情報処理推進機構

●
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サイバーセキュリティに関する官民の情報交流の場
「コラボレーション・プラットフォーム」を設置

●

●

AI 社会実装推進に向けた課題と対策の方向性を
まとめた報告書を公開

●

第1期中核人材育成プログラムが修了、
第 2 期始動！

●「情報セキュリティ白書

2018」を発刊！
今年はアンケート回答者に PDF 版を無償提供

●

2018 年度「未踏 IT人材発掘・育成事業」がスタート

●「セキュリティ・キャンプ全国大会

2018」開催！
自動運転、ドローンなど
低レイヤーの「フィジカルトラック」を設置

●

産業サイバーセキュリティセンター
新センター長就任

●「次世代
●

IT」を知るセミナーを開催

セキュリティのすゝめ
パソコンの偽セキュリティ警告にご用心！

情報セキュリティ対策の実現

サイバーセキュリティに関する官民の情報交流の場
「コラボレーション・プラットフォーム」
を設置
コラボレーション・プラットフォームの設置について

☞ https://www.ipa.go.jp/security/announce/collaborationplatform.html

ユーザー企業などにおけるセキュリティ対策のニーズの明

Connected world
changes the rule to
survive.

確化、セキュリティ対策に対する経営者の意識喚起、セキュリ
ティ製品・サービスなどのシーズ創出のため、IPAと経済産業

～コネクテッドワールド
で生き残る5つの法則～

省は、共同で「コラボレーション・プラットフォーム」を設置

Synack社
CTO Mark Kuhr氏

しました。本プラットフォームは、ユーザー企業やITベンダー
をはじめとする企業や研究開発機関などの方が、メンバーを限

株式会社デジタルハーツ
岡田 卓也 氏

定せず自由に情報交流を行う場で、そこから意見や課題を洗
い出し、具体的な政策へ反映させることを目的としています。
これまで2回の会合が開催され、国内外のサイバーセキュ
リティ政策の最新動向や、自社での課題、ソリューションな
どの情報共有が行われました。また、サプライチェーン、
人材、IoTなど特定のテーマに関する議論を行い、サプライ
チェーンにおいては、ガイドラインの整備やセキュリティ投
資を促す制度づくりなどについて政策への意見・期待が寄
せられました。

グループディスカッション

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

IT人材の育成

AI社会実装推進に向けた課題と対策の
方向性をまとめた報告書を公開
AI社会実装課題の調査と対策の方向性に関する報告書を公開
☞ https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180619.html

第1期中核人材育成プログラムが修了、
第2期始動！
中核人材育成プログラム
☞ https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/core_human_resource/index.html

IPAは、AIの利用状況やAIに関する制度・政策を調査し、AIの

IPA産業サイバーセキュリティセンターが実施する「中核

社会実装への課題とその課題解決の方向性を報告書としてまと

人材育成プログラム」の第1期が今年6月に修了しました。

めました。本報告書では、調査で明らかになったAIの社会実装

研修の総仕上げとなる卒業プロジェクトでは、制御システム

推進への課題を5つのカテゴリで分類し、これらの課題に向けた

のサイバー攻撃演習環境の構築や、セキュリティ事故防止の

8つの「社会実装推進の方向性」を策定しています。なお、年度

ためのガイドラインの制作など、受講生がグループワークで

内には本報告書を活用した「AI白書」の続刊を発刊予定です。

さまざまなプロジェクトに取り組みました。

AI の社会実装推進上の主な課題（報告書より一部抜粋）
分類

課題
AI 人材

開発に係る
課題

AI の特性
に係る課題

AI 関連人材が不足

学習環境

学習に大量のアノテーターや GPU 環境が必要

学習データ・
学習済モデル
の流通

一般企業の学習データが不足

AIシステムの
検証性

どこまで検証すれば十分かがわからない

AIシステムの
安全性

AI が正常であるかが、はた目にはわからない、
説明性が無い

法制度に
係る課題
ユーザーや
社会に係る
課題

産業サイバーセキュリティセンター活動レポート「ICSCoE REPORT vol.3」
https://www.ipa.go.jp/icscoe/report/index.html

AI の精度が 100％近くでないという理由で
現場が受け入れない

AI の精度
国際課題

7月から始動した第２期では、83名の受講生が集まり、今後、
海外や外部施設での演習などを含む約1年の研修を行います。

国際競争力

米国・中国の AI 投資が先行している

AI と法制度

法制度が AI を想定していない

個人情報・
プライバシー
AI の理解

ネット上から集めた個人のデータから
プライバシーを侵害しうる
一般企業の AI の理解が不十分

社会受容性

世論が AI を受入れない

AI と人の能力

学習内容を人に移転できない

AI の社会実装推進の方向性
１. AI で日本を強化する

５. AI のリスクと安全性を考える

２. 社会システムから変えていく

６. AI 開発のエコシステムを活性化する

３. 企業や消費者の理解を促進する

７. サービスを生むデータ戦略を考える

４. 人と AI が協調し、ともに成長する ８. AIで生じる法制度の課題を検討する
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卒業プロジェクト発表会

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

「情報セキュリティ白書2018」を発刊！今年はアンケート回答者にPDF版を無償提供
2017年度の情報セキュリティの概況

情報セキュリティ白書2018

（本書より一部抜粋）

☞ https://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2018.html

IPAは、2017年度の情報セキュリティの概況をまとめた
「情報セキュリティ白書2018～深刻化する事業への影響：
つながる社会で立ち向かえ～」を発刊しました。
2017年度は、ランサムウェア「Wanna Cryptor」
（別名
WannaCry）の感染が世界規模で確認されたほか、ビジネス
手口により巨額の金銭被害が発生するなど、サイバー攻撃が
事業に大きな影響を与える事案が目立ちました。
ともに、攻撃が巧妙化・多様化しているIoT、スマートフォ
ン、制御システムへの攻撃事例や、市場の急拡大にセキュリ

5月

世 界 各 国で Wanna Cryptorによる
被害が相次ぐ

9月

国内航空会社でビジネスメール詐欺に
よる 3 億円を超える被害発生

無線 LANの暗号化規格である WPA2
10 月 の脆弱性（KRACK/KRACKs）が発
⾒される

メール詐欺や不正アクセスといった従来から認知されていた

本書ではそれらの攻撃の事例や動向、対策をご紹介すると

4月

Apache Struts2の脆弱性を悪用した
不正アクセスによる情報流出が相次ぐ

ISBN：978-4-905318-63-7
ソフトカバー／A4
定価：本体2,000円（税別）

ティ対策が追いついていない仮想通貨基盤の課題などについ

11 月

国内におけるIoT機器のウイルス感染
の急増

1月

仮想通貨交換取引所から約 580 億円
相当の仮想通貨が不正流出

2月

平昌冬期オリンピック・パラリンピック
競技大会の妨害を目的としたサイバー
攻撃

3月

SNS上で取得された最大 8,700 万人
の個人情報が米国選挙工作のため不
正利用されていたことが発覚

ても取り上げ、解説しています。本書はAmazon等で印刷書
籍版を購入できるほか、上記URLからアンケートに回答する
ことでPDF版を無償でダウンロードできます。
IT人材の育成

IT人材の育成

2018年度「未踏IT人材発掘・育成事業」
がスタート
2018年度未踏IT人材発掘・育成事業公募結果について
☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2018/koubokekka_index.html

IPAは、2018年度「未踏IT人材発掘・育成事業」におい
て、21件のプロジェクト（クリエータ27名）を採択しまし
た。今回は、AIやブロックチェーンなど、今、注目を集める
技術をテーマにしたプロジェクトが採択されました。
採択されたクリエータたちは、7月に開催されたブースト
会議（キックオフ会）を皮切りに、今後、さまざまな会合や
ディスカッションを重ねながら、来年2月の成果報告会に向
けてそれぞれの開発プロジェクトを進めていく予定です。
ファブリケーション指向
の折紙設計支援ツール
の開発についてのプレ
ゼンテーション

C + +ユーザ のため の
パッケージマネージャの
開発についてのプレゼ
ンテーション

「セキュリティ・キャンプ全国大会2018」開催！
自動運転、
ドローンなど
低レイヤーの
「フィジカルトラック」
を設置
セキュリティ・キャンプ全国大会2018
☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2018/zenkoku2018_index.html

8月14日（火）～18日（土）に開催された本大会は、若
手サイバーセキュリティ人材の研修合宿で、今年は85名の
学生が参加しました。
低レイヤー（コンピューターやネットワークの礎）をテー
マにした「フィジカルトラック」では、昨今、関心が高まっ
ている自動運転やドローン、制御システムなどのセキュリ
ティ脅威を体感する講義が行われ、参加者たちは、発電所、
工場、ビルなどで使用される制御システムの仕組みや、攻撃
によって生じる影響などを学びました。
制 御 システム の セキュリティと
ShinoBOTによる攻防演習

組込みリアルタイムOSとIoTシス
テム演習
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HOT
NEW TOPICS
NEW TOPICS

1

産業サイバーセキュリティセンター

新センター長就任

7月1日（日）付でIPA産業サイバーセキュリティセンター長に日本電気株式会社 代表取締役 会長 遠藤 信博 氏が就任されました。

遠藤センター長
ごあいさつ
日本が目指しているSociety 5.0の
世界では、ITの力を最大限に生かし、
AIの価値も活用しながら、豊かな人間
社会を構築することが期待されていま
す。サイバーセキュリティは、その人間
社会にとってなくてはならない機能であ
りながら、サイバーセキュリティ対策、とりわけ人材育成が遅れたこ
とにより、いたるところで人材不足を招いているという現状があり
ます。政府の次期サイバーセキュリティ戦略にも掲げられているよ
うに、サイバーセキュリティの人材育成・定着は喫緊の課題です。
産業サイバーセキュリティセンターが擁する「中核人材育成プロ
グラム」では、サイバー空間を安全に、安定的に稼働させるという
高い理念、強い意志を合わせ持った、日本をけん引するリーダー集
団の育成に取り組んでいます。本センターは、世界の最先端を誇る
高度な人材育成プログラムの提供を通して、皆さまの期待に応え

7月2日（月）に開催された第2期中核人材育成プログラムの開

てまいります。

講式では、83名の受講生たちに熱いメッセージを贈りました。

NEW TOPICS

2

「次世代IT」を知るセミナーを開催
IPAでは、次世代の技術に関するセミナーを開催します。今回は「次世代計算機講座」を開催し、国内外で、今、注目されている
量子コンピュータやアニーリングマシンについて講義と実習を行います。新たな知見や情報を収集したいという初心者の方もご
参加いただけます。

アニーリングマシンとは？

「輸送経路の最適化」や「渋滞緩和」など、ある条件を満たすための組合せの中から最適なものを高速に求めることができる計算機。
現在、国内外で研究開発が行われ、AI 分野への応用も期待されている。

入門編
講習内容

実践編

量子コンピュータやアニーリングマシンなど次世代計算機の基礎概念や最新動向などを紹介します。
・ゲート式量子コンピュータの概要紹介
・アニーリングマシンの概要紹介
・メーカー別アニーリングマシンの解説

開催日時：2018年9月15日（土）
会
場：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1階
定
員：100名程度
参 加 費：無料
※残席状況により当日参加が可能になる場合もございます。

まだ国内でも数少ないアニーリングマシンを実際に使用して行う実習形式のプログラムです。

講習内容

・アニーリングマシンによる計算の概要紹介
・プログラミング実習
・アプリケーションデモ

使用機種

D-Wave ／ Digital Annealer ／
CMOS アニーリングマシン

開催日時：2018年10月12日（金）・13日（土）
会
場：フィックスターズ大崎オフィス（東京都品川区）
定
員：各日20名程度
参 加 費：無料
※同一プログラムを2回実施します。いずれかの日にご参加ください。

詳しくはこちら ☞ 「次世代計算機講座」開催案内 https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/event/next-computer-seminar.html
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セキュリティのすゝめ

パソコンの 偽セキュリティ警告にご用心！
「ウイルスに感染した」などの偽の警告画面をパソコンのブラウザに表示させ、有償ソフトウェアの購入や有償サポート
契約に誘導する「偽セキュリティ警告」の手口をご存知でしょうか。今回は、IPAにも最近多く相談が寄せられているこの
手口の詳細や対策についてご紹介します。

偽セキュリティ警告を利用した手口は大きく 2 種類
TYPE 1

ブラウザに偽の警告画面を表示させ、有償セキュリ
ティソフトのダウンロードへ誘導する手口。

TYPE 2

ブラウザに偽の警告画面を表示させ、サポートへ電
話をかけるよう指示。オペレータの遠隔操作によっ
て有償サポート契約を誘導する手口。

WARNING! AKE
F

DOWNLOAD
WARNING! AKE
F

CONTRACT

偽セキュリティ警告の事象・傾向
インターネット利用時に突然ブラウザ上
にウイルス感染を告知するポップアップ等
が表示されます。
中には企業ロゴを使ったものまでありま
すが、これらの企業との関連はなく、実際
はウイルス感染もしていません。最近では
TYPE1 のあとに TYPE2 を誘 導する手口
も確認されています。

企業ロゴ

表示される
画面例

IPA 安心相談窓口に聞いてみた！
Q1 ウェブサイト閲覧中に偽警告が出てきたらどうすればよいでしょうか？
A1 ウイルス感染によるものではない可能性が高いため、偽の警告画面を閉じるだけで大丈夫です。
Q2 被害に遭わないためにはどうすればよいのでしょうか？
A2 利
 用している正規のセキュリティソフトによる警告でない場合、特にブラウザに突然表示される警告は偽である可能性が高いと考えられ

ます。安易に警告の指示に従ってソフトウェアをインストールしたり、カード等の支払いをしたり、電話をかけたりしないようにしてください。

Q3 セキュリティソフト等をインストールしてしまった場合はどうすればよいでしょうか？
A3 インストールした場合のパソコンへの影響が不明なため、システムの復元やパソコンの初期化を推奨します。
システムの復元方法 >> https://www.ipa.go.jp/files/000062936.pdf

Q4 この手口、実際にどんな人が被害に遭いやすいのでしょうか？
A4 パソコンやインターネットの仕組みに詳しくない、
パソコン初心者の方などが多く被害に遭われている傾向があります。

「偽セキュリティ警告」の手口・対策の詳細はこちら
・安心相談窓口だより「偽のセキュリティ警告によって有償の『ソフトウエア購入』や『サポート契約』をしてしまう相談が増加中
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20180718.html
・
【動画コンテンツ】その警告メッセージ、信じて大丈夫？ ブラウザの “ 偽警告 ” にご用心！
https://youtu.be/sm1UMc97zRc

IPA 安心相談窓口へのお問い合わせについてはこちら
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/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【30 春 問 7】
性別、年齢、国籍、経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉として、適切なものはどれか。
ア グラスシーリング

ウ ホワイトカラーエグゼンプション

イ ダイバーシティ

エ ワークライフバランス

マネジメント系

問２ 【30 春 問 52】

内部統制における相互けん制を働かせるための職務分掌の例として、適切なものはどれか。
ア 営業部門の申請書を経理部門が承認する。
イ 課長が不在となる間、課長補佐に承認権限を委譲する。
ウ 業務部門と監査部門を統合する。
エ 効率化を目的として、業務を複数部署で分担して実施する。

テクノロジ系

問３ 【30 春 問 97】
ディジタルフォレンジックスの目的として、適切なものはどれか。
ぜい

ア 自社システムを攻撃して不正侵入を試みるテストを実施して、脆弱性を発見する。
イ 情報漏えいなどの犯罪に対する法的証拠となり得るデータを収集して保全する。
ウ ディジタルデータに対して定期的にウイルスチェックを行い、安全性を確認する。
エ パスワード認証方式からバイオメトリクス認証方式に切り替えて、不正侵入のリスクを低減する。
正解： 問 1

イ

問2

ア

問3

イ

i パスで時代の波に乗れ！ ～第 4 次産業革命に合わせて、i パスがパワーアップ～
統計史上初となる 6 月の梅雨明けから始まった関東の夏は、ことさら長く厳しかったように感じます。皆さまいかがお過ご
しでしょうか。
さて、平成の終わりまであと８ヶ月を切り、社会がさまざまな側面で変化しようとしています。IT 業界も「第 4 次産業革命」
と呼ばれる変革の時を迎え、データ利活用やロボット等にますます注目が集まっています。
これに対応して IPA は、i パスの出題範囲やシラバスを 2019 年 4 月から改訂し、新技術に関連した出題を強化します。AI、
ビッグデータ、IoTなどの旬なワードや、アジャイルなどの手法に関連する項目のほか、近年の動向を踏まえた情報セキュリティ
に関する項目なども加わります。
i パスをはじめとする情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験では、常にこのような IT に関する技術動向や社会
情勢等を踏まえた問題を出題しています。過去の合格・不合格にかかわらず何度でも受験することができますので、受験した
ことがない方はもちろん、合格したことがある方も、パワーアップする i パスにチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
くれぐれも、時代のビッグウェーブに乗り遅れないように！
第 4 次産業革命に対応した ITパスポート試験の改訂（i パス 4.0）
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20180806.html
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IT 人材育成センター

Y.O

主なイベント・セミナー情報

10

月

イベント

October
セミナー

セキュリティセンター

情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2018（出展）

IT 人材育成センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 三重 2018

日程：10 月 5 日（金）・6 日（土）
会場：NASPA ニューオータニ（新潟県南魚沼郡）定員 600 名
（参加費：一般 15,000 円、学生［社会人学生を除く］5,000 円）

日時：10 月 6 日（土）専門講座 9:50 ～ 16:30
会場：鈴鹿工業高等専門学校（参加費：無料）

イベント

セミナー

セキュリティセンター

サイバーセキュリティワールド 2018 [ 危機管理産業展 特別併催企画 ]（出展）
日時：10 月 10 日（水）～ 12 日（金） 10:00 ～ 17:00
会場：東京ビッグサイト（参加費：2,000円［招待券持参者・事前登録者は無料］
）
イベント

見て、聞いて、話そう！交流フェスタ（出展）

日時：10 月 12 日（金）・21 日（日）10:00 ～ 17:00
会場：センターオブガレージ（東京都墨田区）定員 50 名（参加費：無料）
IT 人材育成センター

IT を活用した起業・事業化のための基礎知識習得セミナー
～事例から学ぶ X-Tech 起業のヒント～

日時：10 月 12 日（金）・13 日（土） 10:00 ～ 17:00
会場：新宿駅西口広場イベントコーナー（参加費：無料）
セミナー

IT を活用した起業・事業化のための基礎知識習得セミナー
～事例から学ぶ X-Tech 起業のヒント～

セミナー

セキュリティセンター

IT 人材育成センター

日時：10 月 24 日（水）・27 日（土）10:00 ～ 17:00
会場：知識創業研究センター I2K Osaka（大阪府大阪市）
定員 50 名（参加費：無料）

社会基盤センター

IoTシステムの効率的な安全分析を学ぶ
～ STAMP ／ STPA ハンズオンセミナー～
日時：10 月 2 日（火） 13:00 ～ 17:30
会場：国立情報学研究所セミナールーム（東京都千代田区）
定員：38 名（参加費：無料）

11

月

イベント

November
セミナー

社会基盤センター

Embedded Technology 2018 ／組込み総合技術展
IoT Technology 2018 ／ IoT 総合技術展（出展）

セキュリティ・ミニキャンプ in 愛媛 2018

日時：11 月 14 日（水）～ 16 日（金） 10:00 ～ 17:00
会場：パシフィコ横浜（参加費：1,000 円［招待券持参者・事前登録者は無料］
）
セミナー

日程：11 月 10 日（土）専門講座
会場：愛媛大学 定員 20 名程度（参加費：無料）
セミナー

産業サイバーセキュリティセンター

短期プログラム

IT 人材育成センター

国際トレーニング

IT 人材育成センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 岡山 2018

日程：11 月 2 日（金）・3 日（土）
会場：IPA 8F 定員 30 名（参加費：300,000 円）

日程：11 月 16 日（金）一般講座・17 日（土）専門講座
会場：岡山大学ほか 定員 20 名程度（参加費：無料）

セミナー

セミナー

IT 人材育成センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 北海道 2018

産業サイバーセキュリティセンター

短期プログラム 業界別トレーニング（広域インフラ系）

日程：11 月 3 日（土）・4 日（日）専門講座
会場：北海道大学 定員 20 名程度（参加費：無料）

日程：11 月 16 日（金）・17 日（土）
会場：IPA 8F 定員 30 名（参加費：80,000 円）

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。

次号「IPA NEWS Vol.37」は11月中旬発行予定です。
「IPA NEWS」冊子の定期発送・メール配信サービスのお申込み、
アンケートはこちらから
https://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html
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独立行政法人情報処理推進機構

9

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
いまから 5 億年以上前、カンブリア紀初頭に生物の種類が爆発的に増えた時期がありました。
いわゆる「カンブリア爆発」と呼ばれるそれは、生物が眼を持つようになったことで起きたと
いう説があります。それまで触覚や嗅覚に頼っていた生物が、眼からさまざまな情報を得るよ
うになったことで、捕食や自己防衛の効率が格段に向上し、食物連鎖の流れが加速、生物は生
き延びるために最適な形へと多様に進化していったというものです。
ディープラーニングを起爆剤として加速する AI の進化は、しばしばこのカンブリア爆発に
例えられたりしますが、その加速の一方で、技術への理解不足に対する課題意識が高まってい
ることが、今回の IPA の調査で明らかになりました。しっかりと眼を見開き、新たな技術へ
の智を得ること。これが次世代 AI 社会への一歩なのかもしれません。
「IPA NEWS Vol.36」をお読みいただきありがとうございました。
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