPA の組織体制の見直しについて
この度、IPA では組織体制の見直しを行いました。7 月 1 日（日）をもって「技術本部」
「IT 人材育成本部」を廃止し、
「産業サイバーセキュ
リティセンター」「セキュリティセンター」「IT 人材育成センター」「社会基盤センター」の 4 センターで各事業を推進していきます。

今号より「IPA NEWS」をメールでお届けするサービスを開始しました！
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した。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.36」は９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.35

発行日
編集・発行

平成30年７月

独立行政法人情報処理推進機構

7

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15・16階
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
IT 社会の未来を想像するとき、皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。
新しい技術の進展がこれまでの私たちの価値観や常識を大きく変えているかもしれません。は
たまたサイバーセキュリティの脅威にも新たな傾向が見えてくるかもしれません。言わずもが
な、私たちの社会は IT によって支えられており、それは絶え間なく変化しています。
さて、今年度から新体制となった IPA は「社会変革に向けた新たな潮流の把握と発信」と
いう新たな役割を加えて走り出しました。絶えず変化する技術や IT 社会の動向に目を向け、
産業発展や社会課題の解決につなげる指針やヒントを社会に発信するとともに社会変革の基盤
づくりを目指します。本誌でも新たな IPA の情報をどんどんご紹介していきたいと思います
ので、ぜひご期待ください。「IPA NEWS Vol.35」をお読みいただきありがとうございました。
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