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●

IT人材の育成

10月1日付登録人数を公開！登録セキスペは合計17,360名に
国家資格「情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）」
10月1日付登録人数は合計17,360名に

☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20181001.html

IPAは、今年10月1日（月）付で8,214名を新たに登録セキス
ペに認定し、登録者情報を公表しました。制度創設から4回目
となる今回の登録で、10月1日（月）時点での登録セキスペは
合計17,360名となりました。
登録セキスペの属性（業種）は、全体の半数を占める情報処
理サービス業のほかに、製造業、金融・保険・不動産業など多
岐にわたり、ユーザー企業における制度の活用も広がっている
傾向が見られます。
また、今回の登録者情報の公開に併せて、
「情報処理安全確
保支援士検索サービス」の検索機能を強化し、勤務先所在地

情報処理安全確保支援士検索サービス

画面イメージ

や連絡先情報（電話番号、メールアドレス）の公開有無による
検索が可能になりました。コネクテッド・インダストリーズ税制*
の申請時など、各都道府県の情報セキュリティのサービス提供
事業者を検索する際に簡単にご活用いただけます。
情報セキュリティ対策の実現

不審なスマートフォンアプリをインストール
させる偽ショートメッセージにご注意！
【安心相談窓口だより】宅配便業者をかたる
偽ショートメッセージに関する相談が急増中

☞ https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20180808.html

今年7月、宅配便業者からの不在通知を装いSMS*で偽のサ
イトに誘導し、不審なアプリをインストールさせる手口が短期

*http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html
活用企業・組織のインタビュー
https://www.ipa.go.jp/siensi/data/interview.html

情報セキュリティ対策の実現

モバイルデバイスの情報漏えい対策のための
暗号化設定マニュアルを拡充
モバイルデバイス等の利用における情報漏えいを防ぐ
設定マニュアル（実践編）を拡充

☞ https://www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/dev_setting_crypt.html

テレワークの推奨などに伴い、モバイルデバイスで機密情報
を社外に持ち出して業務を行う機会が増えています。

間で急増しました。また、同様のSMSから誘導されたサイトで

IPAでは、モバイルデバイスの紛失などによる情報漏えい

携帯電話番号などを入力させるフィッシングの手口も確認さ

を防止するための暗号 化設 定マニュアルを2013年に公開

れています。これらは金銭被害に及んだり、今後も類似の手口

し、今回、本マニュアルに「Windows10」、
「Office2016/

が発生する恐れがあります。
「不審なSMSのURLをタップしな

Office365」、
「AcrobatDC/Acrobat2017」の新たな製品マ

い」、
「提供元不明のアプリのインストール許可をオフにする」

ニュアルを追加しました。当該製品の利用における情報漏えい

などの基本的な対策を行いましょう。

を防ぐための暗号化設定方法をわかりやすく図説しています。

*

SMS：ショートメッセージサービス

不審アプリをインストールするまでのステップと基本的な対策

Office2016/Office365 での暗号化設定方法（マニュアルより一部抜粋）

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

「ソフトウェア開発データ白書」がリニューアル！近年の開発状況に即した統計データを公開
「ソフトウェア開発データ白書2018-2019」を発行
☞ https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20181011.html

ITが社会に浸透し、ソフトウェアに求められる役割も拡大してい
ます。それに伴い、一般に属人的になりがちといわれるソフトウェ
ア開発においても、信頼性の向上や開発プロセス改善のため、定
量的データに基づくプロジェクト管理が求められています。
本書は、IT企業のソフトウェア開発データを収集・分析し、
そ
の統計データを開発プロジェクトの参考として組織や企業が横
断的に活用できるよう取りまとめたものです。
10版となる今回は、信頼性や性能などの要件の高度化が進
む昨今の開発状況に即した統計値の参照を可能にするため、
従来のデータ分析対象を大きく見直しました。これまで分析対
象としていた2004年以降の累積の開発データのうち、今回は
直近の6年間分のデータに着目し、そこから算出したプロジェ
クト規模や工数、工期の関係などの分析結果を掲載していま
す。また、
「金融・保険業」、
「情報通信業」、
「製造業」に特化
したデータ白書も併せて公開しています。
IT社会の動向調査・分析・基盤構築

ISBN：978-4-905318-64-4
ソフトカバー/A4変形判
定価：本体1,944円（税別）

情報セキュリティ対策の実現

「地方版IoT推進ラボ」第四弾始動！
19地域を選定
「地方版IoT推進ラボ」第四弾選定地域を公開
☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/iot-local/kobo01.html

IPAと経済産業省は、地域におけるIoTビジネス創出への取
り組みを「地方版IoT推進ラボ」として選定し、メンターの派遣
等により、その活動や地域間のネットワーク構築を支援してい
ます。
2016年の事業開始以降、各ラボでは、地域課題の解決や新
事業創出を目指し、自治体やベンチャー企業などが連携して
IoT等を活用した実証実験や個別プロジェクトを実施していま
す。今年9月に新たに19地域が加わり、選定されたラボは全国
93地域となりました。

IT人材の育成

制御システムセキュリティの
新たなセミナーを開始
ワン・デイ・エクステンション

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

戦略マネジメント系セミナー

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

IPAは、産業サイバーセキュリティに関する新たなセミナー
「ワン・デイ・エクステンション」と「戦略マネジメント系セミ
ナー」を開始しました。
前者は、IPA ICSCoE*1で実施する各種人材育成プログラム
の活用促進を目的に、プログラムの一部を実演でご紹介する
セミナーです。
後者は、今年12月までの全７回開催で、重要インフラ業界な

地方版IoT推進ラボポータルサイト
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/

どの各企業*2の講師が制御システムセキュリティに関するケー
ススタティなどを行うセミナーです。
*1産業サイバーセキュリティセンター（Industrial Cyber Security Center of Excellence）
*2重要インフラ分野を中心とする企業48社による検討会「産業横断サイバーセキュリティ人材育成検
討会」が協力

地域における取り組み事例

町遊歩道での自動走行実証
（永平寺町IoT推進ラボ）

スマートアグリ実証実験
（川上村IoT推進ラボ）

「ワン・デイ・エクステンション」で紹介するプログラム

ウォーゲーム・セッション
（国際トレーニング）

ハンズオン演習
（中核人材育成プログラム）

HOT
NEW TOPICS
今年はASEAN等が初参加
日米サイバー共同演習を実施
IPA産業サイバーセキュリティセンター（ICSCoE）で実施している「中核人材育成プログラム」の一環として、IPAは、米国国土
安全保障省（DHS）およびNCCIC ICS*から専門家を招き、9月10日（月）からの5日間、制御システムのサイバーセキュリティに
関する演習を行いました。
昨年に次いで2回目の実施となる今回は、アジア諸国におけるサイバーセキュリティ対策強化や国を越えた人的交流を目的
に、中核人材育成プログラムの受講生83名のほか、ASEAN等の15の国・地域からサイバーセキュリティ政策の担当者、社会イ
ンフラの実務者など計36名が参加しました。日米が共同で、ASEAN等向けにサイバー演習を実施することは初の試みです。
*National Cybersecurity and Communications Integration Center （NCCIC） ICS （Industrial Control Systems）

開会式
開会式では、ハガディ駐日米国大使や武藤経済産業副大臣が列席され、国際社会におけるサイバーセキュリティ対策強化の重要
性とともに、参加者へ期待や激励のメッセージを述べられました。

ハガディ駐日米国大使

武藤経済産業副大臣（当時）

IPA富田理事長

講義・演習プログラム

5日間にわたるプログラムでは、ICSCoEの講師やDHSの専門家らが、社会を支えるさまざまな制御システムの役割や、産業サイ
バーセキュリティの課題・技術に関する講義を行いました。
また、ICSCoEの研修施設で行われた制御システムの実習機を用いたサイバー攻撃の演習では、参加者たちがネットワークへの
侵入とそれによって起こる人的オペレーションの混乱を体感し、攻撃に対する防御策を学びました。

セキュリティのすゝめ

あらゆる国内組織・企業を狙う

“日本語”の「ビジネスメール詐欺」に注意！

「ビジネスメール詐欺（BEC）
」は、巧妙に細工したメールのやりとりにより、企業の担当者をだまし、攻撃者の用意した口座へ
送金させる詐欺の手口です。これまで、英文のメールによる攻撃が確認されていたこの手口において、今年 7 月に IPA は初めて
日本語メールでの攻撃手口を確認しました。今号では、日本語によるビジネスメール詐欺の実例や対処法などをご紹介します。

５つのタイプ

ビジネスメール詐欺の

IC3*1 やトレンドマイクロ社 *2 では、ビジネスメール詐欺の手口を主に
5 つのタイプに分類しています。

取引先との請求書の偽装
TYPE 2 経営者等へのなりすまし
TYPE 3 窃取メールアカウントの悪用

TYPE 4 社外の権威ある第三者へのなりすまし

TYPE 1

TYPE 5 詐欺の準備行為と思われる情報の詐取

国内企業 A 社で確認された日本語ビジネスメール詐欺のやりとりの概要（上記

TYPE 2

に該当）

実際のメール

機密扱いで相談があります。
本日お時間はございますか？
弁護士から連絡はございましたで
しょうか。
金融庁の取り決めにより、やりと
りはすべてメールでお願いします。

本物の CEO の名前とメール
アドレスが使われている

特段の予定はありません。

A社
担当者

ある中国企業からビットコインの
購入準備を進めており、国 際 送
金による入金の必要があります。
支払いの方法を教えてください。
また、銀行残高表をいただきたい
と存じます。

偽A社
CEO

ビジネスメール詐欺への対処法

Alert !

!

!

!

普段とは異なるメールに注意する

・メール文内の言い回しや表現の誤りなどは特に注意する。
・不審なメールは社内で相談・連絡し、情報共有する。
・複数の担当者によるチェック体制を徹底する。

取引先とメール以外の方法で確認を行う

企業の経理・財務部門など、取引先と金銭的な
やり取りを行う方は特に注意が必要です！

急な振込先や決裁手段の変更など、
通常と異なる対応を求められた場合は、
送金前に電話や FAX などで取引先に事実確認を行う。

ウイルス・不正アクセス対策を行う

・セキュリティソフトを導入し、最新の状態にする。
・メールアカウントに推測されにくい複雑なパスワードを設定し、他のサービスとの使い回しをしない。
・メールシステムでの多要素認証、アクセス制限の導入を検討する。

参考情報

Business E-mail Compromise: The 3.1 Billion Dollar Scam（IC3）
*1https://www.ic3.gov/media/2016/160614.aspx

多額の損失をもたらすビジネスメール詐欺「BEC」
（トレンドマイクロ）
*2http://about-threats.trendmicro.com/RelatedThreats.aspx?language=jp&name=Billion-Dollar+Scams%3A+The+Numbers+Behind+Business+Email+Compromise
・IPA J-CSIP レポート「ビジネスメール詐欺「BEC」に関する事例と注意喚起（続報）」
https://www.ipa.go.jp/files/000068781.pdf

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 23】
調達や生産、販売などの広い範囲を考慮に入れた上での物流の最適化を目指す考え方として、適切なものはどれか。
ア トレーサビリティ

ウ ベンチマーキング

イ ベストプラクティス

エ ロジスティクス

マネジメント 系

問２ 【30 春 問 51】
新しく開発した業務システムのテストに、利用部門の立場で参画することになった。利用部門の立場で確認すべき事
項として、適切なものはどれか。
ア 業務上の要件が満たされていること
イ 個々のプログラムがプログラム仕様書どおりに動作すること
ウ システムが利用するネットワークの監視が決められた手順どおりに実施できること
エ プログラム間のデータの受渡しが設計書の規定どおりに行われること

テクノロジ系

問３ 【30 春 問 63】
パスワード管理に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア 業務システムで使用しているパスワードを、私的なインターネットサービスの利用では使用しない。
イ 初期パスワードは、システムのログイン操作に慣れるまで変更しない。
ウ 数個のパスワードを用意しておき、それを使い回す。
エ パスワードは、平文のファイルに格納してパソコンへ保存しておく。
正解： 問 1

エ

問2

ア

問3

ア

ずっと変わらぬ「合格者」の輝き
ある年の 11 月。当時 3 歳だった私は、七五三の写真を撮るために、真っ赤な着物姿で撮影スタジオを訪れていました。そ
の頃の私のお気に入りは、母の古いスカートの裏地を小さく切った青い布きれ。片時も手放さず、撮影の時も強く握りしめて
いたため、着物の袖口からはみ出ないように、母が必死に私の手の中に押し込んでいたそうです。結局、完成した写真にバッ
チリ写りこんでしまったその布きれは、アルバムを開くたび、昔話の主役となるのでした。
ところで、創設 50 年を迎えた情報処理技術者試験制度は、時代や技術動向に合わせて改定を行ってきました。それに伴い、
過去の試験区分の合格は無効となってしまうのでは…というお問い合わせがときどき寄せられます。情報処理技術者試験は、
「受験時において、知識・技能が一定以上の水準であること」を認定する試験です。過去に合格した試験区分が廃止になって
も、合格した事実はいつまでも変わりませんし、合格が無効になることもありません。過去の試験区分に合格していれば、当
時の受験体験談を昔話のタネとするのも良いのではないでしょうか。
11 月と 12 月は、平成 30 年度秋期試験の合格発表が行われます。受験された方は、当日を楽しみにしていてください。
合格発表についての詳細はこちら
▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_05goukaku/_index_goukaku.html

IT 人材育成センター

Y.O

主なイベント・セミナー情報

12
セミナー

月

December
セミナー

社会基盤センター

第 3 回 STAMP ワークショップ

事例から学ぶ IT サービス高信頼化へのアプローチ（仮称）

日時：12 月 3 日（月）・4 日（火）10:00 ～ 17:30
会場：NTT DATA 駒場研修センター 定員 300 名（参加費：無料）
セミナー

社会基盤センター

日時：12 月 14 日（金）13:00 ～ 17:30
会場：IPA 13 階会議室 定員 24 名（参加費：2,000 円）

セキュリティセンター

制御システムのセキュリティリスク分析ガイドセミナー（仮称）
日時：12 月 10 日（月）14:00 ～ 16:30
会場：IPA 13 階会議室 定員 30 名（参加費：5,000 円）

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 12 月以降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

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

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

ビジネスメール詐欺（BEC）の注意喚起チラシを公開中
IPA のウェブページにて、ビジネスメール詐欺の手口と対策をわかりやすく紹介したチラシ（A4
縦）を公開中です。配布や掲示などで、組織内での注意喚起にお役立ていただけます。ぜひご
活用ください。
ダウンロードはこちら

https://www.ipa.go.jp/files/000068765.pdf

「AI 白書 2019」12 月発行予定！
2017 年に発刊した「AI 白書 2017」の次版が 12 月に発行予定です。
「AI 白書」は、AI に関する最新の技術動向からビジネス面への AI 技術の応用事例に至るまで、
幅広い分野・論点などを網羅し、総合的に解説したものです。
「AI 白書 2019」では、国内外の導入企業・実用化事例 250 件以上を収録し、データから見

ON!

COMING SO

た中国の AI 動向や AI と経営・産業をテーマにした対談など充実したコンテンツを掲載していま
す。ぜひご期待ください。

次号
「IPA NEWS Vol.38」は１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
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発行日
編集・発行

平成30年11月

独立行政法人情報処理推進機構

11

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
「オレオレ詐欺」に代表される振り込め詐欺の手口は、2000 年代初頭に初めて確認されてから、
至るところで注意喚起が行われていますが、10 年以上経った今でもその被害はなくなっていません。
なぜ人は簡単にだまされてしまうのか。実は、被害者には共通して「自分は大丈夫」という思い込み
があったことが指摘されています。
この思い込みは、心理学の用語で「正常化バイアス」と呼ばれる人の特性で、自分にとって都合の
悪い情報を無視したり、過小評価してしまう心のクセ。予期しない非常事態が起きたときに心の安定
を保つように働く自己防衛の機能であると同時に、危険回避の判断を鈍らせてしまう厄介なものです。
今号でご紹介したビジネスメール詐欺は、その巧妙さゆえに、手口を見抜くことが非常に難しいと
言われています。まず手口を知り、
「自分は大丈夫」という思い込みをちょっと疑ってみることが被
害防止につながります。皆さんもぜひご注意を。
「IPA NEWS Vol.37」をお読みいただきありがとうございました。
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