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2012 年 7 月・8 月のトピックス
内部不正対策が有効に機能していない可能性も!?
「災害に強いIT」の導入ガイド（事例編）を公開
中小企業の情報セキュリティ対策の支援を強化
セキュリティ・キャンプに中学生～大学生 40 名が参加
「未踏IT 人材発掘・育成事業」で21件（31名）を採択
パーソナル情報の利活用には制度や技術の整備が必要

創刊に寄せて
IT 社会に生きる私たち。日々の生活と IT は切り離せないも
のになってきています。
「誰もが安心して暮らせる”頼れる IT 社会の実現”
」のため、
IPA は、今、どんなことに取り組んでいるのか…
「IPA NEWS」は、IPA の活動を隔月で皆様にご紹介する
ニュースレターです。

NEWS & TOPICS

July

7 月 の活動内容

セキュリティセンター

内部不正対策が有効に機能していない可能性も！？
「組織内部者の不正行為によるインシデント調査」報告書を公開（2012 年 7 月 17 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20120717.html

IPA では、組織における内部不正の防止を推進するため

可能性が指摘されました。

に、内部不正の発生状況と誘導要因などに関する基礎的な

調査では、
「内部不正の気

調査として「組織内部者の不正行為によるインシデント調

持ちを高める要因」
「内部

査」を実施し、その結果を公開しています。情報セキュリ

不正防止に期待できる対

ティインシデントは、その95％が組織外部からの攻撃で

策」も同時に調査していま

あるのに対し、その被害額は外部からの攻撃と、組織内部

す。

の不正行為がほとんど同程度です。内部の不正行為は、発

IPA では、この調査結果

生すると組織に大きな被害をもたらす恐れのある、組織と

などをもとにして、2012

して看過できない課題です。

年度中に経営者やシステ

今回の調査で行ったアンケート調査では、経営者やシス

ム管理者を対象とした、内部不正を防止する環境の整備に

テム管理者が効果があると考えている対策と、社員の「内

役立つ「組織における内部不正防止ガイドライン」を作成

部不正への気持ちが低下する対策」とにギャップがあるこ

し、公開する予定です。

とが分かり、現状の内部不正対策が有効に機能していない

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

「災害に強い IT」の導入ガイド（事例編）を公開
「情報システム基盤の復旧に関する対策の調査」報告書等の公開
（2012 年 7 月 25 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120725.html

セキュリティセンター

中小企業の情報セキュリティ対策の支援を強化
情報セキュリティ対策支援サイト「iSupport」の公開
（2012 年 7 月 24 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120724.html

IPA は、東日本大震災による情報システムの被害状況

IPA は、2 つのサイトで構成される中小企業向けの情

や、その後の対策の実施状況について調査し、報告書を

報セキュリティ対策支援サイト「iSupport」を公開して

公開しました。調査の結果、約 70％の企業が IT につい

います。ひとつは、
企業内での自主的な情報セキュリティ

ての BCP（事業継続計画）を策定済みか検討中であるこ

対策の学習と対策実施をサポートする「5 分でできる！

とが分かりました。IPA では、災害やシステム障害に強

情報セキュリティポイント学習オンライン版」と「5 分で

い IT システムのための対策をまとめた「高回復力システ

できる！自社診断オンライン版」を提供する「セキュリ

ム基盤導入ガイド」の「概要編」と「計画編」をすでに公開

ティ支援ツールポータル」です。もうひとつは「セキュリ

しています。さらに、今回の調査をもとに新たに「事例

ティプレゼンターポータル」で、セキュリティ向上のた

編」を作成・公開しました。災害に強い IT システム導入

めの普及啓発活動に携わる中小企業診断士やITコーディ

のガイド・具体例として、ぜひご活用ください。

ネータ向けの情報提供サービスです。
情報セキュリティ支援サイト
普及啓発
コンテンツ提供

セキュリティ
プレゼンター申請

セキュリティプレゼンター
IPA コンテンツによる
普及啓発

!

セキュリティ
プレゼンター検索
質問や相談

中小企業の一般利用者
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普及啓発
コンテンツ提供

NEWS & TOPICS
8 月 の活動内容

August

産学連携推進センター

セキュリティ・キャンプに中学生～大学生 40 名が参加
IPA は、民間企業 28 社・団体からなるセキュリティ・キャ

大学生までの 40 名が、4 つのクラスで各分野で活躍する

ンプ実施協議会（西本逸郎会長）との共同主催で「セキュリ

講師陣から直接の指導を受けました。なお、キャンプの

ティ・キャンプ中央大会 2012」を8 月14日（火）から18

様子は、フジテレビ系列の「スーパーニュース」
、
「ニュー

日（土）まで、千葉県習志野市の研修施設で開催しました。

ス JAPAN」で取り上げられたほか、AERA（2012.9.10

このキャンプは、22 歳以下で一定のIT 知識と技能を持っ

号）の「なぜ女性からザッカーバーグは生まれないか」等

た若者を対象にして、無償で開催される合宿形式の研修で

で紹介されました。また、下記ウェブサイトでも紹介さ

す。技術レベルの向上だけでなく、モラル面、セキュリティ

れています。

面での意識向上を図り、将来のIT 産業の担い手となりうる

●＠IT：バイナリやアセンブラ、パケットと格闘した 4 泊

優れた人材を発掘・育成することが目的です。同時に、同

5日 パケット系男子たちが燃えた！ セキュリティ・キャ

じ目的を持つ仲間との交流から、新たなコミュニティや人

ンプ開催

的ネットワークの創出も期待されます。

http://www.atmarkit.co.jp/news/201208/20/camp.html

今年のキャンプには書類選考で選ばれた中学生から

産学連携推進センター

セキュリティセンター

「未踏 IT 人材発掘・育成事業」で
21件（31名）を採択

パーソナル情報の利活用には制度や
技術の整備が必要

2012 年度「未踏 IT 人材発掘・育成事業」採択プロジェクトの決定
について（2012 年 8 月 28 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120828.html

「パーソナル情報保護と IT 技術の調査」報告書を公開
（2012 年 8 月 23 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120823.html

「未踏IT 人材発掘・育成事業」は、IT 技術を駆使してイ

パーソナル情報とは、個人情報保護法の対象に限定

ノベーションを創出できる独創的なアイデア、技術、そ

しない、広く個人に属する電子的情報全般を意味しま

れを活用する能力を持った25 歳未満のIT 技術者を、優

す。新たな市場の可能性が期待されているパーソナル

れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャーのもと

情報を活用していくためには、
「個人が自分の情報の取

で育成して、わが国のIT 産業を担う人材として成長させ

り扱いについてコントロールできる権利」をどこまで実

る事業です。2012 年の公募には、89 件の応募があり、

装するかが課題です。米

21件が採択されました。平均年齢は23 歳で、今後約半

国ではすでにデータの二

年間にわたって、プロジェクトマネージャーの指導のも

次利用について法律が定

とで、採択されたプロジェクトを進めていきます。

められるなど、この分野
の対応が進んでいます。

未踏IT 人材発掘・育成事業統計データ
年度

2000 ～ 2007

2008

2009

2010

2011

2012

合計

提案テーマ数

2,732

363

362

170

86

89

3,802

採択テーマ数

747

72

79

34

21

21

974

クリエータ数

1,263

93

111

53

29

31

1,580

スーパークリ
エータ認定者

176

25

22

15

選定中

育成・
開発中

238

2011 年 度 の 市 場 規 模
が約 1 兆 7 千億円と推計
されるパーソナル情報活
用ビジネスの成長のため
には、制度・技術双方の
整備が重要です。
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主 要 4 分 野 から
分野別の取り組み紹介
情報セキュリティ

スマートフォンが乗っ取られる !?

データが抜き取られる !?

従来の携帯電話のサービスは、携帯電話会社ごとに管理

IPA では、不正アプリなどによる被害を防止するため、

されていたこと、メーカー（機種）ごとにOSが異なること

プレスリリースや月例で公表している「呼びかけ」に加え

などから、サイバー攻撃にさらされることは、ほとんどあ

て、電車内動画やウェブ上の動画サービスを用いて啓発ビ

りませんでした。
しかし、OS の共通化や、高い処理能力を持つハードウェ

デオを放映しています。なお、この啓発ビデオは、DVD 化
して配布しています。

ア、大容量のデータ保存が可能になるなど、スマートフォ
ンは「パソコンに電話機能がついたもの」になったといえ
るでしょう。
スマートフォンでは、
「アプリ」をダウンロードしてイン
ストールすれば、利用できるサービスや機能を増やすこと
ができます。アプリは、スマートフォンに保存されている
持ち主の電話番号、メールアドレス、アドレス帳、位置情報
などを活用して、さまざまなサービスを提供しています。
その一方で、このような便利な機能を悪用して、保存さ
れている情報を抜き取ることを目的とした不正なアプリが
急速に増加していることが指摘されています。
Android OS を標的とした不審なアプリに関する注意喚起（2012 年 5 月 23 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20120523.html

ソフトウェア・エンジニアリング

「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の制度化に向けた取り組み
製品やサービスが多機能・多様化する中で、ソフトウェ
アが重要な役割を果たすようになってきています。このよ

る模擬実験を行い、この結果を制度に反映することで、よ
り運用しやすい制度を目指しています。

うな製品やサービスを利用者が安心して利用するために

今後は、制度に関わる各種規程文書などを順次公開し、

は、第三者がその信頼性や安全性を客観的に評価し、利用

2013 年度からの先行分野での運用を目指して、適用分野

者に分かりやすく説明することが有効です。

の検討等を行っていきます。

これを実現するため、IPA では、
「ソフトウェア品質監査
制度（仮称）
」の制度化に向けた取り組みを行っています。
この監査制度では、
国際的にも通用する制度とするため、
会計監査と同様の枠組みを採用しています。そして、独立
した第三者である監査機関が、事業者の提供する製品や

【国民生活の安全・安心】

第三者である監査機関の意見を参考に製品・サービスを安心して利用できる

【事業者の主張】
この製品・サービスは一定の条件
下において安全に使えます。

サービス、開発プロセスや設計書等を審査基準に基づき監
制度構築へ向け、現在、制度全体の規定、監査人の行動
備しています。
また、制度の策定に先立って、監査の実現性等を検証す

利用者【国民】
（第二者）

記述書

査し、その評価結果を利用者に提示します。
規範、審査基準に記載すべき要件などの各種制度文書を整

監査対象：ソフトウェアが重要な
役割を担う製品・サービス
【監査機関の意見】
事業者の主張は適正です。

監査結果
設計書
など

事業者
（第一者）

【監査のための証拠】
製品・サービスのテスト結果、
設計書、
開発手順などの証拠

監査機関
（第三者）

ソフトウェアの品質を中立的な立場で検証・認証するソフトウェア品質監査制度
（仮称）の制度フレームワーク案の公開
（2011年 9 月30 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20110930_2.html
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国際標準の推進

約 6 万文字の文字情報基盤、正確な氏名表記をみんなのものに
IPA では、内閣官房情報通信技術（IT）担当室、経済産業

2. 人名・地名などを扱うシステムの構築と運用の効率化

省とともに文字情報基盤推進委員会を設置し、文字情報基

を図るため、文字情報基盤事業の成果物を実際に活用し

盤の実運用に向けた環境整備を進めています。国、地方公

た現場から知見を収集するための実証実験を順次開始。

共団体等の行政機関の情報システムに標準で搭載されて
いない氏名等の漢字を効率的に扱う基盤として、
約6 万文字を収録した文字フォント（IPAmj明朝
フォント）と、文字に関する各種情報を収録した
文字情報一覧表を公開しています。
http://ossipedia.ipa.go.jp/ipamjfont/

現在、文字情報基盤の実運用に向けた環境整
備の一環として、次の実証実験を実施していま
す。
1.

文字情報基盤で整備した6万文字の漢字を
一般の方にも気軽に体験できる実験サイト「漢
字に触れてみよう −文字情報基盤プロモー
ションサイト−」の公開。
http://www.mojikiban.ipa.go.jp/ipapro/

IPAmj 明朝フォントをバージョンアップ
（2012 年 6 月18 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20120618.html

I T分野の人材育成

IT のスキルを「見える化」するため、新しい標準モデルを提示
IPA では、これまで3つのスキル標準（IT スキル標準、組

今後は、中小企業や、企業内で部分的に導入したい企業

込みスキル標準、情報システムユーザースキル標準）を公

のための、対象範囲を絞り込んだ“ビジネスモデル別”
“人

表・活用推進を行ってきました。その結果、多くの企業で、

材像別”の「CCSF 活用テンプレート」を作成・公開する予

これらの標準が導入・活用されています。

定です。

一方、ビジネス環境の変化とIT 技術の進歩により、各企
業はこれまで以上に自社のビジネスモデルに適合した独自
のIT 人材を確保・育成する必要があります。これに応え
るため、3つのスキル標準を組み合わせて柔軟に活用でき
る枠組みとして、
「共通キャリア・スキルフレームワーク（第

CCSF（第一版・追補版）とは？

各社が人材育成について検討 / 見直しをする際、各スキル標準の持つコンテンツから、
自社の戦略に合わせて自由に抽出して使えるよう、
「タスクモデル」
「人材モデル」
「スキルモデル」の 3 つのモデルに横串で構造化したもの
「“仕事”を定義」

ITSS

一版）
」
（以下、CCSF）を公表しています。さらに、スキル
標準の共通モデルとして「タスク」
、
「スキル」
、
「人材」をモ
デル化し、スキル標準の各定義を共通の構造で横断的に理

標準化・一元化

タスクモデル

＝

求められる機能や役割を
「課される
“仕事”」
として定義したもの

「役割分担の例示」

UISS
標準化・一元化

人材モデル

＝

タスク
（課される
“仕事”）の役割分担例を
示したもの

解、活用可能としたCCSF（第一版・追補版）を公表しまし
た。IPA では、
CCSF の本格的な普及と活用促進を目指し、
全国各地でセミナーや「CCSF 活用ワークショップ」を開
催しています。

「“仕事”遂行のための素養」

ETSS

スキルモデル
標準化・一元化

…タスク

…人材像

＝

タスク
（課される
“仕事”）を支える能力
（スキルや知識）を整理したもの

…スキル

新しい IT人材の育成に向けて３つのモデル
（タスク/ スキル /人材）を定義
（2012 年 3 月 26 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20120326_2.html
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解 け る か な！？

過去問題
IT パスポート試験は、すべての職業人に必要な情報技術の基礎知識を問う国家試験であり、IT 社会で働くすべての方
に求められる ITの基礎知識を証明できます。IT 技術だけでなく、ストラテジ（経営全般）、マネジメント（IT 管理）など、
幅広い分野から出題します。これまでに出題された IT パスポート試験の過去問題に挑戦してみましょう！

（23 秋期 問１２）
【ストラテジ】

問 システム開発に関する投資プロジェクト A 〜 D のうち，最も早く投資を回収できるものは
どれか。ここで，毎年の維持管理費用として，初期投資の１０％が発生するものとする。
単位

プロジェクト名

初期投資

投資プロジェクト A

利益計画
1 年目

2 年目

3 年目

200

50

150

200

投資プロジェクト B

300

100

200

300

投資プロジェクト C

500

200

400

400

投資プロジェクト D

600

300

400

400

ア：Ａ

イ：B

百万円

ウ：Ｃ

エ：D

（２ 4 春期（公開問題） 問 31）
【マネジメント】

問 プロジェクトマネジメントのために作成する図のうち，進捗が進んでいたり遅れていたり
する状況を視覚的に確認できる図として，最も適切なものはどれか。
ア：WBS

イ：ガントチャート

ウ：特性要因図

エ：パレート図

（２ 4 春期（公開問題） 問 66）
【テクノロジ】

問 a 〜 c のうち，フィッシングへの対策として，適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a

Web サイトなどで，個人情報を入力する場合は，SSL 接続であること，及びサーバー証明書が
正当であることを確認する。

b

キャッシュカード番号や暗証番号などの送信を促す電子メールが届いた場合は，それが取引銀行
など信頼できる相手からのものであっても，念のため，複数の手段を用いて真偽を確認する。

c

電子商取引サイトのログインパスワードには十分な長さと複雑性をもたせる。

ア：a,b

イ：a,b,c

ウ：a,c

エ：b,c

（ 正 解 【ストラテジ】：ウ
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【マネジメント】：イ

【テクノロジ】：ア ）

情報セキュリティ毎月の呼びかけ

7

月

の呼びかけ

「 フィッシングに注意するとともに、自分が加害者にならないよう気をつけよう！ 」
～ 不正アクセス禁止法が改正されました ～
最近、インターネット利用者の多くが複数サイトで同じIDとパスワードを使いまわしている状況に目を
付け、不正に取得したIDとパスワードのリストを悪用して不正アクセスを試みる「パスワードリスト攻撃」
が確認されています。
今年5月に改正「不正アクセス禁止法」が施行されたことにより、パスワードを不正に取得・保管・提供
する行為や、騙してパスワードを窃取しようとする行為（フィッシング）も取り締まりの対象になりました。
改正法を理解し、自分の身を守るだけではなく、他人のパスワードの取り扱いにも気を配り、社会全体で
犯罪を抑止しましょう。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2012/07outline.html

8

月

の呼びかけ

「コンピュータウイルスや不正アクセスの届出にご協力ください！」
～ セキュリティに関する相談も受け付けています ～
IPA は、コンピュータウイルスや不正アクセスの届出機関となっています。多くの皆さまよりいただく
相談・届出は、
「呼びかけ」や「注意喚起」
、
「緊急対策」などの情報発信を行うことで、早期の被害拡大防止
や再発防止に活かされています。最近の例として、たった一人からの相談を機に調査を開始し関係機関
と協力することで、不正な Androidアプリの流通を止めたという実績があります。
8 月の呼びかけでは、コンピュータウイルスや不正アクセス届出制度に関する目的や活用方法について
説明するとともに、届出の方法、相談のコツなどを紹介しました。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2012/08outline.html

情報セキュリティ安心相談窓口はこちら

http ://www.ipa.go.jp/security/anshin/

11・12 月の主なイベント・セミナー情報
IPA では以下のイベント・セミナーの開催を予定しています。ぜひご参加ください。

11 月／イベント

IT スキル標準センター

中小 IT ベンダー人材育成

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

Embedded Technology 2012（ET2012）
／組込み総合技術展（出展）

【日 時】2012 年 11 月 20 日（火）14:00 ～ 17:00
【会 場】秋葉原 UDX カンファレンス type350 ／定員 :100 名

【会 期】2012 年 11 月 14 日（水）～ 16 日（金）
【会 場】パシフィコ横浜

12 月／イベント
IT スキル標準センター

スキル標準ユーザーズカンファレンス 2013（共催）

11 月／セミナー

【日 時】2012 年 12 月 7 日（金）10:00 ～ 18:00
【会 場】目黒雅叙園／定員 :700 名（予定）

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

震災にも安心な IT サービス継続のためのシステム基盤
【日 時】2012 年 11 月 7 日（水）15:00 ～ 17:00
【会 場】IPA 13 階会議室／定員：90 名（受講料：1,000 円）
※本セミナーは 2012 年 12 月 3 日（月）にも開催予定です。
定量データ活用等による IT プロジェクトの見える化
【日 時】2012 年 11 月 12 日（月）13:30 ～ 17:30
【会 場】IPA 13 階会議室／定員：90 名（受講料：2,000 円）

編集・発行

12 月／セミナー
ソフトウェア・エンジニアリング・センター

アジャイル開発の先進事例に学ぶ

【日 時】2012 年 12 月 12 日（水）13:30 ～ 18:00
【会 場】IPA 13 階会議室 / 定員：90 名（受講料：2,000 円）

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

I P A N E W S Vol.1

最適事例セミナー

このほか、各種セミナーを開催予定です。
詳細は IPA ウェブサイトをご覧ください。

発行日 平成 24 年 10 月

独立行政法人情報処理推進機構
〒113 - 6591
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TEL：03-5978-7501 FAX：03-5978-7510
URL：http://www.ipa.go.jp/

編集
後記

「IPA NEWS Vol.1」いかがでしたか。
この度、IPAでは、日々取り組んでいる活動内容をご紹介する広報誌「IPA NEWS」を
発行することとなりました。
私たちIPAが目指すのは「誰もが安心して暮らせる
“頼れるIT社会”
の実現」です。
IPAについてより多くの方に知っていただくため、これから隔月で皆様にIPAの活動
報告をお届けします。ITに精通している方にも、これからITを学ぼうという方にも役
立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、少しでも多くの方に興味を持ってい
ただければ幸いです。ぜひご期待ください。

本誌に記載の製品名、サービス名等は、IPA または各社の商標もしくは登録商標です。

