情報処理推進機構
ニ ュース レ タ ー
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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。

中小企業のセキュリティ対策支援実証事業が始動！
中核人材育成プログラム第2期が修了、第3期スタート
2019年度「未踏IT人材発掘・育成事業」・
「未踏アドバンスト事業」
・
「未踏ターゲット事業」がスタート
「情報セキュリティ白書2019」を発刊！
「経済産業省 こどもデー」に参加しました！
「セキュリティ・キャンプ全国大会2019」開催！
今年は「リバースエンジニアリングゼミ」でテレビを解体
セキュリティのすゝめ
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」から学ぶ
セキュリティ強化へのステップアップ！
（前編）

情報セキュリティ対策の実現

中小企業のセキュリティ対策支援実証事業が始動！
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html

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

事前支援

事後支援

（セキュリティ専門家指導）
全国を対象

（サイバーセキュリティお助け隊）
15府県8地域を対象

近年、企業を狙ったサイバー攻撃が増加し、大企業だけでな

IPA

く、サプライチェーンに参加する地域の中小企業であっても、例

育成（研修）

外なくサイバー攻撃の脅威にさらされている実情が徐々に明ら
かになっています。
中小企業のサイバーセキュリティ対策の強化が喫緊の課題で
ある状況を踏まえ、経済産業省とIPAは、地域の団体・企業等
と連携した「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援

情報処理安全確保支援士

等に向けた実証を行います。また、8月からは、情報処理安全
確保支援士（登録セキスペ）などのセキュリティ専門家が、全国
の中小企業400社を対象にセキュリティ関連規程の策定など
を支援する事前支援の事業を開始しました。
情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

中核人材育成プログラム第2期が修了、
第3期スタート
https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/core_human_resource/index.html

社会インフラ分野のサイバーセキュリティ人材を育成する研
修「中核人材育成プログラム」の第2期が今年6月に修了しまし
た。卒業プロジェクトでは、約１年間の研修で培ったノウハウ
を用いて、自社や業界のセキュリティ課題の解決に活用できる
ツールやコンテンツ等の制作に取り組みました。
7月からは第3期の研修が始まり、現在、69名の受講生が、
演習を中心とした講義・海外施設での研修等で、高度なサイ
バーセキュリティの知識や技術を習得しています。
第2期中核人材育成プログラム 卒業プロジェクト
https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/core_human_resource/final_project.html

支援

インシデントが発生してし
まった場合の対応・復旧を支
援（下記参照）

中小企業

15府県8地域の中小企業を対象に、サイバーセキュリティに
握するとともに、インシデントが発生した際の支援体制の構築

お助け隊（ベンダー・損保会社等）

セキュリティ専門家が個別に
指導し、セキュリティ関連規
定の策定等を支援

実証事業（サイバーセキュリティお助け隊）」を創設しました。
関する悩みや、対策のニーズ、サイバー攻撃被害の実態等を把

選定

※本事業は経済産業省の補助によって運用するものです。

事後支援：

1 参加企業へのセキュリティ機器の配布・設置
2 サイバー攻撃の実態や対策状況等の情報の収集
3 サイバーセキュリティに関する相談受付・対応窓口の設置、事後対応支援
4 中小企業に適したサイバー保険のあり方の検討
このほかにも独自性や支援地域の特性を打ち出した支援を実施

IT人材の育成

2019年度「未踏IT人材発掘・育成事業」・
「未踏アドバンスト事業」
・
「未踏ターゲット事業」
がスタート
https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2019/koubokekka_index.html

https://www.ipa.go.jp/jinzai/advanced/2019/koubokekka_index.html

https://www.ipa.go.jp/jinzai/target/2019/koubokekka_index.html

2019年度「未踏IT人材発掘・育成事業」では、７月から20件
のプロジェクトがスタートしました。今年はVRによる新たな体
験の実現や、介護、医療、農業等での課題解決を目指すプロ
ジェクトなどが採択されています。
3年目となる「未踏アドバンスト事業」では8件、
「未踏ター
ゲット事業」では、
「量子コンピューティング技術を活用したソ
フトウェア開発」をテーマに9件を採択しました。今後は、PM
等の指導のもとで各プロジェクトが進められる予定です。
未踏IT人材発掘・育成事業のキックオフミーティング
「ブースト会議」
の様子
IoTを活用した介護予防
のためのリハビリテー
ション支援システム

第３期中核人材育成プログラム開講式の様子
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VR空間における
食体験の構築

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

「情報セキュリティ白書2019」を発刊！
https://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2019.html

IPAが毎年発刊している「情報セキュリティ白書」は、過去１
年間の情報セキュリティの概況をまとめたものです。
「情報セキュリティ白書2019 ～新しい基盤、巧妙化する攻
撃：未知のリスクに対応する力を～」では、2018年度に発生し
た国内外のセキュリティインシデントや、政府の施策動向等を
取り上げています。
2018年度もフィッシングやビジネスメール詐欺による金銭
被害、大規模な個人情報漏えい等が報告されたほか、委託先
の過失による情報漏えいといったサプライチェーン上のセキュ
リティリスクを浮き彫りにする事案が発生しました。本書で
は、これらの事例を取り上げ、その攻撃の手口や対策、動向を
紹介しています。
また、AIやDX（デジタル・トランスフォーメーション）の本格
化等で新しいIT基盤によるサービスの実用化が期待される一
方、リスクも懸念されています。
「個別テーマ」ではAIを取り上
げ、社会実装へのリスクやセキュリティの検討状況等も紹介し
ています。
情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

「経済産業省 こどもデー」に参加しました！
https://www.ipa.go.jp/about/event/kidsday2019.html

各省庁の活動を子どもたちや保護者に紹介するイベント
「こども霞が関見学デー」が８月7日（水）・8日（木）に開催さ
れ、その中でIPAは経済産業省の活動を紹介する「経済産業省
こどもデー」に参加しました。
情報セキュリティに関するクイズやゲームを行うプログラム
のほか、
「未踏IT人材発掘・育成事業」の修了生によるプログラ
ミングやロボットに関するワークショップを開催し、子どもたち
が熱心に取り組む姿が見られました。
「情 報 モラル のル ール
違 反、マナー違 反を見
つけるクイズ学習」の
ワークショップ

ISBN：978-4-905318-70-5
ソフトカバー／A4
定 価：本体2,000円（税別）
上記URLからPDF版を無償でダウンロードいただけます。

IT人材の育成

「セキュリティ・キャンプ全国大会2019」開催！
今年は「リバースエンジニアリングゼミ」で
テレビを解体
https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html

https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2019/next2019_index.html

若手セキュリティ人材を育成する研修合宿「セキュリティ・
キャンプ」が、8月13日（火）～17日（土）に開催され、76名が
参加しました。
「集中開発コース」では、組込み機器の脆弱性の発見にも有
効とされる「リバースエンジニアリング*1」のゼミを行い、参加
者は、液晶テレビを用いてRoot権限*2の奪取を試みました。そ
の後、解体作業によって露わになった基盤の仕掛けや施されて
いる工夫について仲間たちと意見を交わしました。
ハードウェア・ソフトウェア製品の構造やしくみを分析し、動作やソースコード、設計、仕様など
*1の技術情報を明らかにすること。

*2 システムの管理者権限
「リバースエンジニア
リングゼミ」の様子

「プログラミングに熱中
するゲーム HackforPlay
（ハックフォープレイ）」
のワークショップ
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NEW TOPICS

1

「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 ～入門編～」を開催！
重要インフラを支える制御システムは、データ交換や遠隔監

視・管理・保守等を目的として、外部のネットワークと接続する

開催日・会場

傾向が増えてきていることから、情報システムと同様、セキュリ

9月19日（木）13:30～17:00
IPA 13階会議室

本セミナーでは、リスクマネジメント強化手法のひとつとして
今注目される「リスクアセスメント」のリスク分析の工程に着目

対象

ティレベルの向上が課題になっています。

し、IPAが公開している「制御システムのセキュリティリスク分
析ガイド」に沿って、制御システムにおけるリスク分析手法と具
体的な実施手順を紹介します。

リスクアセスメントの

リスク特定

3つ のプロセス

リスク分析

リスク評価

制御システムの運用・管理や
セキュリティ対策推進に関わる事業者等

講義内容

❶ セキュリティ対策におけるリスク分析の位置づけ
❷ リスク分析の全体像と作業手順
❸ リスク分析のための事前準備
❹ リスク分析の実施
❺ リスク分析結果の解釈と活用法
❻ セキュリティテスト
❼ 特定セキュリティ対策に対する追加基準

リスク分析とは？

セミナーで学べること

分析対象であるシステムや事業のリスクレベルを、評価
指標に基づき相対的な評価値として算定すること。

事業者が主体的にリスク分析を実施するための具体
的な手法を一から学ぶことができます。

詳細・お申込みはこちら

NEW TOPICS

https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/seminar20190919.html

2

IPA Channel おすすめ動画コンテンツのご紹介
IPAの公式 YouTube チャンネル「IPAChannel」では、IPA主催の講演・セミナーや、セキュリティ啓発映像などさまざまな映像コン
テンツを配信しています。今回は、特におすすめする3つのコンテンツをご紹介します！
“あるある”から
学ぶセキュリティ！

「寸劇-ぶちあたる前に学べ！
あなたの職場の“あるある”セキュリティ事故・対策！」

動画を見てみる

皆さんの職場でも起こりうるセキュリティ事故を題材に、職場における情報セキュリ
ティルールの明文化や従業員教育などの対策、低コストで実現可能な情報セキュリティ
対策についてわかりやすく解説します。本映像は、
「人的ミス対策編」
「低コストで可能
な対策編」
（各15分程度）で構成され、社内研修での教材としてもご活用いただけます
制度のあれこれ
全部まるわかり！

「国家資格『情報処理安全確保支援士』制度がわかる！説明会」

動画を見てみる

サイバーセキュリティ対策を推進するための国家資格「情報処理安全確保支援士（登録
セキスぺ）」制度の解説動画です。今年7月に開催された説明会の様子を収録したもので、
制度創設の背景や制度の仕組み、登録のメリットに加えて、集合講習講師によるセキュリ
ティ人材の最新動向や登録セキスぺへの期待と役割等についての講演を公開しています。
今、話題のDX、
最新動向は？

「これからの人材のスキル変革を考える～DX時代を迎えて～」

動画を見てみる

7月に開催したセミナーの映像です。DX関連の報告書や「IT人材白書2019」などか
ら、日本のDXにおける課題や人材動向などをご紹介するとともに、それらをもとに行わ
れた、有識者によるパネルディスカッションの様子もご覧いただけます。解説や議論の
内容をリアルタイムにわかりやすく可視化するグラフィックレコーディングにも注目です！
IPAChannel https://www.youtube.com/ipajp
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セ キ ュ リ テ ィ の す ゝ め

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」から学ぶ

（前編）
セキュリティ強化へのステップアップ！
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」は、中小企業における社内でのセキュリ
ティ対策強化をサポートするガイドです。経営者がやらなければならないことや、社内における
対策実施の手順を段階的に示しています。今回は、前編・後編に分けて本ガイドの「実践編」
の4つのステップのエッセンスをご紹介します！

STEP

1

できるところから始める

ガイドP17

PO I NT

5つの基本的な対策を実行する
付録1「情報セキュリティ5か条」

サイバー攻撃は年々巧妙化・悪質化していますが、実
は、有効な対策には共通する部分があります。
「情報セ
キュリティ5か条」は共通的な基本的対策をまとめてい
ますので、手始めにこれらを実行するだけでも深刻な
被害を未然に防ぐ効果があります。社内で配布し、従
業員一人ひとりの意識を変えていくことが対策の第一
歩です。

・OSやソフトウェアを常に
最新の状態にする
・ウイルス対策ソフトを導入する
・パスワードを強化する
・共有設定を見直す
・脅威や攻撃の手口を知る

対策をしなかったことで起きたインシデントの事例
セキュリティ対策ソフトウェアを導入をしていなかったことでウイルスに感染。数日間業務が停
止し、被害額は推計で数千万円に。
（東京都：情報通信業）

STEP

2

組織的な取り組みを開始する

ガイドP18～21

❶情報セキュリティに対する
会社の基本方針を決めて
社内や顧客などに周知する

❸弱点を強化する
付録4
「情報セキュリティハンドブック（ひな形）」

②で問題のあった項目への対策をハンド
ブックにまとめて社内に周知。対策強化へ。

付録2「情報セキュリティ基本方針（サンプル）

サンプルを参考に基本方針をまとめ、文書
化する。

PO I NT

❷自社の弱点を知る
付録3
「５分でできる！情報セキュリティ自社診断」

25項目の設問事項で自社の情報セキュ
リティの問題を洗い出す。

組織で対策に取り組むには経営者・従業員がともに共通認
識を持つことが大切です。Step2では、会社の基本方針を
策定・共有し、現状の課題を洗い出したうえで具体的な対策
を行います。サンプルで簡単に文書作成ができ、さらに、③
は②の対策例と連動しているためセットで活用できます。

対策をしなかったことで起きたインシデントの事例
不審メールへの対策について社内教育が徹底され

パソコンの持ち出しに関する社内

ていなかったことで、従業員がメールに添付されて

ルールが定められておらず、従業員が

システムに障害が発生した。
（静岡県：製造業）

紛失事故が発生した。
（東京都：情報通信業）

いたウイルス付のファイルを開封。それにより基幹

Step1、2はコストをかけずに今すぐに始められる対策です
ので、
ぜひ実践してください。後編は次号掲載予定です。

勝手に顧客情報の入ったパソコンを持ち出し、

【参考】中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
ガイド本体、各種付録のダウンロードはこちら
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/index.html
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過 去
問 題

な?
わかるか

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！

問1

ストラテジ系【31春 問28】

意思決定に役立つ知見を得ることなどが期待されており、大量かつ多種多様な形式でリアルタイム性を有する
情報などの意味で用いられる言葉として、最も適切なものはどれか。
ア

ビッグデータ

イ

ダイバーシティ

ウ

コアコンピタンス

エ

クラウドファンディング

問2

マネジメント系【31春 問47】

アジャイル開発の特徴として、適切なものはどれか。
ア

大規模なプロジェクトチームによる開発に適している。

イ

設計ドキュメントを重視し、詳細なドキュメントを作成する。

ウ

顧客との関係では、協調よりも契約交渉を重視している。

エ

ウォータフォール開発と比較して、要求の変更に柔軟に対応できる。

問3

テクノロジ系【31春 問65】

企業での内部不正などの不正が発生するときには、“不正のトライアングル”と呼ばれる3要素の全てがそろって
存在すると考えられている。“不正のトライアングル”を構成する3要素として、最も適切なものはどれか。
ア

機会、情報、正当化

イ

機会、情報、動機

ウ

機会、正当化、動機

エ

情報、正当化、動機
正解： 問1

ア

問2

問3

エ

ウ

スキル習得は年齢不問
誰でもチャレンジできる情報処理技術者試験
令和初の情報処理技術者試験、情報処理安全確保支援士試験の実施ま
で、あと1ヶ月ほどとなりました。受験申込みを済ませ、試験当日に向けて学
習に励んでいらっしゃる方も多いかと思います。
情報処理技術者試験、情報処理安全確保支援士試験は、年齢など、受験
する上での制限はなく、どなたでも受験することが可能です。平成31年度
春期基本情報技術者試験では、9歳の小学生が合格し、話題となりました。
そこで今回は、各試験区分の合格者の最年少、最年長の記録をご紹介しま
す。
（右記参照）
いかがでしょうか。特にITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント
試験、基本情報技術者試験については、幅広い年齢層の方々に受験してい
ただいていることがうかがえます。
ITが私たちの生活の中に広く浸透している現代社会においては、老若男
女、誰にとってもITの知識は必要、といっても過言ではありません。ぜひ、ど
の年代の方々も、自らの力試しに挑戦されることを期待しています。
IT人材育成センター
情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 統計情報
▶https://www.jitec.ipa.go.jp/1_07toukei/_index_toukei.html
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試験区分
ITパスポート試験

最年少

最年長

9歳

83歳

10歳

78歳

基本情報技術者試験

9歳

82歳

応用情報技術者試験

11歳

69歳

ITストラテジスト試験

19歳

68歳

システムアーキテクト試験

19歳

65歳

プロジェクトマネージャ試験

18歳

74歳

ネットワークスペシャリスト試験

13歳

67歳

データベーススペシャリスト試験

15歳

69歳

エンベデッドシステムスペシャリスト試験

15歳

62歳

ITサービスマネージャ試験

20歳

66歳

システム監査技術者試験

22歳

67歳

情報処理安全確保支援士試験

15歳

76歳

情報セキュリティマネジメント試験

※現行試験制度（平成21年度春期試験以降）における最年少、
最年長合格者（試験日の時点での年齢）

主 な イ ベ ン ト・セ ミ ナ ー 情 報

9
セミナー

月

September

産業サイバーセキュリティセンター

第2回業界別サイバーレジリエンス強化演習
（CyberREX）
（大阪開催）

●日程：9月27日
（金）
・28日
（土）10:00～18:00 ※最終日は19:00まで
●会場：グランフロント大阪北館タワーC 定員30名（参加費：80,000円）

10
イベント

月

October

セキュリティセンター

イベント

情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2019（出展）

見て、聞いて、話そう！交流フェスタ（出展）

●日程：10月25日
（金）
・26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）

●日程：10月11日
（金）
・12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）
イベント

セキュリティセンター

社会基盤センター

CEATEC 2019（出展）

●日程：10月15日
（火）～18日
（金）10:00～17:00
●会場：幕張メッセ（参加費：無料〈登録入場制〉）

11
セミナー

月

November

IT人材育成センター

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 2019

セキュリティ・ミニキャンプ in 石川 2019

●日程：11月9日
（土）
・10日
（日）専門講座のみ
●会場：北海道大学情報基盤センター南館 定員20名程度（参加費：無料）

●日程：11月29日
（金）一般講座・30日
（土）専門講座
●会場：一般講座・専門講座：金沢駅周辺会場（参加費：無料）

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 広島 2019
●日程：11月15日
（金）一般講座・16日
（土）専門講座
●会場：一般講座：広島市南区民文化センター・専門講座：広島市立大学サテライト（参加費：無料）

12
セミナー

月

December

IT人材育成センター

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 沖縄 2019

セキュリティ・ジュニアキャンプ in 高知 2019

●日程：12月7日
（土）専門講座のみ
●会場：那覇市内を予定（参加費：無料）

●日程：12月21日
（土）
・22日
（日）専門講座のみ
●会場：高知市内を予定（参加費：無料）

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 長崎 2019
●日程：12月14日
（土）専門講座のみ
●会場：長崎市内を予定（参加費：無料）

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9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。

次号「IPA NEWS Vol.43」は11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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「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。

今号では「中小企業の情報セキュリティ対策」に関連するIPAの
事業・コンテンツをピックアップしました。
製造から販売までの一連の商流に関わる中小企業を狙った「サプライチェーン攻
撃」も増えていることなどから、
中小企業における情報セキュリティ対策は今、喫緊の
課題となっています。今号でご紹介した「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライ
ン」は、
中小企業のセキュリティ対策について「何から始めたらいいかわからない」
とい
う方におすすめのコンテンツです。前編・後編に分けてそのエッセンスをご紹介してい
きますので、次号もお楽しみに！
「IPA NEWS Vol.42」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

