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「IPA NEWS」はIPAの日々の活動をわかりやすくご紹介する広報誌です。

日本のDX推進はまだ萌芽期！
DXの取り組み状況等に関する調査報告書を公開
「なぜ、いまアジャイルが必要か？」
解説資料を公開
「第16回情報セキュリティEXPO [春]」に
出展しました
「入退管理システムにおける
情報セキュリティ対策要件チェックリスト」を公開
2018年度未踏スーパークリエータが決定！
制御システムセキュリティの演習セミナーを
開催します
IT人材を取り巻く状況とデジタル化との関係
-「IT人材白書2019」を読み解く
セキュリティのすゝめ
子どもたちへの情報セキュリティ・情報モラル教育
現場は今、どんなことしているの？

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

日本のDX推進はまだ萌芽期！ DXの取り組み状況等に関する調査報告書を公開
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20190412.html

AI、IoTなどのデジタル技術の活用によってビジネスを変革
する「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」が、経営課題
のひとつとなっています。
今回、IPAが行った国内企業におけるDXへの取り組み状況

■現在取り組んでいるDXの内容

る一方、DXで「新規製品・サービスの創出」に取り組み、成果
を出している企業は約1割程度に留まること、DXへの取り組み
として最多だったのは「業務の効率化による生産性の向上」で
あることなどがわかりました。
DXは成果を出すための難易度が高く、着実な継続による成
功率の向上が求められることがうかがえ、本報告書では、これ

https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itssplus.html#section1-4

新しい機能を短時間で継続的にリリースする「アジャイル開
発」は、ソフトウェアの開発手法です。近年の激しく変化する

38.0%
27.2%
2.2%

その他

0.0%

無回答

8.7%

■DXの取り組みに関する成果の状況
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アンケート：東証一部上場企業1,000社／インタビュー：DXに取り組む国内企業10社

情報セキュリティ対策の実現

「第16回情報セキュリティEXPO [春]」に
出展しました
https://www.ipa.go.jp/security/announce/ist_expo2019.html

IPAは、5月8日～10日に東京ビッグサイトにて開催された
「第16回情報セキュリティEXPO [春]」に出展しました。

市場・ニーズへ対応するには、この手法特有の機敏性などが有

本イベントは、情報セキュリティのサービスや製品を一堂に

用であるとされ、アジャイルの考え方はビジネス戦略や組織変

集めた専門展で、IPAでは、情報セキュリティ分野の取り組みを

革にも適用されはじめています。

紹介するパネル展示のほか、情報セキュリティの脅威と対策を

本資料では、開発・経営の両者の観点から、Society5.0の

わかりやすく紹介する寸劇、IoTや制御システムへのサイバー

実現に向けたアジャイルの必要性、価値創造へのアプローチの

攻撃、標的型攻撃などをテーマとしたブースプレゼンなどを行

方法についてわかりやすく解説しています。

い、連日、多くの聴講者で賑わいました。

関連資料：ビジョンとプロダクトの橋渡し（プロダクト責任者）
https://www.ipa.go.jp/files/000073020.pdf

本資料の構成
本資料の概要・アジャイルのススメ
複雑・不確実な社会における問題

１.社会の状況と問題を理解する
a.あなたの周りは、どのような社会になりつつありますか？
b.あなたは、どのような問題に直面していますか？
複雑・不確実な社会における価値創造への取り組み

２.アジャイルとの付き合い方

a.あなたは、その問題をどのように解決しますか？
b.あなたがアジャイルにふるまう上で大切なことは何でしょうか？

おわりに
a.あなたは、これから何をしたいですか？
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企業文化や組織マインド
の根本的な変革

「なぜ、いまアジャイルが必要か？」
解説資料を公開
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現在のビジネスモデルの根本的な変革

め方、必要な人材・体制づくりなどのポイントをまとめた「DX

IT社会の動向調査・分析・基盤構築
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います。

50%

新規製品・サービスの創出

らの調査結果のほかDX先進企業へのインタビューや、DXの進
推進モデル」を掲載し、DX推進のヒントとなる情報も提示して

25%

既存製品・サービスの高付加価値化

に関する調査では、約半数以上が技術の普及による自社の競
争力の低下を懸念し、新ビジネス創出の必要性を強く感じてい

0%

業務の効率化による生産性の向上
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情報セキュリティ対策の実現

「入退管理システムにおける情報セキュリティ対策要件チェックリスト」を公開
https://www.ipa.go.jp/security/jisec/choutatsu/ecs/index.html

本チェックリストで要件を示している機器等

ビルや工場の物理セキュリティを担う入退管理システムは、
複数の扉やゲートに設置された機器がネットワーク経由で統
合管理されています。また、勤怠管理などの社内システムと接
続されるケースもあるため、
「政府統一基準*」において情報セ
キュリティ対策が必要とされるIoT機器を含む特定用途機器に
指定されています。
IPAが公開した本チェックリストは、
「設計構築」・「運用」・
「保守」・「廃棄」のフェーズごとに構成された情報セキュリ
ティ対策の要件集です。システムの調達者が仕様書へ記載す

制御装置

認証装置

IDとログを保持
し、認証装置から
送られたIDを照合
して電気錠に命令
を送る機器

カードや指紋情報
からIDを読み取
り、制御装置に送
る機器

電気錠

管理サーバー

制御装置からの信
号に応じで動作す
る装置

管理機能をIPネッ
トワーク上に提供
し、IDとログを管
理保持する機器

鍵管理盤

管理者PC

IDを照合して物
理鍵等の管理を行
う。管理区域外に
置かれる機器

管理サーバーや制
御装置にアクセス
するクライアント
端末

べき要件、導入する組織における対策・運用方法を記していま
す。政府調達に限らず自治体や企業でも、入退管理システムの
調達仕様の策定、システム運用におけるセキュリティレベルの
向上にご活用いただけます。
*政 府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準

IT人材の育成

情報セキュリティ対策の実現

2018年度未踏スーパークリエータが決定！

制御システムセキュリティの演習セミナーを開催します

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2018/20190524.html

IPAは、2018年度「未踏IT人材発掘・育成事業」において、
16名を未踏スーパークリエータに認定しました。

IT人材の育成

https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/short/icssec/index.html

近年、社会インフラへのサイバー攻撃のリスクが増大し、制
御システムセキュリティの対策は喫緊の課題となっています。

今回は、家具などの製品製造に折紙の仕組みを応用する設

本セミナーは、制御システムのセキュリティ担当者が、対策

計ツールや、次世代ストレージとして期待されるNVDIMM*向

への理解を深め、サイバー攻撃への実践的な対策を習得するこ

けのファイルシステムなど、産業界への寄与が見込まれるプロ

とを目的にしたものです。

ジェクトに加え、ロボット制御、Webフォントの自動生成、ボル

セミナーでは、ITと制御システムのアーキテクチャ、脆弱性を

ダリングコースの作成支援など一般ユーザー向けの画期的な

解説するとともに、模擬プロセス制御ネットワークを使用したサ

ツールの開発プロジェクトも高く評価されました。

イバー攻撃の演習を行い、攻撃への防御策を学んでいきます。

*ストレージ機能も併せ持つビッグデータの高速処理が可能な次世代メモリ

開催場所・時期

・東 京：7月22日(月)・23日(火) 文京グリーンコートセンターオフィス（IPA）
・大 阪：9月下旬開催（会場未定）
・名古屋：12月開催（会場未定）
未踏スーパークリエータ
須藤 海 （左）
谷道 鼓太朗（右）
ファブ リケーション 指 向 の 折 紙
設計支援ツール「Crane」を開発

プログラム
ICS
（Industrial Control System）
概要

１日目

「Crane」
でできること
木材で折紙式の
イスを作る場合

ネットワーク探索・マッピング

Metasploitを利用した脆弱性攻撃
（ハンズオン）

木材の厚みや特徴を捉えながら折紙で
シミュレーションし、
イスの設計図を出力

設計図どおりに木材を
組み立てると折紙イスが完成

「Crane」で製造したものが活用できる分野
デザイン性・機能性
物体のコンパクト化

→
→

ロボティクス、建築やアートの分野
物流・運送や宇宙工学の分野

２日目

折紙でイスをつくる

参加費 18万円（税込）
・ICSにおけるリスクの明確化
・プロセスコントロールへの脆弱性
攻撃デモ
・能動的探索ツールの使用
・受動的探索ツールの使用
・Metasploit解説
・Metasploit framework利用

ネットワーク攻撃と脆弱性攻撃

・Webハッキング技術の基礎
・パスワードセキュリティ攻撃
・無線による攻撃と脆弱性攻撃

ICSネットワークを越えた横展開

・ピボッティングと布石
・Pythonを利用したPLC（Programmable
Logic Controller）への攻撃

ネットワーク防御、発見、対応

・侵入検知・防御システム
・ICSネットワークにおけるインシ
デント対応
・ICS環境におけるレジリエンスと
BCP
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NEW TOPICS

IT人材を取り巻く状況とデジタル化との関係

-「IT人材白書2019」を読み解く

IPAが毎年発行する「IT人材白書」は、IT人材の動向についてとりまとめたものです。
今年発行した「IT人材白書2019 人から始まる
デジタル変革～イノベーションを生む企業文化・風土を作れ～」では、デジタル化とIT人材の関係や、IT人材を取り巻く状況などをIT企業
とユーザー企業に調査した結果をご紹介しています。
今回の調査から見えてきたものとは？まずは両者の比較を見てみましょう！

IT企業

IT人材の過不足感

ユーザー企業に対する提案、
支援、またはユーザー
企業との協業で
デジタル化へ
％
取り組む企業

42.3

AI

（機械学習など）

の利活用

悩

IT企業への就職・転職
は減少傾向

IT 人 材 の 確 保

デジタル化
とIT人材の
関係

の取り組み度が
高い企業ほどIT人材
の 採用方法 を工夫している
増えた
応募者が・魅力は企業の
？
強み

・助け合う土壌
・リスクをとってチャンレンジする

本調査では、IoTやビッグデータ、AIなどといったデジタルテクノロジーを用いた、
ビジネスプロセスの改善や、新たな事業領域への進出、既存のビジネス
モデルの転換を
「デジタル化」
と定義。

IT人材の過不足感
大幅に足りない

自社の事業（業務）への
デジタル化へ取り組む企業

やや足りない

悩

36％

AI

（機械学習など）

の利活用

実施している
検討中

8.3％

41.2％

31.1％
54.3％

情報セキュリティの専門技
術 者を 確 保
できていない

47.7％

IT 人 材 の 確 保
人材の再配置や
中途採用を積極的
に行う企業にIT人
材が集まる傾向

デジタル化
とIT人材の
関係

デジタル 化 へ
の 成 果 を出して
いる企業ほどIT人材
の 処遇・ワークスタイル を工
夫している
増えた
応募者が・魅力は企業の
？
強み

・社内の風通しがよい
・多様性を重んじる
・リスクをとってチャンレンジする

IT企業とユーザー企業とでIT人材の確保の方法を見ると、前者では採用方法の多様化、後者では人材
の再配置や中途採用への積極的な取り組みが効果を上げていることがわかりました。
また、両者においては、採用方法や働く環境など、自社の文化・風土に魅力を持つ企業ほどIT人材が集
まりやすく、
そのような企業では、デジタル化の取り組みでも成果（収益）が出ている傾向が見られました。
デジタル変革の進展には“いかにIT人材を確保し、
その能力を発揮させられるか”が重要なポイントです。
IT人材白書2019 https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html

4

デジタル化へ

35.9％

検討中

POINT

やや足りない

31.9％
60.1％

外国人採用・転籍など採用方法
を多様化させている企業にIT人
材が集まる傾向

実施している 16.4％

ユーザー
企業

大幅に足りない
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Amazonにてお買い求めいただけます

セ キ ュ リ テ ィ の す ゝ め

子どもたちへの 情報セキュリティ

情報モラル 教育

現場は今、どんなことしているの？
IT化が進み、学校の授業にデジタル機器やインターネットを活用することが当たり前になりつつあります。
そんな中、教育現場で
大きな課題のひとつになっているのが、
子どもたちへの情報セキュリティ・情報モラルの教育です。生まれたときからITが身近に
ある
“デジタルネイティブ世代”
への教育に、現場の先生たちは日々どのように取り組んでいるのか、
その事例をご紹介します。

雲雀丘学園小学校（兵庫県）
1 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2018の文部科学大臣賞
受賞校

CASE

情報モラルやITスキルを
身につけるカリキュラムを
学年ごとに設定しています！

“危険だからITは使わない”ではなく、“ITを安全に使うためにはど
うするかを考える”を指導の基本方針とし、学年ごとに年間のカリ
キュラムを学校全体で編成。週１時間の指導を実施しています。

森岡 俊勝 先生
指導内容の一例
１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生

CASE

パソコン・携帯電話の使い方
タブレット・インターネットの使い方
スマートフォンの安全な使い方
ネットワーク上でのエチケット
メールの送り方とマナー
掲示板との付き合い方
コンクールへの応募作品制作
携帯電話やスマートフォンの使い方

「いろいろな土地の様子」についてパソ スマホゲームの時間や課金、SNSとの
安全な付き合い方についての授業
コンで新聞を作成する授業

効 果

ネット炎上やSNSがきっかけで起きた事件などを授業で取り上げ
たことで、不適切な投稿が大きなトラブルにつながるということを
生徒たちが認識するようになった。

玉城町立玉城中学校（三重県）
2 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2018の優秀活動事例賞
受賞校
保護者を巻き込みながら
情報モラル教育のPDCAを
機能させるための取り組みを
行っています！
岩森 正治 先生

PDCAサイクル
（1学期）
Act

4月

保護者への情報モラル研修を実施
（前年度までの成果の検証）

Plan

4月

情報教育等の年間指導計画を作成

Do

6月

生
 徒対象の情報モラル啓発講演会を開催。
講演会後、生徒自身が遭遇したトラブルを
話し合い、生徒自身に対策を考えさせる。
コンクールへの応募作品制作を開始。

Check

６月
７月

生
 徒・保護者対象の実態調査アンケート実施
この結果を踏まえ2学期に行う講習会の
テーマや指導方針などを決定。12月に再
度保護者アンケートを実施。

（改善）

（計画）

（実行）

（評価）

情報モラル教育を行うと同時に、定期的に生徒の実態調査アン
ケートを行い、啓発活動の効果測定を実施。その結果を保護者と
共有しながら課題を洗い出し、指導内容に反映しています。

生徒たちへの行うアンケートは全部で99項目！
設問の一例
・自分専用の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等
を持っていますか。
・スマホやケータイ等を使うとき、SNSやインターネット、
メール等を1日（平日）どのくらい使いますか。
・メールやネット閲覧、SNS等で次のような経
験や行為をしたことがありますか。
   例：不当請求、SNS外し、悪口を書いた 等

細かいアンケートで生徒たちの行動パターンや
抱える悩み・課題を徹底把握。
効 果

学年が上がるごとに、トラブルを未然に防ぐ対応力・トラブルへの
自己解決力が身についている傾向に。困ったことは親へ相談する
習慣が定着したことで、被害に遭わなかったというケースも。

IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2019の応募を開始しました！
情報セキュリティ、情報モラルの大切さを呼びかける作品を募集します。
募集期間：2019年7月１日（月）～9月13日（金）URL：https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2019/
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過 去
問 題

な?
わかるか

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

【31春期 問5】

リスク対応のうち、リスクファイナンシングに該当するものはどれか。
ア

システムが被害を受けるリスクを想定して、保険を掛ける。

イ

システムの被害につながるリスクの顕在化を抑える対策に資金を投入する。

ウ

リスクが大きいと評価されたシステムを廃止し、新たなセキュアなシステムの構築に資金を投入する。

エ

リスクが顕在化した場合のシステムの被害を小さくする設備に資金を投入する。

問2

【31春期 問14】

PCI DSS v3.2.1において、取引承認を受けた後の加盟店及びサービスプロバイダにおけるカードセキュリティコード
の取扱方法の組みのうち、適切なものはどれか。ここで、用語の定義は次のとおりとする。
加盟店とは、クレジットカードを商品又はサービスの支払方法として取り扱う事業体をいう。
サービスプロバイダとは、他の事業体の委託でカード会員データの処理、保管、伝送に直接関わる事業
〔用語の定義〕
体をいう。イシュア（クレジットカード発行や発行サービスを行う事業体）は除く。
カードセキュリティコードには、カード表面又は署名欄に印字されている、3桁又は4桁の数値がある。

サービスプロバイダにおける
カードセキュリティコードの取扱方法

加盟店におけるカードセキュリティコードの取扱方法
ア

暗号化して加盟店内に保管する。

暗号化してサービスプロバイダのシステム内に保管する。

イ

平文で加盟店内に保管する。

保管しない。

ウ

保管しない。

平文でサービスプロバイダのシステム内に保管する。

エ

保管しない。

保管しない。
正解： 問1

ア

問2

令和最初の秋期試験の申込み受付中！皆さんの受験申込み、お待ちしています
令和最初の秋期試験の申込み受付が始まりました！書店などで試験のポスターを見かけた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、今回は、IPAが今年制作した「情報セキュリティマネジメント試験」のポスターについてちょっとご紹介します。
「情報セキュリティマネジメント試験」は、組織の情報セキュリティマネジメント強化のための知識・スキルを問う試験です。今回制作
したポスターでは、この試験がどんなことに役立つのかを身近に感じてもらえるよう、従来のデザインから趣向をガラリと変えました。
ポスターでは、社内で上司と部下が繰り広げる会話で、どこの組織にも起こりえるトラブルを再現しています。一見、ちょっとトンチン
カンでユーモラスなやり取りですが、情報セキュリティ対策についてわかったふりをしてしまうこと、皆さんご自身や身の回りに起きて
いませんか？2人の会話のどこが間違っているのか、こんな時にはどうしたらよいのか、そもそも事態を未然に防ぐにはどうしたらよい
のか、そのヒントは「情報セキュリティマネジメント試験」にあります。このポスターを見てハッとした方、ぜひこの機会に「情報セキュリ
ティマネジメント試験」にチャレンジしてみてください！
令和元年度秋期情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験
インターネット申込み受付：7月11日（木）～8月14日（水）18:00まで
▶https://www.jitec.ipa.go.jp/1_01mosikomi/_index_mosikomi.html

試験紹介パンフレット・ポスター
▶https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/_index_poster.html
IT人材育成センター
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国家資格・試験部

S.M

エ

主 な イ ベ ン ト・セ ミ ナ ー 情 報

8

月

イベント

August

戦略企画部

経済産業省こどもデー
●日程：８月７日
（水）
・８日
（木）10:00～16:00
●会場：経済産業省

9

月

イベント

September

IT人材育成センター

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 福岡 2019

セキュリティ・ミニキャンプ in 山形 2019

●日程：９月７日
（土）・８日
（日）専門講座のみ開催
●会場：福岡市内を予定

●日程：9月23日
（月）専門講座のみ開催
●会場：鶴岡工業高等専門学校

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 山梨 2019
●日程：9月28日
（土）一般講義 ・ 29日
（日）専門講座
●会場：山梨大学

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のスケジュールはウェブページをご覧ください。

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

IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

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

IPA 情報セキュリティ安心相談窓口が
Twitterを始めました！
コンピュータウイルスや不正アクセスなどのご相談を受付ける窓口「情報セキュリ
ティ安心相談窓口」がTwitter公式アカウントを開設しました。
窓口に寄せられる相談をもとに、新たに確認された手口やその対策に関する情報な
どを、いち早く皆さまにお届けします。
IPA
（情報セキュリティ安心相談窓口）

@IPA_anshin

「映像で知る情報セキュリティ」新作DVD-ROM公開！
「映像で知る情報セキュリティ」の一般向けDVD-ROMの最新版を公開しました。最新
作「ペアレンタルコントロール」を含めた全14作を収録しています。社内研修や学校で
の教材としてご活用ください。

詳細・お申込みはこちら
映像で知る情報セキュリティDVD-ROM
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/disk/index.html

次号「IPA NEWS Vol.42」は９月中旬発行予定です。

「IPA NEWS」定期発送のお申込み・送付先変更・送付停止はこちらから
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
〒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」アンケート実施中！

本誌に関する感想やご意見、
ご要望をお寄せください。
皆さまからいただきましたご意見は、
より有益な情報を
お届けするための参考とさせていただきます。

7月も半ばに差しかかり、IPAの夏の恒例行事のひとつ「ひろげよう情
報モラル・セキュリティコンクール」の作品募集が始まりました。
本コンクールでは、ポスターや4コマ漫画などのほか、作品制作を通じた、学校での情
報セキュリティ・情報モラル教育への取り組み事例を募集しています。
今号では、情報セキュリティ・情報モラルの教育現場に着目し、昨年度のコンクール
で受賞された2つの学校の取り組みをご紹介しました。両者は取り組みの方針こそ違え
ど、成果を上げるために学校全体が熱意を持って計画的に指導を行っているという点
が共通しています。子ども向けとはいえ、先生たちの真摯な取り組みの中に、企業のセ
キュリティ教育などでも参考となる考え方やヒントが隠されているかもしれません。
「IPA
NEWS Vol.41」をお読みいただきありがとうございました。
編集後記
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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 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 ／

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/

03-5978-7510

