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官民のセキュリティ情報を集約した
ポータルサイトを開設
「ソフトウェア開発データ白書2012-2013」を
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「IPAフォーラム2012」に1,269 名が参加、
盛況のうちに閉幕
次代のIT 業界を担う、高校生を含む 6 名の
スーパークリエータを認定

NEWS & TOPICS

September

9 月 の活動内容

セキュリティセンター

「自分だけは大丈夫」情報セキュリティに自信過剰は禁物！
『情報セキュリティに関する被害と個人属性』のレポート（2012 年 9 月 13 日）
http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120913.html

ウイルスに感染したことにより、他者を攻撃するための

に対して、情報セキュリ

踏み台（中継点）にされてしまうなど、利用者が気づかな

ティに関する情報の収

いまま、悪意ある攻撃者に加担してしまうケースが報告さ

集などを行い、メールの

れています。IPA では、これらの被害や脅威に対する認知

添付ファイルの扱いや、

度や対策の実施状況を把握するため、インターネット利用

ウェブサイトへのアク

者を対象とした「情報セキュリティの脅威に対する意識調

セスなどに注意してい

査」を 2005 年度から継続して行っています。

る利用者は、被害に遭い

2010 年度に実施した調査データの統計分析から、情報
セキュリティについて自信過剰な人はフィッシングや不正
利用の被害に遭いやすい傾向にあることがわかりました。

にくい傾向にあること
も明らかになっています。
IPA では、インターネットを安心・安全に利用するため

実際には正しく理解していないのに、
「自分は詳しく知っ

のセミナーなども開催しています。情報セキュリティの向

ている」と思うことが、フィッシングサイトなどの「騙し」

上にぜひ、ご活用ください。

に気づかず、被害に遭う可能性を高めているのです。これ
国際標準推進センター

セキュリティセンター

オープンな標準の採用に取り組む自治体が
過半数を超える

官民のセキュリティ情報を集約した
ポータルサイトを開設

「第 5 回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査
報告書」の公開（2012 年 9 月 7 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120907.html

http://www.ipa.go.jp/about/press/20120919.html

IPAは、地方自治体における情報システムの調達および

IPAは、被害に遭った場合の対処や対策方法など、イン

利活用の現状を調査し、オープンな標準に基づいた情報シ

ターネット利用者に知ってほしいセキュリティ情報を集め、

ステムの採用と活用状況を分析しています。2007年度か

簡単にアクセスできるポータルサイト「ここからセキュリ

ら継続して実施し、今回で5回目となる本調査では、例年の

ティ！」を開設・公開しています。掲載する情報は、警察庁・

調査に加え、東日本大震災による地方自治体への影響につ

総務省・経済産業省をはじめ、ハードやソフトのメーカー

いてヒアリングを実施しました。被災対応現場と、被災者

などで構成される、不正アクセス防止に関する意見集約委

および支援者の両者の実体験は、今後の自治体の行政サー

員会「官民ボード」メンバーの機関・企業・団体などから提

ビスを支える情報システム基盤とその運用管理の課題とな

供されています。
「被害に遭ったら」
「対策する」
「教育・学

り、将来予想される災害などの非常事態をふまえた自治体

習」など、セキュリティ初心者でも目的の情報にたどり着け

行政システムの検討に役立つことを期待しています。

るよう分類にも工夫を施しています。

「第 5 回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の
調査報告書」

http://www.ipa.go.jp/osc/jichitai/index.html
オープンな標準に基づく調達、ついに 50％越え
【問 17】オープンな標準に基づく調達について［経年変化］
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オープンな標準に基づく調達を行うことを調達ガイドラインなどで明確に定めている
オープンな標準に基づく調達を行うことを方針としている
オープンな標準に基づく調達を可能な範囲で行っている
オープンな標準に基づく調達の意義や必要性を認識している
オープンな標準に基づく調達については特に認識していない
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官民の情報セキュリティコンテンツを集約したポータルサイト
「ここからセキュリティ！」を公開（2012 年 9 月 19 日）
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ここからセキュリティ！情報セキュリティ・ポータルサイト

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

NEWS & TOPICS

10 月 の活動内容

October

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」を発行
「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」を発行
http://www.ipa.go.jp/about/press/20121001.html

「ソフトウェア開発データ白書」は、ソフトウェア開発時

信頼性、生産性を業種別・

に数値データに基づいた目標設定や進捗管理など（ベンチ

工程別・言語別などで分

マーク）を行う際の基礎となる統計データ集です。

析しています。なお、民間

IPA では、ソフトウェア開発における定量的データ管理

企業より提供されたプロ

の普及促進を目的として、開発プロセスの標準化や見える

ジェクトデータは、本来、

化手法、定量的品質管理手法の調査、分析を行なっており、

競争力の源泉である機密

2005 年から「ソフトウェア開発データ白書」としてまとめ

性の高いものですが、IPA

ています。
最新版では、小規模開発や開発範囲の違いなどによる生

ではデータを匿名化して、
白書として社会に還元しています。

産性の分析などを新たに加え、開発方法論や開発要員の違
いなどによる信頼性への影響分析とテスト網羅性の状況な

最新版「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」について

どを追加しています。前回版に505 件を加えた3,089 件

http://sec.ipa.go.jp/reports/20121001.html

のプロジェクトについて、プロジェクト規模、工数、工期、
戦略企画部

「IPA フォーラム 2012」に1,269 名が参加、
盛況のうちに閉幕
「IPA フォーラム 2012」の開催報告

http://www.ipa.go.jp/event/ipaforum2012/index.html

IPA は、
「IPAフォーラム2012」を10 月25日（木）に
明治記念館（東京都港区）で開催しました。本フォーラム
は、IPA が取り組んでいるさまざまな活動の紹介と、その
成果の普及を図ることが目的です。同時に、国内外の最
新のIT 分野の活用事例などを収集、紹介することにより、
わが国のIT 産業の発展およびIT 活用の促進への貢献を目
指します。情報セキュリティ、ソフトウェア・エンジニア
リング、IT 人材育成、国際標準推進をテーマにした講演
やパネルディスカッションなどの多彩なプログラムに、
1,269 名のご参加をいただきました。

産学連携推進センター

次代の IT 業界を担う、高校生を含む
6 名のスーパークリエータを認定
「未踏 IT 人材発掘・育成事業」で 6 名のスーパークリエータを認定
（2012 年 10 月 31 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20121031.html

IPA は、突出した IT 人材を発掘し、育成することを目
的に「未踏 IT 人材発掘・育成事業」を実施しています。
この中でも特に優秀と判断したクリエータを、日本の
IT 業界の将来を担う人材になることを期待して「スー
パークリエータ」として認定しています。
2011 年度に採択し、2012 年 2 月から 8 月までに
本事業が支援した 21 件の開発プロジェクトからは、
6 名のスーパークリエータを認定しました。そのうち
の一人は高校生で、本事業 12 年の歴史で最年少となり
ました。
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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

―スマートフォンセキュリティ―
ダウンロードするのは、ちょっと待って！ そのアプリは信用できますか？
従来の携帯電話のサービスは、携帯電話会社ごとに管理

特に最近では、新しいアプリの紹介と偽ったメールを送

されていたこと、メーカー（機種）ごとにOSが異なること

りつけたり、
SNSに興味を引く記述をしたりするなどして、

などから、サイバー攻撃にさらされることは、ほとんどあ

不正なアプリのダウンロードに誘導する手法が確認されて

りませんでした。しかし、OS の共通化や、高い処理能力を

います。IPA では、ウェブサイトやメールニュース、マスコ

持つハードウェア、
大容量のデータ保存が可能になるなど、

ミを通じた情報発信などにより、このような手法による被

スマートフォンは「パソコンに電話機能がついたもの」に

害の拡大防止に努めています。

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。
今月の呼びかけ
「情報抜き取るスマートフォンアプリに注意！」～スマートフォンの中の個人情報が狙われています～（2012 年 9 月 5 日）

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2012/09outline.html

ソフトウェア・エンジニアリング ― 形式手法への取り組み ―

基本設計書の品質を向上させ、開発工程の効率化を実現する
「形式手法」のガイドを公開
経済活動から人々の生活の隅々まで、ソフトウェア
がその基盤を支えています。そのため、ソフトウェアの
信頼性を高めることは、社会全体の安心・安全に欠か
せない重要な課題です。IPAでは、
その実現を図るため、
「形式手法」という開発手法の普及拡大に取り組んでい
ます。形式手法とは、論理学や数学などを基礎に、プロ
グラムの正しさに関する証明体系として整理された理
論をベースに発展した手法です。
欧米では品質向上の手段として着目され、早くから
普及していますが、国内では普及が進んでいませんで
した。このため、開発の管理者やリーダー、そして、技
術者向けの教材を作成したほか、形式手法に基づいた
仕様書作成のガイドを編さん・公開しました。
形式手法導入課題を解決する「形式手法活用ガイドならびに参考資料」
の公開（2012 年 9 月28 日）

http://sec.ipa.go.jp/reports/20120928.html
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国際標準の推進

― 文字情報基盤整備事業 ―
容易に利用できる環境の整備、進み始めています
IPA では、内閣官房情報通信技術（IT）担当室、経済産

になります。今後、文字情報基盤を容易に利用できる環境

業省とともに文字情報基盤推進委員会を設置し、文字情

がますます広がっていくことを期待しています。

報基盤の実運用に向けた環境整備を進めています。国、

http://ossipedia.ipa.go.jp/ipamjfont/faq/ivs_apps.htmll

地方公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、6 万文字の漢字を一般の方にも気軽に体験できる実
験サイトを公開しているほか、実際に活用した現場から知
見を収集するための実証実験を順次開始しています。
http://www.mojikiban.ipa.go.jp/ipapro/

また、日本マイクロソフト株式会社が、11月に公開した
ソフトウェアを利用することより、
「Office」等製品の機能
が拡張されます。今まで実装されているのに表示できな
かった IPAmj 明朝フォントの文字も表示・印刷・編集可能

I T分野の人材育成 ― 共通キャリア・スキルフレームワーク（CCSF）への取り組み ―
CCSF の活用促進セミナーを東京で開催
IPA では、これまでに、ITSS（IT スキル標準）
、ETSS（組
込みスキル標準）
、UISS（情報システムユーザースキル標

からご好評をいただきました。今後もIPA では、CCSF 活
用推進イベントを各地で開催する予定です。

準）の3つのスキル標準を公開し、活用推進を行っていま
す。これに加え、自社のビジネスモデルに適合した独自の
IT 人材の確保・育成に役立ててもらうために、
「タスク」
、
「ス
キル」
、
「人材」を3つのスキル標準共通の構造で横断的に
理解、活用可能とした「共通キャリア・スキルフレームワー
ク（第一版・追補版）
」
（CCSF）を2012 年 3 月に公開し、
現在、本格的な普及推進活動を展開しています。
10 月3日（水）には、
「スキル標準を導入してみたが、な
かなか自社に浸透しない」
「ITSS の職種そのままでは、自
社のビジネスに合わない」
「IS 部門の役割を見直したい」な
どの課題を持つ企業を対象に「CCSF セミナー in 東京」を
開催しました。当日は約200 名の来場者を迎え、
「IT 人材
の変革の動き」をテーマとしたゲストスピーカーによる講
演や、CCSF の具体的な活用方法などをご紹介し、来場者
CCSF の概要

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/csfv1.html
IPA NEWS Vol.2 2012 December
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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！

【ストラテジ】 24 秋期（公開問題） 問１0

問 コーポレートガバナンスを説明したものとして，適切なものはどれか。
ア：企業が企業活動を行う上で守るべき道徳や価値規範のこと
イ：企業のメンバが共有する価値観，思考・行動様式，信念などのこと
ウ：企業の目的に適合した経営が行われるように，経営を統治する仕組みのこと
エ：企業も社会を構成する一市民としての義務を負うべきとする考え方のこと

【マネジメント】 24 秋期（公開問題） 問 44

問 IT サービスマネジメントのプロセスに関する説明 a 〜 d のうち，適切なものだけを全て挙
げたものはどれか。
a： インシデント管理では障害の復旧時間の短縮を重視する。
b： 変更管理では変更が正しく実装されていることを確認する。
c： 問題管理ではインシデントの根本原因を究明する。
d： リリース管理ではソフトウェアのライセンス数を管理する。
ア：a，b

イ：a，c

ウ：b，d

エ：c，d

【テクノロジ】 24 秋期（公開問題） 問 60

問 クロスサイトスクリプティングの特徴に関する記述として，適切なものはどれか。
ア：Web サイトに入力されたデータに含まれる悪意あるスクリプトを，そのまま Web ブラウザに送っ
てしまうという脆弱性を利用する。
ぜ い

イ：入力されたデータの長さをチェックしていない Web サイト上のアプリケーションに対し，長すぎ
るデータを送りつける。
ウ：有用なソフトウェアに見せかけて利用者にインストールさせ，コンピュータに侵入する。
エ：ワープロソフトや表計算ソフトの操作手順を記録し，呼び出して実行する機能を不正に利用する。

｜担｜当｜者｜か｜ら｜一｜言｜
IPA が実施している国家試験「IT パスポート試験」をご存じですか。その名称から「技術者向けで、それ以外の職種に
は関係ない」という印象を持つ方もいらっしゃると思います。しかし、出題内容は技術的な要素だけではなく、経営、
財務、マネジメントなど、多岐に渡ります。これには、様々な場面で IT 化が進む現代において、IT の利活用を目指す社
会人にとって幅広い知識を身につけることが必要不可欠になってきたという背景があります。このページに掲載され
ている問題の内容も、何らかの形で接した経験がある方も多いのではないでしょうか。
さて、この「IT パスポート試験」は今年で 4 年目となりますが、これまでに 40 万人以上の方々が応募し、約 18 万人もの合格者を輩
出しています。企業でも、採用時のエントリーシートにスコア記入を求めたり、社内教育等で活用したりするなど、
「IT パスポート試
験」は社会に浸透しつつあります。また、昨年からはパソコンで受験する方式（CBT 方式）を導入し、平日・夜間も含め、随時、全国約
130 箇所の会場で試験を実施しています。CBT 方式導入前の年 2 回実施に比べ、今では都合にあわせて受験できるなど、利便性も向
上していますので、より多くの方々に「IT パスポート試験」にチャレンジしてもらえることを期待しています。
情報処理技術者試験センター
（ 正 解 【ストラテジ】：ウ
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【マネジメント】：イ

T. K.

【テクノロジ】：ア ）
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情報セキュリティ毎月の呼びかけ
月

の呼びかけ

「 情報を抜き取るスマートフォンアプリに注意！ 」
～ スマートフォンの中の個人情報が狙われています ～
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2012/09outline.html

10 月 の呼びかけ
「SNS におけるサービス連携に注意！」
～ あなたの名前で勝手に使われてしまいます ～
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2012/10outline.html

情報セキュリティ安心相談窓口はこちら

職員コラム

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

セキュリティセンター 情報セキュリティ認証室 主幹

IPA オススメ便利ツール

真鍋 史明

「国際カンファレンス（ICCC2012）
」参加報告
先日、フランスのパリで開催された「国際カンファレンス（ICCC2012）
」に参
加してきました。この会議は、IPA が運営するIT 製品のセキュリティ機能を対象
とした認証制度（JISEC）のベースとなる国際的な評価基準（Common Criteria）に関する年に
一度のイベントです。同じ認証制度を運営する政府関係者、セキュリティに関わるベンダー等、
27 か国約 400 名の参加がありました。
会議は各国の制度運営方針、認証取得に関する成果報告等のプレゼンが中心で、IPA からも制
度運営状況の報告、技術成果報告等のプレゼンを行いました。主に政府機関の調達要件として活
用されている本制度については、特に欧米各国の政府関係者からセキュリティ要件に関する強い
メッセージが発信され、それに対する各ベンダーの意見や、要件をどのように具現化していくか、
連日熱い議論が交わされ、私自身も非常に刺激を受けた出張となりました。また、日本の制度と
しての意見を求められることも度々あり、日本の政府調達要件として確固としたセキュリティポ
リシーを持つことの重要さと、制度に関わる者として、ポリシー策定へのサポートを担っていく
責任を再認識する機会となりました。
ところで、パリと言えば観光名所と共にスイーツやフランス料理も魅力的ですよね。そんな食
生活はメタボまっしぐらかと思いきや、
町中で出会う人達はとてもスマートな印象を受けました。
これは日常的に飲まれる赤ワインに含まれるポリフェノールが影響しているとか（いないとか）
。
たまにはワイングラスを傾けながらセキュリティを熱く語るのも良いのではないでしょうか。

ソースコードセキュリティ検査ツール
「 iCodeChecker 」
開発中のソフトウェアに潜む脆弱性をソー
スコード【C 言語】で検査できるツール（日
本語対応）。検出した脆弱性の脅威や対策方
法等をレポートで出力。プログラム開発者
はもちろん脆弱性やソースコード検査技術
を学習したいという方にもオススメ。

検索
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/
iCodeChecker/index.html

1・2 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。

1 月／イベント

産学連携推進センター

実践的講座シンポジウム

産学連携推進センター

第 19 回未踏事業成果報告会
【会 期】1 月 26 日（土）～ 27 日（日） 10:00 ～夕方（予定）
【会 場】秋葉原 UDX GALLERY NEXT- 1 ／定員 :120 名程度

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

ESQR 事例セミナー

【日 時】1 月 29 日（火）14:00 ～ 16:30
【会 場】IPA 13 階会議室／定員 :80 名（受講料 :1,000 円）

2 月／イベント
セキュリティセンター

重要インフラ情報セキュリティシンポジウム 2013

【日 時】2 月 22 日（金）13:30 ～ 17:20
【会 場】ベルサール飯田橋駅前／定員 :300 名

編集・発行

2 月／セミナー

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

1 月／セミナー

I P A N E W S Vol.2

【日 時】2 月 27 日（水）13:00 ～ 17:30
【会 場】秋葉原 UDX「GALLERY NEXT-1」／定員 :120 名

テストガイド解説セミナー

【日 時】2 月 6 日（水）14:00 ～ 16:00
【会 場】IPA 13 階会議室／定員 :80 名（受講料 :1,000 円）

設計ガイド（事例編）解説セミナー
【日 時】2 月 22 日（金）14:00 ～ 16:00
【会 場】IPA 13 階会議室／定員 :80 名（受講料 :1,000 円）

バグ管理手法セミナー
【日 時】2 月 25 日（月）14:00 ～ 16:00
【会 場】IPA 13 階会議室／定員 :80 名（受講料 :1,000 円）
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 ウェブサイトをご覧ください。

発行日 平成 24 年 12 月

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 15・16 階
TEL：03-5978-7501 FAX：03-5978-7510
URL：http://www.ipa.go.jp/

編集
後記

ギリシャ神話のお話。アラクネという機織りの名人がいました。自分の腕に絶対の自信
を持っていた彼女は、人間の身分でありながら、工芸を司る知恵の女神アテナに機織りで
勝負を挑みます。なるほど彼女の紡いだ織物は大変美しいのですが、その神をも恐れぬ慢
心がアテナの怒りを買い、アラクネは蜘蛛の姿に変えられてしまいました。
さて、現代。インターネットの普及は、利便性とともにその影に潜む様々な脅威をもたら
しています。今回のIPAの調査では、自分の知識を過信している人ほど思わぬ危険なワナ
に引っかかりやすい傾向にあることが明らかになりました。知らず知らずのうちに忍び寄
るネットの世界の危険は、
まるで四方八方に張り巡らされた蜘蛛の巣。
「自分だけは大丈夫」
という自信が、その糸を引き寄せているかも知れません。
「IPA NEWS Vol.2」をお読みいただきありがとうございました。

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。

