情報処理推進機構

●
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情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

政府要人・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関係者がIPAを視察
2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開
催を控え、日本政府は、大会運営や重要インフラを狙うサイ
バー脅威への対策を進めています。そのような中、昨年12月
に、石田総務大臣、薗浦内閣総理大臣補佐官、東京2020組織
委員会*メンバー、西村内閣官房副長官が、相次いでIPAを来訪
されました。
高度なサイバーセキュリティ人材の育成事業を行うIPA産業
サイバーセキュリティセンターの施設内にて視察会が行われ、

12月10日ご来訪
石田総務大臣

12月13日ご来訪
薗浦内閣総理大臣補佐官

12月26日ご来訪
東京2020組織委員会メンバー

12月27日ご来訪
西村内閣官房副長官（手前）

IPAからは当センターが実施している研修プログラムの概要を
ご紹介するとともに、重要インフラを狙ったサイバー攻撃と、そ
れによるオペレーションの混乱を実演しながら、サイバー脅威
とその対策について説明を行いました。サイバーセキュリティ
に関する喫緊の課題に向けた実践的な対策について活発な質
疑応答が交わされました。
*公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

2020年に「Windows 7」等の
サポートが終了、計画的な対応を！
複数のMicrosoft社製品のサポート終了に伴う注意喚起
☞ https://www.ipa.go.jp/security/announce/win7_eos.html

2020年に複数のMicrosoft社ソフトウェアのサポートが終
了します。サポート終了後は脆弱性が発見されても修正が行わ
れず、脆弱性を悪用した攻撃による情報漏えいや、意図しない
サービス停止などの被害を受ける恐れがあるため、速やかに最
新版への移行等を行ってください。
また、OSのサポート終了は、これらOS上で稼動しているブ
ラウザなどのサードパーティー製のソフトウェアにも影響が及
ぶため、サポート終了を見越してこれらの更新も適切に行いま
しょう。
サポート終了日
2020 年 1 月 14 日
2020 年 10 月 13 日

Windows 7

Office更新

2
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国家試験です。
昨今の技術革新やAIの社会実装によって高まるAI人材育成
のニーズなどを踏まえ、当試験において出題するプログラム言
語を「COBOL」から「Python」に変更し、さらにプログラミン
グ能力、理数能力等の出題を強化します。
当試験の出題におけるPythonの言語仕様、シラバス（知識・

2020年
1月14日

2

2020年
10月13日

午後試験で出題するプログラム言語の見直し

・2019年の秋期試験をもって「COBOL」の出題を廃止。
・2020年の春期試験から「Python」の出題を追加。

午後試験の出題数、解答数、配点等の見直し
（2020年の春期試験から適用）
・選択問題を構成する分野を統合し、出題数・解答数を変更。
【変更前】13問出題7問解答 →【変更後】11問出題5問解答
・プログラミング能力等を重視し、配点を変更。

3

サードパーティソフトウェア更新

2019年
1月14日

IPAが実施する基本情報技術者試験は、ITの基本的な知識・
技能を評価するもので、ITエンジニアへの登竜門とも言われる

1

Office 2010

OS更新

☞ https://www.ipa.go.jp/about/press/20190124.html

見直し内容

Windows Server 2008
Windows Server 2008R2

更新用ソフト
ウェア調達

基本情報技術者試験における出題を見直し

技能の細目）、サンプル問題は、今年10月に公開予定です。

対象ソフトウェア

Microsoft社ソフトウェアのサポート終了に向けた
各種ソフトウェアの更新計画例
ソフトウェア
利用状況調査

「COBOL」から「Python」へ
基本情報技術者試験（午後試験）出題の
プログラム言語を見直し

午前試験での数学に関する出題比率の見直し
（2019年の秋期試験から適用）
・理数能力を重視し、線形代数、確率・統計等、数学に関する
出題比率を向上。

IT人材の育成

MITOU2018 Demo Day／2018年度
（第25回）
未踏IT人材発掘・育成事業 成果報告会を開催！
特に優れた成果を挙げたクリエータを「未踏スーパークリエー

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

タ」に認定する予定です。

☞ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2018/seikahoukoku25th.html

2月16日（土）
・17日（日）に富士ソフト アキバプラザにて行
われた本イベントでは、各クリエータが約8ヶ月間で取り組んだ
開発プロジェクトの成果を発表しました。

*1 プログラミング言語のひとつ。汎用性が極めて高いため多くの用途に広く使われている。
汎用性の高い複数のプログラムが再利用可能なかたちにまとめられたもの。ライブラリなどのソフ
*2 ウェアがインストール可能な状態にまとめられたものをパッケージと呼ぶ。
*3 パッケージのインストール、更新、削除、依存関係の解決などを統合的に管理、実行するためのソフトウェア。
MITOU2018 Demo Day
（プレゼンテーション）
の様子

今回は、AIに関連するプロジェクトや産業界での実用化が
期待されるプロジェクトが多く見られたのが特徴です。従来、
手作業で行われていたAIの物体認識のための膨大な学習プロ
セスを自動化するフレームワークや、折紙技術を家具や建築な
どのプロダクトデザインに応用するための設計ツールなどが発

認識AIを迅速に賢くするフレームワークの構築

表され、これらの画期的なアイデア・技術は、小売業や物流な
ど幅広い産業への寄与が期待されました。また、昨今、需要が
高まるプログラミングの分野では、簡単に「C++*1」でシステ
ム開発ができる、ライブラリ*2管理のためのパッケージマネー
ジャ*3の開発に注目が集まりました。
今後は、PM･有識者などで各プロジェクトの審査を行い、
情報セキュリティ対策の実現

ファブリケーション指向の折紙設計支援ツール
（デモンストレーション）

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

2018年後半に新たな手口の相談件数が急上昇！
情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況を公開
情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況
［2018年第4四半期（10月～12月）］の公開
☞ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2018/q4outline.html

IPAが運営する「情報セキュリティ安心相談窓口」では、ウイ
ルスや不正アクセスなどのトラブルに関する相談を受け付けて
います。四半期ごとに相談内容の内訳をまとめ、今年1月末に
は2018年度第4四半期のレポートを公開しました。
第4四半期の相談件数は4,477件で、2018年の年間では後
半に「宅配便業者をかたる偽SMS」、
「仮想通貨で金銭を要求
するセクストーションメール」など新たな手口の出現によって
相談件数が急上昇しました。今後も類似した手口が発生する
恐れがあるため、注意が必要です。

広島県IoT推進ラボプロジェクト「ひろしま
サンドボックス」が「Impress DX Awards*1」
総合グランプリ を受賞！
☞ https://dx-awards.impress.co.jp/（公式サイト）

「ひろしまサンドボックス」は、IPA・経済産業省から「地方版IoT
推進ラボ *2」に選定されている広島県IoT推進ラボが主導するプ
ロジェクトです。AI・IoT製品やサービスの実証実験の場を提供す
るもので、特産物の生産や観光における課題解決を目的に県内
企業・自治体などの共創プロジェクトが多数参加しています。
県全体を実証実験環境に位置付け、県内外からの多彩な人材・
アイデアを集積させた総合的な取り組みが評価され、
今回の受
賞となりました。
*1 デジタルテクノロジーを使った新たなビジネス・社会サービス実現への先駆的な取り組みなどを表
彰する。株式会社インプレス Impress Corporation主催。

*2 IPA・経済産業省による地域のIoTビジネス創出支援事業。

宅配便業者をかたる偽ショートメッセージに関する新たな手口が出現し、iPhoneも標的に
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181129.html

広島県IoT推進ラボ
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=hiroshima-pref-iot

性的な映像をばらまくと恐喝し、仮想通貨で金銭を要求する迷惑メールに注意
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181010.html
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広島県IoT推進ラボのメンバー

ドローンなどのデジ
タル技術を活用し、
生産量・品質の向上
を目指す。
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セキュリティ特集

＜新年度応援企画＞

IPAセキュリティコンテンツの 紹介
まもなく始まる新年度。セキュリティ対策の見直しや強化を検討されている方も多いのではないでしょう
か。今号では、組織や皆さんご自身のセキュリティ課題を見つめなおし、新たな対策を行うために役立つ
IPA のセキュリティコンテンツをご紹介します。

その前に
ちょっと
確認！

「情報セキュリティ10大脅威2019」で見る
セキュリティ脅威の傾向
対策を行ううえで脅威の実態を知ることは重要なこと。まずは、2018年におけるセキュリティ脅威の傾向を見てみましょう。
「情報セキュリティ10大脅威」は、過去1年に起きた情報セキュリティの事案で、専門家が特に注目する脅威をランキングにした
ものです。最新版の順位はこちら！

○位

組織にとってのセキュリティ脅威
１位
２位
３位
４位
５位
6位
7位
8位
9位
10位

○位

は前回の順位

今 回 は 、4 位 に サ プ ライ

標的型攻撃による被害 1位
ビジネスメール詐欺による被害 3位
ランサムウェアによる被害 2位
サプライチェーンの弱点を利用した攻撃の高まり NEW
内部不正による情報漏えい 8位
サービス妨害攻撃によるサービスの停止 9位
インターネットサービスからの個人情報の窃取 6位
IoT機器の脆弱性の顕在化 7位
脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 4位
不注意による情報漏えい 12位

チェーンに関する脅威が初登
場。製造から販売までの一連
の商流に関わる企業を狙った
もので、対策の不十分な子会
社や委託先を突破口に、大手
企業や委託元に攻撃を仕掛け
られるケースも。
中小規模の企業でも対策を
しっかり行うことが大切です。

インターネットユーザー（個人）にとってのセキュリティ脅威
１位
２位
３位
４位
５位
6位
7位
8位
9位
10位

クレジットカード情報の不正利用 1位 *
フィッシングによる個人情報等の詐取 1位
不正アプリによるスマートフォン利用者の被害 4位
メールやSNSを使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求
ネット上の誹謗・中傷・デマ 3位
偽警告によるインターネット詐欺 10位
インターネットバンキングの不正利用 1位
インターネットサービスへの不正ログイン 5位
ランサムウェアによる被害 2位
IoT 機器の不適切な管理 9位

2位のフィッシングでは、
近年、クレジットカード情報
NEW

*2018年1位の「インターネットバンキングやクレジットカード情報等の不正利用」は、
本年から「インターネットバンキングの不正利用」、
「クレジットカード情報の不正利用」、
「仮想通貨交換所を狙った攻撃」
「仮想通貨採掘に加担させる攻撃」、
「フィッシング攻撃による個人情報の漏えい」に分割。

POINT

の詐取が急増中。
また、4位のメール・SNSの
恐喝では、昨年、
「性的な映
像をばらまくと恐喝し、仮想
通貨で金銭を要求する迷惑
メール」に関する相談がIPA
にも1,000件近く寄せられま
した。

順位は変動しているものの、実は、前回に引き続いてランクインしている脅威が多数。標的型攻撃やランサムウェア、
スマートフォンを狙った攻撃なども以前から認知されている脅威です。攻撃の手口をよく知り、対策を確実に行えば、被
害に遭うリスクは低減できるといえます。
参考情報：IPA情報セキュリティ10大脅威2019 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2019.html
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担当者が教える

対策強化に使える！IPAセキュリティコンテンツ
IPAでは情報セキュリティ対策に関する各種コンテンツを公開中。初心者の方も、
技術者の方もどなたでも目的に合わせて活用いただけます。
今回は、IPA担当者が
特にオススメするコンテンツをご紹介します。
セキュリティセンター 藤井 明宏

情報セキュリティのトレンドを知りたい

セキュリティ対策の基礎を短時間で学びたい

情報セキュリティ白書

映像で知る情報セキュリティ
DVD-ROM

情報セキュリティ全般に関する状況をまとめた書

セキュリティ脅威の具体的な手口や対策
を、
ドラマなどで解説する動画（22本）
を
収録。社内研修の教材としても重宝され
ている1品。

籍。過去1年で起きたインシデント事例やその手
口や被害状況、対策などを細かく紹介。政策や
法整備の状況等についても網羅的に取り上げて
います。

対策のしおりシリーズ
「情報セキュリティ白書」は、対策の立案などの際に手元にあると
とても心強い1冊です。
「映像DVD-ROM」は、
「10大脅威」
にランクインしているテーマも多数収録。専門の講師がいな
くても10分程度で対策を学べるように作ってあるので、ど
れも実践ですぐ使える内容です。

目的別に対策を強化したい
安全なウェブサイトの作り方

SSL/TLSサーバー構
築者・運営者向けガ
イド。適切な暗号設

弱性とその対 策を
解説。

制 御システムのセ
キュリティリスク分析
手法を解説したガイ
ド。一般の情報シス
テムにも適用可。

Focus!

中小企業のセキュリティ対策、何からやればいい？

SSL/TLS暗号設定ガイドライン

ウェブ サイト 開 発
者・運営者向けガイ
ド。
ウェブサイトの脆

制御システムの
セキュリティリスク分析ガイド

情報セキュリティの基本的な対策
を紹介する小冊子。
ウイルス対策
や情報漏えい対策などテーマは多
数。
上記の映像で学んだ対策をさ
らに深堀りするのにもオススメ。

定方法を解説。

IoT開発における
セキュリティ設計の手引き

IoT製品開発時のセ
キュリティ設計方法
を解 説した手引き
書。

映像で知る情報セキュリティ

月間人気動画ランキング

DVD-ROMに収録されている動画はYouTubeでも公開中。
1月のランキングはこちら！

検証！
スマートフォンのワンクリック請求

【再生回数：12,123回】

あなたのパスワードは大丈夫？

～インターネットサービスの不正ログイン対策～
【再生回数：4,296回】

情報を漏らしたのは誰だ？

～内部不正と情報漏えい対策～
【再生回数：3,128回】
IPAChannel 情報セキュリティ啓発映像一覧
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9FCB56776EBCABB

情報セキュリティ
5か条

5分でできる！
情報セキュリティ
自社診断

企業規模にかか
わらず、必ず行な
うべき5つの対策
を紹介。基本的な
対策から段階的に取り組みを強化
していきましょう！

25のチェック項目
で対 策状況が 把
握できるツール。情
報セキュリティ5か
条の対策も含め、実施状況を把握し
対策強化の検討を行いましょう！

技術者向けのコンテンツも充実しています。付録の実施状況
チェックシートで対策が不十分な項目を見つけて強化していき
ましょう。また、
中小企業の方には、上記2点を活用した自己宣
言制度「SECURITY ACTION」
への参加もオススメですよ。

「中小企業の情報セキュリティ対策
ガイドライン」がリニューアル

3月
公開

中小企業での対策の考え方や進め方をまとめた

ガイドライン。改訂版では、昨今のサイバー攻撃の
動向を踏まえた対策の強化方法や、クラウドサー

ビスなどの外部サービスの利用に関する注意点

等を追記し、より具体的な対策が実施できるよう

になりました！

ng
Comi n!
soo

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

いかがでしたか？
このほかにもこちらのウェブページで多数のコン
テンツをご用意しています。ぜひご活用ください！
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/
https://www.ipa.go.jp/security/tools/
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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 秋 問 12】
コンプライアンスに関する事例として、最も適切なものはどれか。
ア 為替の大幅な変動によって、多額の損失が発生した。
イ 規制緩和による市場参入者の増加によって、市場シェアを失った。
ウ 原材料の高騰によって、限界利益が大幅に減少した。
エ 品質データの改ざんの発覚によって、当該商品のリコールが発生した。
マネジメント 系

問２ 【30 秋 問 51】
メールサービスにおける ITサービスマネジメントの可用性の要件に関する事例として，適切なものはどれか。
ア Web ブラウザだけでメールサービスを使用できるようにする。
イ 定められたメンテナンス時間以外はいつでもメールサービスを使用できるようにする。
ウ 自分宛てのメールを他人が勝手に読むことができないようにする。
エ 送信したメールが改ざんされてしまうことがないようにする。
テクノロジ系

問３ 【30 秋 問 72】
MDM（Mobile Device Management）の説明として，適切なものはどれか。
ア 業務に使用するモバイル端末で扱う業務上のデータや文書ファイルなどを統合的に管理すること。
イ 従業員が所有する私物のモバイル端末を、会社の許可を得た上で持ち込み，業務で活用すること。
ウ 犯罪捜査や法的紛争などにおいて、モバイル端末内の削除された通話履歴やファイルなどを復旧させ、証拠として保全すること。
エ モバイル端末の状況の監視、リモートロックや遠隔データ削除ができるエージェントソフトの導入などによって、企業システ

ムの管理者による適切な端末管理を実現すること。

正解： 問 1

エ

問2

イ

問3

エ

基本情報技術者試験の出題見直し ～選択問題のプログラム言語が変わります～
本誌２ページに掲載のとおり、基本情報技術者試験（FE）における出題の見直しを行いました。特に午後試験の選択問題で出
題するプログラム言語については、今年の秋期試験をもって「COBOL」の出題を廃止し、来年の春期試験からは「Python」を
出題に追加します。
COBOL は、誕生して 50 年以上の歴史を誇るプログラム言語で、当試験においても 1969 年の制度開始から出題され続けてき
ました。しかし、教育機関等で指導する機会も減少しており、当試験でも受験者の選択率が極端に低いといった状況を踏まえ、選択
問題から姿を消すことになりました。一方、Python は、適用範囲が広く、特に機械学習、ビッグデータ分析といった AI・IoT 関連の
重要な領域で活用されることもあります。そのうえ、コードがシンプルで学習しやすいというのも特徴で、年々注目が高まっています。
これからプログラミングを習得しようとお考えの方は、Python を候補に加えてはいかがでしょうか。そして、その技能を測る
際には、ぜひ 2020 年からの FE をご活用ください！
情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 試験要綱
▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/_index_hanni_skill.html
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月

イベント

May
セキュリティセンター

第 16 回 情報セキュリティ EXPO[ 春 ]（出展）
日程：5 月 8 日（水）～ 10 日（金）
10:00 ～ 18:00（最終日は 17:00 まで）
会場：東京ビッグサイト（参加費：事前登録された方は無料）

JUST INFORMATION

「情報処理安全確保支援士制度」の説明会映像を公開中！
今年 1 月に開催した「情報処理安全確保支援士制度（登録セキスペ）」
説明会の映像を公開しています。
“ なぜ登録制の国家資格が必要なのか ” その背景を紹介しながら、
制度活用のメリット、登録後に義務付けられる講習の内容などを説明
します。
また、サイバーセキュリティに関する動向や IT 投資目的の変化など、
セキュリティ人材を取り巻く状況を示しながら、登録セキスペに求め
られる役割についても詳しく解説しています。ぜひご覧ください！

国家資格「情報処理安全確保支援士」がわかる ! 制度説明会 (2019 年 1 月 9 日・15 日開催 )
https://www.ipa.go.jp/siensi/toberiss/wakaru.html

「映像で知る情報セキュリティ」新作公開！

【新作映像】
「はじめまして、ペアコです ～親と子のスマホの約束～」

IPA の人気コンテンツ「映像で知る情報セキュリティ」に今年も新作
が登場します。
今回のテーマは
「ペアレンタルコントロール」
。ペアレンタルコントロー
ルとは、保護者が子どもの安全のために、スマートフォン等の設定を調
整することをいいます。本編では、子どもの年齢などに応じたペアレン
タルコントロールの重要性や、SNS を利用する上での注意点など、子ど
もがスマートフォンと上手に付き合うためのポイントをドラマ仕立てで
紹介します。
新学期とともに子どもにスマホデビューさせるお父さん、お母さんたち
にもぜひ見ていただきたい作品。ぜひご覧ください！

ナビゲーター
「ペアコさん」

映像で知る情報セキュリティ ～映像コンテンツ一覧～
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/index.html

「IPA NEWS」アンケートに関するお願い
本誌に関するアンケートを実施中です。本誌へのご感想・ご要望など、
皆さまの忌憚なきご意見をお寄せください。
皆さまからいただきましたご意見は、今後の制作の参考とさせていただきます。

次号
「IPA NEWS Vol.40」は５月中旬発行予定です。
「IPA NEWS」定期発送のお申込みはこちらから
https://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html
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〒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
今号では、セキュリティ特集をお届けしました。本特集でご紹介した「情報セキュリティ 10
大脅威」は、毎年 IPA が公開している名物コンテンツ。1 年間のセキュリティ脅威をランキング
で示すこの 10 大脅威は、ベンダー企業、公的機関、大学などのセキュリティ専門家約 100 名の
投票によって決定します。
今回は、候補にあがった 32 種の脅威の中からトップ 10 が選出されましたが、投票は 100 名
がそれぞれの観点で行うため、意見が正反対に分かれたり、終盤ではボーダーライン上の接戦
が見られるなど、なかなかドラマチックな展開があるそうです。さて、皆さんが気になった脅威
はどれでしたでしょうか？ IPA のコンテンツなども活用しながら脅威への対策をしっかり行い、
新しい春をお迎えください。
「IPA NEWS Vol.39」をお読みいただきありがとうございました。
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監事監査部
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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

事業部
事業推進部
企画部
セキュリティ対策推進部

セキュリティセンター

セキュリティ技術評価部
公共セキュリティ部
企画部

IT人材育成センター

イノベーション人材部
国家資格・試験部
企画部
イノベーション推進部

社会基盤センター

産業プラットフォーム部
人材プラットフォーム部

IPA の役割
ITを取り巻く社会
社会動向・産業動向・技術動向

動向把握

指針の提言
ガイドラインの公開

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

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

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/

