IPA 情報発信第 139 号（2015 年 11 月）
2015 年 12 月 4 日
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
理事長 藤江 一正
＜IPA 情報発信第 139 号の内容＞
Ⅰ．今月のトピックス
１．ｉパスの活用促進を目的に、中問の廃止・試験時間の短縮を実施します
IT 利活用社会では、IT を業務やビジネスに活かすことができる人材の育成が必
要であることから、IPA は、より多くの社会人・学生にｉパスを活用していただ
くため、出題構成と試験時間の見直し（165 分→120 分）を実施しました。

２．「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書 2015 年度版」を公開
IPA は、ソフトウェアの信頼性確保を実現するための「先進的な技術・手法」に
着目し、それらを実際に実践した成功事例（ベストプラクティス）を収集・取り
まとめ、11 月 18 日（水）に「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書 2015 年
度版」を公開しました。

３．萩生田内閣官房副長官ご来構
萩生田内閣官房副長官が、昨今のサイバーセキュリティを巡る状況からその役割
の重要性がますます高まる IPA セキュリティセンターに、視察のため 11 月 20 日
（金）に来訪されました。

４．「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」を発刊
IPA では、組込みソフトウェア業界に定量データ活用を推進し QCD 改善に繋げて
いただくことを目的に、組込み分野に特化したプロジェクトデータを収集し、分
析を実施し白書として発刊しました。
Ⅱ．セキュリティセンター
１．12 月の呼びかけ「ウイルス感染を目的としたばらまき型メールに引き続き警戒を」を公開
２．第 11 回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2015 受賞作品決定
３．重要なセキュリティ情報（11 月）
Ⅲ．ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
１．
「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガイド［定量データ活用編］」を発刊
２．「Embedded Technology 2015（ET2015）／IoT Technology 2015（IoT2015）」へ出展
３．第 3 回交流サロン AIST（産総研）／ESIP 合同セミナー「IoT 時代のセキュリティに向け
た産学官の取組み」にて講演
４．「平成 27 年度 IoT 時代を担う企業間共創マネジメントセミナー（広島）」にて講演
５．「SEC journal 第 43 号」を発刊
６．2015 年 SEC journal 論文賞の受賞論文を発表
７．IPA 発の国際規格 ISO/IEC 29155-3（IT プロジェクトベンチマーキングの枠組み ― 第 3
部：報告指針）を出版
８．SEC セミナー開催報告（11 月）および開催案内（12 月）
Ⅳ．IT 人材育成
１．「セキュリティ・ミニキャンプ in 東北」を共催
２．ITPEC 試験問題選定会議の開催
３．「未踏交流会 vol.16」 を開催
４．平成 27 年度秋期情報処理技術者試験の合格発表
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Ⅰ．今月のトピックス
１．ｉパスの活用促進を目的に、中問の廃止・試験時間の短縮を実施します
（担当理事（本部長）：田中、担当センター長：山城）
IPA は、国家試験「情報処理技術者試験」のうち、
「i パス（IT パスポート試験）
」に
ついて出題構成及び試験時間の見直しを実施し、11 月 30 日（月）にウェブサイトで
公開しました。
ｉパスは、IT を活用するための共通的な基礎知識を評価するための国家試験として
平成 21 年（2009 年）度から実施しています。出題分野はストラテジ、マネジメント、
テクノロジの 3 分野で構成しており、IT を業務やビジネスに活かす上で必要となる知
識を問うことから、IT 系／非 IT 系を問わず幅広い層の社会人や学生から活用されて
います。
IT 利活用社会では、IT を業務やビジネスに活かすことができる人材の育成が必要で
あることから、IPA は、より多くの社会人・学生にｉパスを活用していただくため、
出題構成と試験時間の見直しを実施しました。
主な変更点は次のとおりです。
（1）中問の廃止
中問の出題数（16 問）を、小問（16 問）に置き換えます。なお、全体の出題数
（100 問）および現状の分野別出題数（出題ウェイト）は変わりません。
（2）試験時間の短縮
試験時間を、現在の 165 分から 45 分短縮して「120 分」とします。

試験時間

現在

⾒直し後

165 分

120 分

100 問

100 問
出題⽅式

出題⽅式

・⼩問：100 問

・⼩問：84 問
・中問：16 問
出題数

（1 中問につき 4 ⼩問出題）
出題分野

出題分野
・ストラテジ系

35 問程度

・ストラテジ系

35 問程度

・マネジメント系

20 問程度

・マネジメント系

20 問程度

・テクノロジ系

45 問程度

・テクノロジ系

45 問程度

全体の出題数（100 問）は変えないことによって、試験結果の信頼性は維持したまま、
受験者の負担感を軽減します。本見直しは平成 28 年（2016 年）3 月 5 日の試験から適
用します。
詳細については、以下の URL をご覧ください。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
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２．「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書 2015 年度版」を公開
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、ソフトウェアの信頼性確保を実現するための「先進的な技術・手法」に着目
し、それらを実際に実践した成功事例（ベストプラクティス）を収集・取りまとめ、
11 月 18 日（水）に「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書 2015 年度版」を公開
しました。
本報告書は、製造業や流通業、商社、情報通信業など多岐にわたる業種・分野の事例
を収録しており、様々な業種・分野において実践できる内容となっています。
IPA は、これから新しい技術・手法を導入する開発現場において、自社の状況と本報
告書の事例を比較するなど、本報告書が「参考書」として活用され、信頼性の高いソ
フトウェア開発につながることを期待しています。
今後も IPA では、ソフトウェアの信頼性確保を目的に、先進的な開発技術・手法の事
例を継続して収集し、広く一般に提供してまいります。
「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書 2015 年度版」の詳細については、次の
URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20151118.html

３．萩生田内閣官房副長官ご来構
（担当理事（本部長）：立石、担当センター長：頓宮）
萩生田内閣官房副長官が、昨今のサイバーセキュリティを巡る状況からその役割の重
要性がますます高まる IPA セキュリティセンターに、視察のため 11 月 20 日（金）に
来訪されました。
IPA からは、サイバー攻撃へ対処するための取組み、新たに生じた課題への対応およ
び国民一般に向けた対策の事例について説明を行いました。
４．「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」を発刊
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 16 日（月）に「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」を発刊しま
した。
IPA では、組込みソフトウェア業界に定量データ活用を推進し QCD 改善に繋げていた
だくことを目的に、組込み分野に特化したプロジェクトデータを収集し、分析を実施
しました。
本白書では、収集データのプロファイルと、組込みソフトウェア開発プロジェクトの
規模・工数・工期の関係や、生産性・信頼性などの分析結果を掲載しています。
IPA では、本白書により開発プロジェクトの進捗や品質の状況が定量的に把握され、
IoT 1 時代に求められる説明責任の確実な遂行につながることを期待しています。
1

IoT （Internet of Things：モノのインターネット）。様々な機器やシステムがインターネットを通じてつながり、互いに情報を
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ET2015 の展示ブースおよび併催の IPA セミナーにて本書の紹介を行ったところ、好評
をいただき、アンケートでは「企業が開発プロセスを改善する上で役立つデータであ
ると感じた」、「具体的なデータで興味深かった」、「ソフトウェア品質向上につながる
企業の壁を越えた取組みを引き続き行ってほしい」といった意見が聞かれました。
「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」
は、IPA 及び Amazon から購入できます。
発行：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
印刷書籍版
ISBN：978-4-905318-36-1
定価：本体 1,852 円（税抜）
A4 変形判
「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」の詳細については、次の URL をご覧く
ださい。
http://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn15-003.html

Ⅱ．セキュリティセンター
１．12 月の呼びかけ「ウイルス感染を目的としたばらまき型メールに引き続き警戒を」
を公開
（担当理事（本部長）：立石、担当センター長：頓宮）
IPA は、情報セキュリティに関する 12 月の呼びかけを 12 月 1 日（火）に公開しまし
た。呼びかけ内容は、以下のとおりです。
「ウイルス感染を目的としたばらまき型メールに引き続き警戒を」
2015 年 10 月の 8 日、27 日、30 日の各日において、実在する組織からの注文連絡等
を装った添付ファイル付きメールが不特定多数の宛先に届くという事象が確認されま
した。IPA にも多くの相談が寄せられ、相談の内容や情報提供からウイルス感染を目
的としたばらまき型メールであると判断し、注意喚起を行っています。
今月の呼びかけでは、このばらまき型メールについて、IPA が確認した手口と今後注
意すべき点および対策について紹介します。

2015 年 12 月の呼びかけの詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/12outline.html

やり取りする仕組みのこと。
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２．第 11 回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2015 受賞作品決定
（担当理事（本部長）：立石、担当センター長：伊藤）
IPA は、第 11 回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」 2015 受賞
作品を 11 月 19 日（木）に決定し、公開しました。
今年度の応募数は標語部門 46,444 点、ポスター部門 4,574 点、4 コマ漫画部門 7,763
点、書写（硬筆）部門 3,781 点、行動宣言部門 4,296 点の合計 66,858 点となり過去最
多となりました。応募された作品から入選候補作を選び、審査会等を経て、各部門の
最優秀賞のほか、優秀賞および地域賞の受賞作品として計 376 作品を決定しました。
入選作品は今後、IPA のウェブサイト、パンフレット、「情報セキュリティ白書」等
で公開し、情報セキュリティ対策に活用します。
第 11 回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」 2015 受賞作品の詳
細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2015/index.html

３．重要なセキュリティ情報（11 月）
（担当理事（本部長）：立石、担当センター長：頓宮）
IPA では、インターネットを使っている多くの利用者が影響を受けるセキュリティ対
策情報を対象に「重要なセキュリティ情報2」として公開しています。
「重要なセキュリティ情報」とは、放っておくと不正アクセスやデータが盗まれるな
どの危険性が高いセキュリティ上の問題と対策についてお伝えするもので、IPA 情報
発信では 2013 年 12 月より広く啓発するため記載しています。発信情報から、ご自身
の PC やシステムへの影響を判断の上、速やかな対策を心がけてください。
11 月は、「注意」2 件を公開しました。
重要なセキュリティ情報の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html

2

「重要なセキュリティ情報」は、次の基準で対策の緊急度を表しています。
「緊急」・・・影響度の高いセキュリティ上の問題があると公表された情報でかつ、当該問題を悪用した攻撃が実際に行われ
ているケース。
「注意」・・・影響度の高いセキュリティ上の問題があると公表された情報又は、当該問題を悪用した攻撃が行われる可能性
があるケース。
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Ⅲ．ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
１．「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガイド［定量データ活用編］
」
を発刊
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 16 日（月）に「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガ
イド［定量データ活用編］」を発刊しました。
本ガイドブックは、新たな取り組みでは経営者の理解が不可欠であるという前提のも
と、経営者の視点で定量データ活用による利点を紹介したもので、定量データ管理の
導入を支援する位置付けのガイドブックです。さらにコストをかけなくても定量デー
タ収集の仕組みが構築できることや、定量データを活用した具体的なプロジェクトマ
ネジメントの例や指標を活用した組織の改善方法なども紹介しています。
IPA では、プロジェクトの生産性や工数などの見積りやリスク顕在化の兆候の早期把
握や IoT 時代に求められる説明責任の確実な遂行につながることを期待しています。
ET2015 の展示ブースおよび併催の IPA セミナーにて本書の紹介を行ったところ、好評
をいただき、アンケートでは「まさに今自社で企画している内容だった」、「自社で定
量データを収集するに当たり、項目や方法などが具体的にわかった」といった意見が
聞かれました。
「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガイド［定量データ活用編］
」
は、IPA 及び Amazon から購入できます。
発行：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
印刷書籍版
ISBN：978-4-905318-37-8
定価：本体 463 円（税抜）
A5 判
「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガイド［定量データ活用編］
」
の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20151116.html

２．「Embedded Technology 2015（ET2015）／IoT Technology 2015（IoT2015）」へ
の出展、併せて「IPA セミナー」を開催
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 18 日（水）から 11 月 20 日（金）までパシフィコ横浜（神奈川県横浜
市）にて開催された「Embedded Technology 2015（ET2015）」および同時開催の「IoT
Technology 2015（IoT2015）」に出展しました。
今回は「進化する組込み技術と IoT 技術の総合展」として、IPA は共通エリアのブー
スにて展示や講演を行いました。IPA ブースでは、ET ロボコン3と共通のハードウェア

3

JASA の主催による、若手、初級エンジニア、および中級エンジニア向けに、分析・設計モデリング開発、製品サービスの
企画開発にチャンレジする機会を提供することを目的としたロボット競技会 http://www.etrobo.jp/2015/
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を用いたロボットによる「IT システムの障害原因診断」の実演や、共通語彙基盤（IMI）
を活用したアプリ「減災クエスト」のデモンストレーションの他、ソフトウェア高信
頼化関連事業、セキュリティ関連事業、IT 人材育成関連事業、情報処理技術者試験な
どについて、広く IPA 全体の事業について紹介しました。この他、
「SEC 先端技術入門
ゼミ」と「ブースプレゼン」にて産学の様々な立場・分野で活躍する専門家や IPA 職
員が合計 57 回の講演を行いました。
また、併設会場では IPA/SEC の取組みなどを解説する「IPA セミナー」を開催した他、
ET ロボコンおよび組込み IoT ハッカソン4においては、ソフトウェアの設計や実装に
おいて信頼性に関して顕著な取組みが見られた個人・チームに対し、IPA 賞を贈賞し
ました。
IPA ブースの展示および講演には、3 日間で約 2,700 名の方にご来場いただき、講演
は満席で立ち見の方がいらっしゃるほどの賑わいを見せました。IPA セミナーでは、
全 8 回のプログラムに毎回約 100 名、延べ約 800 名の方に聴講していただきました。
来場者からは「IoT に向けた取組みやセミナーを今後も続け、情報発信して欲しい」、
「ユーモアのあるパスワードの広告など、昨年までと雰囲気が変わっており、活動の
様子がわかりやすかった」などの意見をいただきました。
IPA では、これらの意見・感想を活かし、今後もイベントへの出展を継続していきま
す。
「Embedded Technology 2015（ET2015）／IoT Technology 2015（IoT2015）」出展の
詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/sec/events/20151118.html

３．第 3 回交流サロン AIST（産総研）／ESIP 合同セミナー「IoT 時代のセキュリティに
向けた産学官の取組み」にて講演
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 4 日（水）に大阪大学中之島センター（大阪府大阪市）で開催された第
3 回交流サロン AIST（産総研）／ESIP 合同セミナー「IoT 時代のセキュリティに向け
た産学官の取組み」にて講演しました。
本セミナーは、組込みシステム産業振興機構（ESIP）および国立研究開発法人産業技
術総合研究所（AIST）が主催するもので、ESIP 会員または会員からの紹介者を対象に、
講演 4 セッションとフリーディスカッションを行うものです。
IPA は、「セーフティ設計・セキュリティ設計の入門ガイドブックと今後の IPA/SEC
の取り組みのご紹介」と題し、
「つながる世界のセーフティ＆セキュリティ設計入門（10
月 7 日（水）発刊）」について、公開の背景と内容の紹介及び今後の IPA/SEC の取り組
みについて講演を行いました。

4

ET2015/IoT2015 内の企画イベントとして開催された、与えられた課題を解決する組込み IoT 技術を活用したサービス／
システムを、何時間／何日といった短期間に実装して、その発想やアイデア、設計／実現上の工夫、サービス／システ
ムの出来栄えを競う競技会 http://www.jasa.or.jp/expo/event/hackathon.html
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本セミナーでは 35 名の方に参加いただき、来場者からは「セーフティ設計・セキュ
リティ設計に対する取組みの重要性がわかった」「ガイドブックや WG の成果を参考に
したい」といった意見をいただきました。
IPA では、これらの意見・感想を活かし、今後も講演活動を継続していきます。
第 3 回交流サロン AIST（産総研）／ESIP 合同セミナー「IoT 時代のセキュリティに
向けた産学官の取組み」の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.kansai-kumikomi.net/schedule/info/151104.html

４．「平成 27 年度 IoT 時代を担う企業間共創マネジメントセミナー（広島）～IoT 時代
のビジネスチャンスの捉え方と新たな価値創出のコツ～」にて講演
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 5 日（木）に広島 YMCA 国際文化センター（広島県広島市）で開催され
た「平成 27 年度 IoT 時代を担う企業間共創マネジメントセミナー（広島）～IoT 時代
のビジネスチャンスの捉え方と新たな価値創出のコツ～」にて講演しました。
本セミナーは、経済産業省中国経済産業局が主催するもので、企業、個人、地域社会
などの IT ユーザ自身も気付いていない真のニーズを掘り起こし、異なる分野の人々が
多様なアイデアを実現するための手法や成功事例などを紹介するものです。
IPA は、「IoT 時代のビジネスチャンスの捉え方」と題し、IoT について解説した後、
IoT ビジネス環境整備のための IPA/SEC の取り組みについて紹介しました。
本セミナーでは 64 名の方に参加いただき、来場者からは「IoT 時代の可能性と課題
について共感でき、考えさせられた」といった意見をいただきました。
IPA では、これらの意見・感想を活かし、今後も講演活動を継続していきます。
「平成 27 年度 IoT 時代を担う企業間共創マネジメントセミナー（広島）～IoT 時代
のビジネスチャンスの捉え方と新たな価値創出のコツ～」の詳細については、次の URL
をご覧ください。
http://www.chugoku.meti.go.jp/event/denshijyoho/151013.html

５．「SEC journal 第 43 号」を発刊
（担当理事（本部長）
：立石、担当所長：松本）
IPA は、SEC journal 第 43 号を 12 月 1 日（火）に発刊しました。SEC journal は、
2005 年 1 月に創刊号発行以来、毎年 4 回発行しており、SEC の活動成果やソフトウェ
ア開発に関する事例や論文を掲載しています。
SEC journal 第 43 号の主な掲載記事は、以下のとおりです。
・所長対談：農業現場における IT 活用の可能性
株式会社金沢大地 代表取締役 井村 辰二郎 氏
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・特集：IoT 時代のつながる世界
つながる世界に向けた取り組み
つながる車載電子システム
住宅分野から見たつながる世界の可能性と課題
他
・論文：契約を用いたソフトウェア開発の修正傾向調査
・報告：ドイツにおける製造業のデジタル化「Industrie4.0」の
取り組みについて
SEC journal の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/sec/secjournal/index.html

６．2015 年 SEC journal 論文賞の受賞論文を発表
（担当理事（本部長）
：立石、担当所長：松本）
IPA は、11 月 19 日（木）に Embedded Technology 2015 内で開催した SEC journal
論文賞表彰式にて、
「SEC journal 論文賞」を授与しました。
IPA では、ソフトウェア開発現場で役立つ論文を募集しており、SEC journal へ掲載
された論文の中から毎年 1 回「SEC journal 論文賞」を選定し、表彰しています。2015
年 SEC journal 論文賞は、2014 年 8 月から 2015 年 7 月に掲載決定となった論文の中
から受賞論文を選定しました。今回は、SEC 所長賞として「組込みソフトウェア開発
における設計関連メトリクスに基づく下流試験欠陥数の予測（執筆者：角田 雅照氏
他 2 名）」の 1 編が選ばれました。
IPA では、今後も論文の募集・表彰活動を通じて、ソフトウェアの高信頼化にとって
有用な技術の開発や調査・分析を推進し、研究成果を普及していきます。
SEC journal 論文賞の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/sec/secjournal/paper_award.html

７．IPA 発の国際規格 ISO/IEC 29155-3（IT プロジェクトベンチマーキングの枠組み ―
第 3 部：報告指針）を出版
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA の専門委員高橋光裕氏がプロジェクトエディタを務める国際規格 ISO/IEC
29155-3（IT プロジェクトベンチマーキングの枠組み ― 第 3 部：報告指針）が国際
標準化機構（ISO）より 11 月 15 日（日）に出版されました。
IPA では、信頼性の高いソフトウェアを効率よく開発する手法について、これまで検
討してきた成果を国際標準化する活動を行っています。
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本規格は IT プロジェクトのベンチマーキング5活動のうち、報告段階に関わる指針や
報告に含めるべき内容等をまとめたものです。
今後も IPA は、安心なソフトウェア開発と国際競争力の向上を目指し、国際標準化の
推進に取り組んでまいります。
国際規格 ISO/IEC 29155-3 の詳細については、次の URL をご覧ください。
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=63699

８．SEC セミナー開催報告（11 月）および開催案内（12 月）
（担当理事（本部長）：立石、担当所長：松本）
IPA は、事業成果を広く普及・啓発することを目的としたセミナー、ソフトウェア・
エンジニアリングに関する国内外の最新動向などを紹介する特別セミナーをそれぞれ
実施しています。
11 月は、次の日程で実施しました。
・プロセス改善推進者育成セミナー＠札幌
～プロセス改善概説と改善ツール体験～
（11 月 14 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151114.html

・ET2015／IoT2015 併催：IPA セミナー
（11 月 19 日、20 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151119.html

・システムの超上流から残念なシステムを無くそう
～ゴール＆ストラテジ入門～
（11 月 21 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151121.html

・『ゴール指向経営』で的を射た IT 投資、利益を生む組織に
～「GQM+Strategies」の活用で組織内の整合性確保と定量的管理を実現～
（11 月 25 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151125.html

・SEC 高信頼化技術セミナー
モデルベースシステムズエンジニアリング(MBSE) 入門
～導入のポイントと適用事例の紹介～
（11 月 26 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151126.html

5

定量データに基づいたプロジェクトマネジメント手法の一つで、自社のプロジェクトを改善するため、同種のプロジェクトに
関する優良・最高の事例（ベストプラクティス）と比較分析を行う手法
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・第 4 回 定量的マネジメントセミナー
（11 月 27 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151127.html

・SPEAK－IPA 準アセッサ育成セミナー（Advanced）
～プロセス・アセスメント研修（アドバンスト）～
（11 月 30 日～12 月 2 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151130.html

・事例から学ぶ IT サービスの高信頼化へのアプローチ
～障害事例の分析から導かれた情報処理システム高信頼化教訓集～
（12 月 4 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151204.html

12 月は、次の日程で開催を予定しています。
・IoT 時代に求められるセーフティ設計・セキュリティ設計
（12 月 7 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151207.html

・組込みシステム障害未然防止のための体験型ワークショップセミナー
（12 月 9 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151209.html

・SEC 高信頼化技術セミナー
モデルベースシステムズエンジニアリング入門
～システムを考えるハンズオンワークショップ～
（12 月 10 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151210.html

・定量データに基づく開発マネジメントで IoT 時代の信頼性・
生産性向上を目指せ！
～「ソフトウェア開発データ白書」と「組込みソフトウェア開発データ白書」
から垣間見える信頼性の実態～
（12 月 18 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151218.html

・定量的なプロジェクト管理・ベンチマーキングのススメ
～見える化による生産性・信頼性の向上～
（12 月 22 日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20151222.html
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Ⅳ．IT 人材育成
１．「セキュリティ・ミニキャンプ in 東北」を共催
（担当理事（本部長）：田中、担当センター長：片岡）
IPA は、セキュリティ・キャンプ実施協議会と共同で「セキュリティ・ミニキャンプ
in 東北 2015（仙台）
」を東北電子専門学校と（株）仙台ソフトウェアセンター（とも
に宮城県仙台市）で 11 月 14 日（土）・15 日（日）の両日開催しました。
東北地域での地方大会の開催は、昨年度の福島県会津若松市に引き続き 2 回目となり、
東北経済産業局や（株）仙台ソフトウェアセンターなど地元のご協力を得て、一般講
座と専門講座の 2 講座を実施しました（一般講座参加者 94 名、
専門講座参加者 18 名）。
1 日目の一般講座では、（株）サイバー・ソリューションズ、東北工業大学、宮城県
警察本部等の地元から一般市民に対するセキュリティの啓発講演を行いました。2 日
目の専門講座では、ファジング6に関する演習を行い、脆弱性の検出に際して必要な知
識や実践的な技術を学びました。
参加者の多くは今回テーマにしたファジングに興味を持っており、講義を熱心に聴い
ていました。
「セキュリティ・ミニキャンプ in 東北」の詳細については、次の URL をご覧くださ
い。
http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2015/minicamp2015_touhoku.html

２．ITPEC 試験問題選定会議の開催
（担当理事（本部長）：田中、担当本部長補佐：小川）
IPA は、11 月 23 日（月）～11 月 25 日（水）にクアラルンプール（マレーシア）で
「ITPEC 試験問題選定会議」を開催しました。
本会議には、ITPEC 参加 7 ヵ国の試験実施機関の試験委員など 27 名が参加し、
「第 21
回アジア共通統一試験」
（2016 年 4 月 24 日（日）実施予定）で使用する試験問題の精
査・選定などを行いました。アジア共通統一試験は、ITPEC の参加各国が、アジアに
おける質の高い IT 人材の確保や流動化を図ることを目的として年 2 回実施しています。
本会議の検討の結果、次回試験では各国で作成した試験問題は次の通り出題されるこ
とになりました。
・基本情報技術者試験相当：午前試験全 80 問中 45 問、午後試験全 8 問中 7 問
・応用情報技術者試験相当：次回以降の採用を考慮した精査、検討を実施
IPA は、ITPEC 参加各国が質の高い試験問題を作成できるよう、今後も協力していき
ます。

6

ソフトウェア製品などに何万種類もの問題を起こしそうなデータ（例：極端に長い文字列）を送り込み、ソフトウェア製品の
動作状態（例：製品が異常終了する）から脆弱性を発見する技術。
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３．「未踏交流会 vol.16」 を開催
（担当理事（本部長）：田中、担当センター長：片岡）
IPA は、アキバテクノクラブとの共催で、11 月 17 日（火）に秋葉原ダイビル（東京
都千代田区）で未踏交流会を開催しました。
本交流会は、未踏人材間の相互交流および、大学、企業、研究機関等の方々との技
術交流、未踏事業の認知度・理解度向上を図る目的で、2010 年から開催しています。
16 回目となる今回は、
「日本初、民間月面探査プロジェクト「HAKUTO」の挑戦」のタ
イトルで、米澤香子氏（HAKUTO コミュニケーション・リーダー／2008 年度未踏クリ
エータ）による講演と、その後の懇親会では筑波大学学生起業家によるショートプレ
ゼンテーションを行いました。
当日は 36 名の参加があり、質疑応答や活発な交流が行われました。
未踏交流会の詳細については、次の URL をご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2015/kouryukai20151117.html

４．平成 27 年度秋期情報処理技術者試験の合格発表
（担当理事（本部長）：田中、担当センター長：山城）
IPA は、平成 27 年度秋期情報処理技術者試験（所管：経済産業省、10 月 18 日（日）
実施）のうち、基本情報技術者試験の合格者を 11 月 16 日（月）に発表しました。
応募者数、受験者数、合格者数等は以下のとおりです。
試験区分
基本情報技術者試験

応募者数

受験者数

73,221

54,347

受験率（%）
※
74.2

合格者数
13,935

合格率（%）
※
25.6

※受験率=受験者数/応募者数、合格率=合格者数/受験者数

統計に関する詳しい情報については、次の URL をご覧ください。
http://www.jitec.ipa.go.jp/1_07toukei/_index_toukei.html

問合せ先 独立行政法人 情報処理推進機構
戦略企画部 企画・調査Ｇ 笛木・中山
〒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：03-5978-7503
E-mail：spd-plan@ipa.go.jp
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