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●
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見慣れぬ拡張子の添付ファイルを使った攻撃メール

「JISA/ASOCIO Digital Masters Summit 2018」に参加
展示ブースの様子

JISA/ASOCIO Digital Masters Summit 2018（公式サイト）
☞ https://asocio2018.jisa.or.jp/

IPAは、11月8日（木）に一般社団法人情報サービス産業協
会が主催する「JISA/ASOCIO Digital Masters Summit
2018」に参加しました。
「ASOCIO Summit」は、最先端技術を紹介する、アジア・オ
セアニア地域最大のICTの国際会議として毎年主要国で開催
されるものです。今回は、
「国境、世代、文化を超えた、人と人
とのつながり "Connected"」をコンセプトに、ITサービス提
供企業のデジタルコンテンツやサービスなどを紹介するブース
展示・講演が行われました。
IPAは、各種事業の概要や、アジア諸国におけるIT人材育成支
援の取り組みを紹介するブース展示を行ったほか、講演セッショ
ンでは、富田理事長がAIや量子コンピュータなどの技術の進化
が社会や産業に与える影響、デジタルトランスフォーメーション
時代のサイバーセキュリティ、IT人材に関する課題などに触れ、
IPAがその中で担う役割と、取り組みについて紹介しました。
IT社会の動向調査・分析・基盤構築

中小企業向け
「品質確認チェックリスト」
を公開
「中小規模向けIoT品質確認チェックリスト」を公開
☞ https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20181113.html

本資料は、昨年3月に公開した「つながる世界の品質確保
チェックリスト*」の対象製品を中小規模のIoT機器やシステム
等に限定し、考慮すべきポイントをまとめたものです。
中小企業の方が、
それらの製品を開発・導入する際に、製品の
ライフサイクルの各フェーズにおいて、品質確保のために最低限
確認すべき事項を24項目のチェックリストにまとめています。
IoT特有のリスクを考慮した品質の自己診断や、発注先への品

IPA富田理事長の講演

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

「Embedded Technology 2018
（ET2018）
」
・
「IoT Technology 2018
（IoT2018）
」
に参加
【出展】
Embedded Technology 2018／IoT Technology 2018
☞ https://www.ipa.go.jp/sec/events/201801114.html

11月14日（水）よりパシフィコ横浜にて、組込み技術とIoT技術
に関する総合技術展「ET2018／IoT2018」が開催されました。
IPAは、
今年度からの重点的な取り組みとして掲げている「新た
な潮流の把握と発信」をテーマに、IPAの各事業やIoTの最新動
向などを紹介したパネル展示・ブースプレゼンを行いました。
また、別館で開催された「IPAセミナー」では、デジタルトラ

質に関する要件提示などに活用することができます。

ンスフォーメーションの動向や組込み分野の課題などについて

*IoT機器・システムの品質確保を目的に、検証・評価の立場における考慮事項を示した「つながる世

講演を行い、聴講者から多くの関心が寄せられました。

界の品質確保に向けた手引き」の内容の実施状況を確認するためのチェックリスト
  https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180322.html

展示ブースの様子

自己診断チェックリスト（一部抜粋）

2

検証・評価計画

IoT 機器・システムとしての特徴や産業分野の規則な
ど守らなければならない事項などの観点から検証・評
価方針を策定していますか？

要求仕様
レビュー

IoT 特有の機能、性能、将来の拡張を考慮して、要求
仕様の妥当性をレビューしていますか？

テスト設計

接続する機器の最大接続数やデータの最大量を考慮し
たテストや、性能テストを設計していますか？

テスト実施

テスト設計で抽出したテストを確実に実施するために
必要なテスト環境は準備できていますか？

運用計画

運用中に起こり得るシステムの機能や性能を劣化させ
る事項を予測し、それらの発生を把握するような監視
方法と発生時の対応プロセスを決めていますか？

運用実施

リリース後の利用環境の変化や最新の技術情報を把握
し、対応していますか？
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IPAセミナーの様子

情報セキュリティ対策の実現

リスク分析手法の見直しでさらに効率アップが期待！
「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド」第２版を公開
「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド」第2版を公開
☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20181015.html

昨年10月に公開した「制御システムのセキュリティリスク分

析ガイド」は、システムのセキュリティレベル向上のための抜本
的対策であるセキュリティリスク分析について、具体的な手順
などを体系的に示した国内初のガイドです。

第２版では、
「資産ベースのリスク分析」
（システムを構成す

る機器等の各資産に対する分析）と、
「事業被害ベースのリス
ク分析」
（システムが実現する事業・サービスに対する分析）に

ついて手法を見直しました。これにより、初版から２～３割程度
の作業工数の削減が期待できるものとなっています。

また、リスク分析の評価指標とその評価値、分析結果から得

られるリスク値の考え方を厳密に定義したことで、分析結果の

ばらつきを低減させ、的確な現状把握と対策の実施を可能にし
ました。本ガイドで示す手法等は一般の情報システムにも適用
できます。自組織でのリスク分析の実践にお役立てください。
情報セキュリティ対策の実現

制御システムの
セキュリティリスク分析ガイド
第２版

[ガイド別冊]
制御システムに対する
リスク分析の実施例 第２版

本ガイドの概要をまとめた「早分かり 活用の手引き 第2版」も公開中

IT人材の育成

「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
、
2018年度の受賞作品を発表

未踏ターゲット事業、
18件の開発プロジェクトがスタート

第14回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
2018 受賞作品発表

2018年度未踏ターゲット事業公募結果について

☞ https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/

☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/target/2018/koubokekka_index.html
☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/target/2018/koubokekka2_index.html

本コンクールは、小中高生・高専生の情報モラル・セキュリ

IPAでは、中長期的視点で革新的技術によるイノベーション

ティ意識の向上を目的に毎年開催しているものです。今年度は

を起こすような、先進分野のIT人材を発掘し、育成する「未踏

６月から９月までの作品募集期間中に、標語、ポスター、四コ

ターゲット事業」を昨年から開始しました。

マ漫画など計70, 653点の作品が集まりました。

世界で研究開発が進む先端分野から、今年度は次世代計算

今回の受賞作品では、SNS上でのコミュニケーションや、イ

機を対象に定め、
「アニーリング部門」と「ゲート式量子コン

ンターネットの罠などをテーマにした作品のほかに、災害時に

ピュータ部門」で計18件のプロジェクトを採択しました。今後、

SNSで拡散される偽情報など、昨年話題となったテーマを取り

これら計算機を活用するアプリケーションなどの開発を通じた

上げた作品も見られました。すべての受賞作品は上記URLから

人材育成を、最長で約１年半にわたって行います。

ご覧いただけます。

①

③

採択プロジェクトテーマ（一部抜粋）
アニーリング部門（採択プロジェクト８件）
・アニーリングマシンによるゲノム配列解析基盤の構築
・アニーリングマシンを利用するアプリケーションのための実用的
  な開発環境・実行環境の開発
・アニーリングマシンによる画像解析を利用した防犯対策技術

②

他

④
ゲート式量子コンピュータ部門（採択プロジェクト10件）
・分散量子計算プラットフォーム
・量子多体系の実時間発展シミュレーションプログラムの開発

・ゲート式量子コンピュータと機械学習による高速モンテカルロ計算
４コマ漫画部門 最優秀賞 「おいしい話」
東京都 筑波大学附属中学校 １年 阿部 遥香 さん

他
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NEW TOPICS
NEW TOPICS

1

待望の続刊「AI白書2019」、ついに刊行！
IPAは、2017年度に発刊した「AI白書」の続刊として、昨年12月に「AI白書2019」を刊行しました。
今版は、先進的な企業に留まらない幅広い分野でのAI実用化の促進を主眼に、企業の経営層、マネジメント層も新たな読者ターゲットに
据えた構成としています。
主要トピックスのひとつである対談では、
「AIが壊すもの創るもの」と題し、本書編集委員長である札幌市立大学学長 中島 秀之 氏をは
じめとするAI業界、経済界の著名な有識者が、AIと企業経営、ビジネスのあり方などをテーマに議論を行い、本書では、その内容を日本の
経営者への提言として掲載しています。また、農業、医療・介護、製造業など11の各業界における国内外の250件以上のAI活用事例や、最
新の技術動向、社会実装への課題等を紹介しているほか、今回は、AIの先進国である中国に着目し、中国のAI市場規模や政策、有力なAI
ベンチャー企業などについても取り上げています。

第 1 章「AI が壊すもの創るもの」

本書は、全国書店、カドカワストア・
Amazonのウェブサイトから購入できます。

ISBN：978-4-04-911014-2
ソフトカバー／A4
定価：本体3,600円（税別）

NEW TOPICS

AI白書2019

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/20181030.html

２

2018年度セキュリティ意識調査の報告書を公開
IPAでは、毎年、
インターネット（PC、SD*1）利用者を対象に、情報セキュリティの脅威や倫理に関するアンケート調査を行い、
その結果を公開
しています。
今回は、スマートフォンの普及とともに増加し、事故やトラブルの要因としても認知されている「歩きスマホ」について、初めて調査を行いました。
調査の結果、約半数が歩きスマホの経験があると回答し、年代別では、20代、30代の割合が高いことがわかりました。
さらに、歩きスマホをした理由について「注意していれば事故に繋がることはない」と回答した割合は全体で33.6％、年代別では、10代
から30代の若い世代の割合が高くなりました。歩きスマホは視野が狭くなり、操作によって注意力も散漫になるといった実験結果*2もある
ことから、特に若い世代においては、安全のために十分な注意ができていると慢心して歩きスマホをしている可能性がうかがえます。この
他の調査結果は下記URLをご参照ください。
*1 PC：パソコン SD：スマートデバイス

*2 「歩行中・自転車運転中の“ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf/-char/ja

「注意していれば事故に繋がることはないから」
と回答した割合

歩きスマホをしたことがある割合
70 代以上
60 代

ない
50.2％

ある
49.8％

50 代
40 代
30 代
20 代
10 代

21.8％

70 代以上
30.6％

60 代
40.7％

50 代
54.0％
61.6％
60.3％
57.1％

40 代

20.0％
25.7％
30.1％
29.1％
39.5％

30 代
20 代

38.0％

10 代

37.8％

2018年度「情報セキュリティの脅威に対する意識調査」
「情報セキュリティの倫理に対する意識調査」報告書を公開
https://www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/ishiki/index.html
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セキュリティのすゝめ

手口と対策を知ろう

見慣れぬ拡張子の添付ファイルを使った攻撃メール

機密情報の窃取や不正アクセスの踏み台などを目的に、パソコンやシステムのウイルス感染を狙ったさまざまな攻撃メールの手口が国
内外で確認されています。今号では、特殊な拡張子のファイルを用いた攻撃の事例をご紹介します。

CASE

1

拡張子
名 称

.iqy

IQY（インターネットクエリ）ファイル

メールに添付された IQY ファイルを開くと、Microsoft Excel
が起動して「セキュリティに影響を及ぼす可能性のある問題点が
検知された」旨の警告ウィンドウが表示。ここで「有効にする」
をクリックすると、パソコンがウイルスに感染する。 昨年８月に
発生した日本語のばらまき型メールにも用いられたファイル。

CASE

2

拡張子
名 称

.wiz

WIZ（ウィザード）ファイル

メールに 添 付 された WIZ ファイルを開くと、Microsoft
Word が起動して「マクロを有効にする」または「コンテンツ
の有効化」ボタンが表示。これらをクリックするとパソコンが
ウイルスに感染する。

「コンテンツの有効化」は

「有効にする」は

CASE

3

拡張子

.slk

名 称

SLK（シンボリックリンク）ファイル

メールに添付された SLK ファイルを開くと、Microsoft Excel が起動して「セキュリティに影響を及ぼす可能性のある問題点
が検知された」旨の警告ウィンドウが表示。
「有効にする」をクリックすると、さらに、
「外部データへのアクセスができないため、
ほかのアプリケーションを起動する」旨の警告ウィンドウが表示され、ここで「はい」をクリックすると、パソコンがウイルスに
感染する。
左の警告ウィンドウで「有効にする」を選択してしまった場合

「有効にする」は

「はい」は

これらの手口への対策

・不審なメールの添付ファイルは開かない。
・OS、アプリケーション、セキュリティソフトを常に最新の状態にする。
・不審なメールに添付されたファイルを開いて、マクロに関する警告が出た際は「有効にする」
「コンテンツの有効化」
を安易に選択しない。
・メールや文書ファイルを閲覧中に、意味のわからない警告ウィンドウが表示された場合は操作を中断する。
IPAでは、2018 年 11月時点で日本語のメールを使った CASE2.3 の事例は確認されていませんが、
今後も注意が必要です。今回ご紹介した事例では、
メールやファイルを開いただけではウイルスに感染しませんが、開いてしまった場合は、速やかに自組織のシステム管理部門等へ報告してください。

参考情報：サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）公開レポート【Vol.27.28.30】
https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/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２】
リスク対応のうち、リスクの回避に該当するものはどれか。
ア リスクが顕在化する可能性を低減するために、情報システムのハードウェア構成を冗長化する。
イ リスクの顕在化に伴う被害からの復旧に掛かる費用を算定し、保険を掛ける。
ウ リスクレベルが大きいと評価した情報システムを用いるサービスの提供をやめる。
エ リスクレベルが小さいので特別な対応をとらないという意思決定をする。

問２【30 秋期 問 13】
ゼロデイ攻撃の特徴はどれか。
ぜい

ア 脆 弱性に対してセキュリティパッチが提供される前に当該脆弱性を悪用して攻撃する。
イ 特定の Web サイトに対し、日時を決めて、複数台の PC から同時に攻撃する。
ウ 特定のターゲットに対し、フィッシングメールを送信して不正サイトに誘導する。
エ 不正中継が可能なメールサーバを見つけて、それを踏み台にチェーンメールを大量に送信する。

問３【30 秋期 問 4】
安全・安心な IT 社会を実現するために創設された制度であり、IPA“中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン”
に沿った情報セキュリティ対策に取り組むことを中小企業が自己宣言するものはどれか。
ア ISMS 適合性評価制度

ウ MyJVN

イ IT セキュリティ評価及び認証制度

エ SECURITY ACTION
正解： 問 1

ウ

問2

「＃やってみようIT国家試験」をやってみよう！
平成 31 年が始まりました。本年もよろしくお願いいたします。

IPA 公式 Twitter アカウント

https://twitter.com/IPAjp

さて、IPA では、皆さまに IPA が取り組む活動の最新情報をお
届けするため、Twitter を使った情報発信をしています。その中で、
昨年 11 月からは IT パスポート試験（IP）、情報セキュリティマネジ
メント試験（SG）の過去問題を出題するキャンペーンがスタートし
ました。不定期ではありますが、より多くの方にこの試験を知って
いただけるよう、毎回、IP・SG の過去問題から１問を選んでツイー
トしています。全て４択形式ですので、ちょっとした力試しに、ぜひ
チャレンジしてみてください。Twitter のハッシュタグは「＃やって
みよう IT 国家試験」です。
なお、１月 10 日（木）から、平成 31 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、Twitter で過去問題
をこなしつつ、こちらのお申込みもどうぞお忘れなく。
IT 人材育成センター
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T.N

＃やってみよう IT 国家試験

ア

問3

エ

主なイベント・セミナー情報

2

月

イベント

February
セミナー

IT 人材育成センター

MITOU2018 Demo Day ／ 2018 年度（第 25 回）
未踏 IT 人材発掘・育成事業成果報告会

産業サイバーセキュリティセンター

ワン・デイ・エクステンション in 大阪

日程：２月 16 日 ( 土）・17 日（日）10:30 ～ 18:30（予定）
会場：富士ソフト アキバプラザ 定員 150 名（予定）
（参加費：無料）

日程：２月５日（火）14:00 ～ 17:15
会場：リーガロイヤルホテル（大阪）2F「楓の間」 定員 80 名（参加費：10,000 円）

セミナー

セミナー

産業サイバーセキュリティセンター

責任者向けプログラム 第二回国際トレーニング

責任者向けプログラム 第三回業界別トレーニング（交通・物流系業界向け）

日程：２月1日（金）
・２日（土）10:00 ～19:00 ※２日（土）は 18:00 まで
会場：IPA 13 階会議室 定員 30 名（参加費：300,000 円）

3

月

イベント

※詳細はウェブページをご参照ください

セミナー

セキュリティセンター

IT 人材育成センター

セキュリティ・ミニキャンプ in 福岡 2019

日程：３月７日（木）・８日（金）
会場：愛媛大学 城北キャンパスほか 定員 400 名程度（参加費：12,000 円）
※詳細はウェブページをご参照ください

日程：３月２日（土）・３日（日）※専門講座のみ
会場：JR 博多シティ 9F JR 博多シティ会議室 2 定員 20 名（参加費：無料）
セミナー

セキュリティセンター

社会基盤センター

事例から学ぶ、IT サービス高信頼化へのアプローチ

2018 年度 教育の情報化推進フォーラム [ 出展 ]
日程：３月７日（木）・８日（金）
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟（東京都渋谷区）
※詳細はウェブページをご参照ください

イベント

日程：２月 15 日（金）・16 日（土）
会場：IPA 8 階会議室 定員 30 名（参加費：80,000 円）

March

サイバーセキュリティシンポジウム道後 2019 [ 出展 ]

イベント

産業サイバーセキュリティセンター

～障害事例から根本原因を分析し教訓化するプロセスを学習～

日程：３月５日（火） 13:00 ～ 17:30
会場：IPA 13 階会議室 定員 24 名（参加費：2,000 円）
セミナー

IT 人材育成センター

未踏会議 2019

IT 人材育成センター

量子コンピューティング技術シンポジウム in 京都（仮称）

日程：３月８日（金）15:00 ～ 18:00（予定）
会場：東京ミッドタウンホール 定員 400 名（予定）
（参加費：無料）

日程：３月 11 日（月）13:00 ～ 18:00（予定）
会場：京都市内を予定 定員 300 名（予定）
（参加費：無料）

イベント

セミナー

IT 人材育成センター

セキュリティ・キャンプフォーラム 2019

IT 人材育成センター

量子コンピューティング技術シンポジウム in 東京（仮称）

日程：３月 15 日（金）13:00 ～ 16:00
会場：フクラシア丸の内オアゾ Hall B 定員 100 名（参加費：無料）

日程：３月 18 日（月）13:00 ～ 18:00（予定）
会場：都内を予定 定員 300 名（予定）
（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の１月以降のスケジュールはウェブページをご覧ください。

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。

次号
「IPA NEWS Vol.39」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
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編集・発行

平成31年１月

独立行政法人情報処理推進機構

1

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

剣道の世界では、心があるひとつのことに捉われてほかのことに注意がいかなくなる
状態のことを、
「止心（ししん）
」というそうです。“ 心 ” が “ 止 ” まった状態に陥ること
で自分の動きが鈍り、不覚をとる、これは日常生活においてもしばしば起こることで、
案外、自分では気付かないことのほうが多いかもしれません。
今回のセキュリティ意識調査で取り上げた「歩きスマホ」は、まさに、この止心が事
故やトラブルを引き起こす原因になっています。止心や慢心を戒め、スマホと上手な付
き合い方をしたいものですね。
「IPA NEWS Vol.38」をお読みいただきありがとうござ
いました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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社会動向・産業動向・技術動向

動向把握
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