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2013年 10月・11月のトピックス
iパス・情報処理技術者試験、情報セキュリティに
関する出題を強化！
「こんな人材に育って欲しい！」産業界が
求める人材の育成・評価ガイドを公開
J-CSIP（ジェイシップ）の活動報告を公開
オフィス機器にもセキュリティ対策が必要です！
高信頼なコンシューマデバイスの開発方法論、国際
標準化へ一歩前進
他分野との情報交換をスムーズに！「共通語彙基盤」
構築プロジェクトがスタート
主要分野から

セキュリティ特集

NEWS & TOPICS

October

10月の活動内容

情報処理技術者試験センター

iパス・情報処理技術者試験、情報セキュリティに関する出題を強化！
iパス（ITパスポート試験）をはじめとする情報処理技術者試験の出題構成の見直しについて（2013 年 10 月 29日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20131029.html
近年、インターネットの普及やスマートフォンなどの急
速な利用の拡大、企業・組織を狙った標的型サイバー攻撃
の増加などによって、情報セキュリティの重要性が一層高

試験区分

主な出題の見直し内容
・情報セキュリティに関する出題比率を拡大
・ITシステム開発寄りの出題比率を低下
・分野別出題数の変更
（マネジメント系：23問→18問、テクノロ
ジ系：37問→42問）

基本情報技術者試験
応用情報技術者試験

■午前試験
・情報セキュリティに関する出題比率を拡大
■午後試験
・情報セキュリティの問題を選択から必須に
変更

高度試験

■全区分
・午前Ⅰ試験（共通知識）において、情報セ 平成26年度春期
キュリティに関する出題比率を拡大
試験から適用
■ITストラテジスト試験（ST）、プロジェク
トマネージャ試験（PM）
・午前Ⅱ試験の出題範囲に、情報セキュリ
ティを追加
■ST、PM以外の試験区分
・午前Ⅱ試験において、情報セキュリティに
関する出題比率を拡大

（ITパスポート試験）

まっています。
しかし、その一方で情報セキュリティ人材は不足してい
る状態であり、国民全体のITリテラシー向上と、情報セキュ
リティ人材の発掘、育成、活用が急務となっています。
そこで IPAは、これらへの具体的な施策のひとつとして、
i パスほか情報処理技術者試験の全試験区分を対象に、平成

適用時期

iパス

26 年度より情報セキュリティに関する出題の強化・拡充を
実施します。
特に、幅広くITを利活用する社会人を対象としたiパスで
は、情報セキュリティ分野の出題比率を大幅に高めること
で、情報セキュリティに関する基礎知識の習得による、国
民全体のITリテラシーの底上げを図ります。

平成26年5月7
日以降の試験か
ら適用

主な見直し内容や適用時期の詳細は右のとおりです。

セキュリティセンター

イノベーション人材センター

J-CSIP（ジェイシップ）の活動報告を公開

「こんな人材に育って欲しい！」産業界が
求める人材の育成・評価ガイドを公開

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）運用状況
［2013年第3 四半期（7月～ 9月）］
（2013年10月25日）
http://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/index.html

「産学連携実践的講座構築ガイド」に「評価基準編」を追加
（2013年10月18日）
http://jinzaiipedia.ipa.go.jp/it_platform/couchiku_guide
IPAは、昨年 3 月に公開した「産学連携実践的講座構築ガ
イド」に、産業界が求めるIT人材の実践力育成への指標を提
言した「評価基準編」を追加し、10 月18 日（金）に公開し
ました。
本ガイドは、産学連携による実践的講座を計画・実施・
評価するためのノウハウ・ガイド集で、今回追加した「評価
基準編」では、実践的講座で学生に修得させたいコンピテン
シー（コミュニケーション力や問題解決力などの行動特性）
の育成・評価モデルを産業界・教育界の有識者で策定した

IPAは、2013 年第 3 四半期の「サイバー情報共有イニ
シアティブ（J-CSIP）
」の活動内容をまとめ、10月25日（金）
に公表しました。
本四半期では、ガス業界 SIGに 6組織が追加となり、全
参加組織数は45 組織となりました。また、内閣官房情報セ
キュリティセンター（NISC）が事務局を務めるセプターカウ
ンシルとの情報連携の運用を開始しました。
本四半期の活動では、参加組織から95 件の情報提供を受
け、そのうち標的型攻撃メールとみなしたものは61件で、
IPAによる調査分析の結果は次のとおりとなっています。

ものです。本ガイドの活用により、教育機関での実践的な

メール送信元地域別割合

教育が拡大することを期待します。

（2013年7～9月）
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図2－1 産業界（IT企業）と教育界の教育重視項目比較（IT人材白書2013より抜粋）
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November

11 月の活動内容
セキュリティセンター

オフィス機器にもセキュリティ対策が必要です！
複合機等のオフィス機器をインターネットに接続する際の注意点（2013 年 11 月 8 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20131108.html
近年、オフィスなどに設置されるコピー機は、ファクス

効にし、データへのアクセス時に ID、パスワードなどの認

やスキャナー、ファイルサーバーなど多様な機能を備えた

証を求める運用にする」などがあります。

「複合機」と呼ばれ、インターネットへの接続機能を備えて

オフィス機器も、インターネットに接続することで新た

いるものも増えています。

な危険性が生まれることがあります。これらを単なる事務

複合機には、読み込んだデータを蓄積したり、ネットワー

用品とみなさず、適切なセキュリティ対策を行い、安全に

ク内でそれらのデータを共有したりする機能があるため、

使うことが大切です。

セキュリティ対策を施さずにインターネットに接続すると、
公開してはいけない情報が第三者に閲覧されてしまう危険

内部ネットワーク

外部ネットワーク（インターネット）

性があります。

適正な利用者だけを通過

ネットワーク上でのセキュリティ対策としては、
「必要性

内部データ

データ閲覧や保守

がない限りオフィス機器を外部ネットワークに接続しな

秘

外部からの利用者や （1）ネットワーク上
の対策
ベンダーの保守員

い」、
「外部ネットワークに接続する場合は、原則ファイア

適切な認証

ネットワーク機器
で通信制限

ウォールを経由させ、許可する通信だけに制限する」など

オフィス機器

データ閲覧や管理機能
へのアクセス

があげられます。

機器の設定で
アクセス制限

また、オフィス機器での対策としては、
「管理者パスワー

（2）オフィス機器の対策

ドを出荷時のものから変更する」、「アクセス制御機能を有

悪意ある第三者

ソフトウェア高信頼化センター

ファイアウォール

国際標準推進センター

高信頼なコンシューマデバイスの開発方法論、
国際標準化へ一歩前進
「日本のすり合わせ開発と融和性の高い開発方法論の国際規
格の提案」を発表（2013 年 11月 20 日）

他分野との情報交換をスムーズに！「共通語
彙基盤」構築プロジェクトがスタート
「共通語彙基盤」構築プロジェクトがスタートしました
（2013 年 11 月 20 日）

http://www.ipa.go.jp/about/press/20131120.html

https://www.ipa.go.jp/osc/20131120.html

IPAでは、くらしと社会を支える情報処理システムの信頼

官民にわたる多くの組織がオープンデータを活用し、分

性向上に向けた取り組みの一環として、産官学の有識者に

野を超えた情報交換を行うには、個々の単語について表記・

集まっていただき、自動車やスマート家電など、一般消費

意味・データ構造を統一し、互いに意味が通じるようにす

者が利用する機器「コンシューマデバイス」の開発方法論の

る必要があります。そのための仕組みとして、IPAは、現在「共

国際標準化を目指しています。この度、これらの機器の信

通語彙基盤」の構築を進めています。

頼性を保証するための開発方法論を国際標準化団体 OMG

IPAでは、行政で扱われるデータの組み合わせや横断的

（※）へ標準化に向け提案したことを発表しました。

利用を容易とする共通の語彙の基盤構築に取り組むため「情

本提案は日本が得意とする開発手法のすり合わせ開発と

報連携用語彙データベースの開発・実証」を実施します。そ

融和性が高く、標準化によりコンシューマデバイスの信頼

の第一歩として概念モデルの構築のための「DBプロジェク

性向上だけでなく、日本の国際競争力強化も期待されます。

ト」と「ツールプロジェクト」という2つの事業について実
施予定企業が決定し、語彙の共通化への土台づくりが本格

（※）OMG（Object Management Group）：国際的な標準化団体、本部は米国マサチューセッツ州。
高信頼なシステムの構築に関連する SysML（モデリング言語）、SACM（構造化保証ケース）など
の規格が規定されている。

的にスタートしました。
構造、意味、表記の共通化

日本流のすり合わせ開発による品質作り込み
異なったコンシューマ
デバイス間での保証す
る枠組みの共有化も

ディペンダビリティを
保証する体系的な枠組み

システム
要求定義

検証と
妥当性確認

システムアー
キテクチャ設計

モデルを使用した素早い
繰り返しによる作成と検証

ソフトウェア
開発

開発方法論として国際標準化

提案

コンシューマデバイスのさまざまな
利用シーンを想定したシステム開発

ハードウェア
開発

例えば、
「融資」や「貸付」など、同じ意味の情
報で共通管理できなかった用語を管理。電子的
な公開や交換の際に、内容が正しく伝わるよう
にする。
1. 情報の構造に一貫性を持たせ、
2. 用語の意味を明確にし、
3. 用語の統一化・用語間の関連性の
明確化を図る

(例)施設ドメイン
広範かつ正確で即時性の
高い施設情報連携

地理空間・
施設
博物館
乗物
ひと

コア

語彙
建物

IPA の役割
・情報連携用語彙 DB の構築
・DB 活用のためのツール類構築

ドメイン（分野）

駅

移動・
交通

もの
施設
避難所

財務

防災
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主 要 分 野 から

I P A の セキュ

セキ ュリ ティ特集
情報家電セキュリティ
進化する家電製品にご注意！便利さの裏に危険な落とし穴 !?

どはいろいろなところでセキュリティの必要性が叫ばれていま
すが、これらの家電製品については、どうなのでしょうか？

でいきます。
情報家電におけるセキュリティ対策 検討報告書
http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/electronic/

情報家電に関するセキュリティ侵害の報告は意外に古く、

情報家電における脅威の全体像

2004 年にはハードディスク付 DVD レコーダーが攻撃者に悪

家

用されたケースがあります。これは、テレビとだけ繋がってい
た機器がネットワークに繋がったことで起きた事例です。

デジタルテレビ
（DTV）
の
各機能

2013 年 5 月に施行された「電気用品安全法」の改正により、
エアコンなどの家電製品は、外部から通信回線を利用した電源

家電機能
(AV機能部）

パソコンを介した家電製品の操作性向上が期待されますが、そ
攻撃対象に含まれていくことが懸念されます。そのため、情報

家庭用ルータ

PC機能
設定不良 （情報機能部）
不正設定

操作ミス
不正利用
ウイルス感染

家電のセキュリティ技術はより重要になっていくと考えられま

内蔵ドライブ

す。
IPA では、家庭内の情報家電における脅威やそれに対する有

聴

ネットワークケーブル

の切り替えが自在になりました。これによりスマートフォンや
の半面、今後、ネットワークと密に関わる家電製品が攻撃者の

庭
盗

無線LAN
WiFi接続

インターネットへ

「情報家電」が増えています。スマートフォンやタブレットな

込み機器のセキュリティ向上に向けての調査・検討に取り組ん

ネットワークケーブル

インターネットなどのネットワークに接続できる家電製品

内蔵HDD

家庭内の他の機器（例）

効な対策をまとめたガイドのほか、情報家電のセキュリティに

外部ﾒﾃﾞｨｱ

情報漏えい

ビデオ

聴

汎用 I/F

ウイルス感染

パソコン

盗

ウイルス感染

不正アクセス

無線LAN
WiFi接続

DoS攻撃

デジタルカメラ ライブカメラ

ゲーム機

関する調査結果を公開しています。今後も情報家電を含めた組

国際的な政府調達の動向
政府調達向けの IT 製品、セキュリティ要件の統一でより安全に
不正アクセスや標的型攻撃メールなど、多様化するセキュリ
ティ脅威から政府機関のデータや情報を守るためには、政府機
関が調達する IT 製品のセキュリティ要件の策定とその検証が
重要です。IT 製品のセキュリティ機能を高めつつ、市場の国際
化に対応し、政府調達の効率化を目指すには、従来、各国が独

ながら、国内外との調整、具体的な試案の提供などを行い、リー
ダーシップを発揮していきます。
「IT セキュリティ評価及び認証制度等に基づく認証取得製品リスト」の公開
http://www.ipa.go.jp/security/cc-product/index.html

政府調達向け IT 製品のセキュリティ要件の統一

自に策定していたセキュリティ要件の統一が不可欠です。

これまで

今後

このような背景のもと、昨年９月、日本や欧米を中心に世界
要件

26 カ国が市販の IT 製品を調達する際のセキュリティ要件を共
同で策定する方針に合意しました。今月以降、各国が政府調達
で使用するセキュリティ要件を、それぞれの製品分野において
製品ベンダー、評価・認証・政府機関等が集まり、共同で策定
していきます。
最低限必要なセキュリティ機能の定義と、それらの機能を実
証するテスト方法や範囲を世界共通とすることで、各国の製品
評価の知見集結による製品調達の安全性向上、政府調達に際し

要件

要件
要件

統一要件

要件
要件

想定されている技術分野
デジタル複合機

ネットワークデバイス、
ファイアウォール

USB ポータブル
ストレージデバイス

ての評価・認証済IT製品の国際的な比較、また、ベンダー側では、
調達者ごとでなく共通要件に応じた製品の開発が可能になりま
す。
IPA はこの共同策定にあたり、関係する各機関と情報共有し
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データベース

モバイル端末
（VoIP アプリ）

！
質濃い
しつ

ュリティ 活 動 は 、
技術研究組合

こ

制御システムセキュリティセンター（CSSC）のご紹介！
※セキュリティ上の事故や不正アクセス

今、制御システムが抱える問題・・・

※

制御システムのセキュリティインシデントの増加

電力・ガス・水道・交通… 私たちの生活の基盤とな
る重要インフラを支える技術「制御システム」。従来は独
立した環境や固有の仕様で運用することがほとんどでし
たが、昨今では、効率性・生産性向上のために外部ネッ
トワークへの接続や一般的な情報システム OS の利用が増
えたことで、情報システムと同様の被害を受ける危険性
が高まりつつあります。

ICS-CERTのインシデントレスポンス報告件数
（2009年～2011年）

分野別インシデント報告割合（2011年）

200
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198

100

1%
1%

政府関連設備

6%

重要製造業

50
0

その他
商業施設

9

41

2009

2010

複数該当
25%

水道
41%

0.1%

化学

5%

原子力

5%

2011 年

エネルギー
16%

（2013年5月末（10月～翌5月）まででは204件が報告されている）
米国国土安全保障（DHS）の産業制御システムセキュリティ担当機関（ICS-CERT）の報告書より

2012年3月、制御システムの安全性を高める研究開発を推進する
官民連携による組織 「技術研究組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）」が発足
技術研究組合制御システムセキュリティセンター
CSSC - Control System Security Center-

2012年3月5 日
設立

CSSC東北多賀城本部

東北多賀城本部（TTHQ）/ 東京研究センター（TRC）
http://www.css-center.or.jp/index.html
制御システムのセキュリティ確保のため研究開発、制御機器の認証、普及啓発、
各システムのセキュリティ検証などの事業を遂行
主な組合員
・アズビル株式会社
・株式会社日立製作所
・横河電機株式会社
・三菱重工業株式会社

・森ビル株式会社
・オムロン株式会社
・株式会社東芝
・国立大学法人電気通信大学
・株式会社三菱総合研究所 ・独立行政法人産業技術総合
研究所
ほか
・富士電機株式会社

IPAは2012年4月に加入

2013年12月現在

CSSC が誇る
サイバー演習用模擬プラント

エントランス

全 23 社

模擬プラント室

CSSC が所有する制御システムの特徴的な機能を搭載した模擬プラント。シナリオに基づい
たデモンストレーションやサイバー演習が行えます。これにより、マルウェアによるシステム
トラブルが起きないようにする対策や、トラブルが起きた場合の対処法などを検証できます。

●ビル制御システム （ビル内の電力、空調、ネットワーク等の管理システム）のデモンストレーション例
照明系統システム
毎日定刻に点灯・消灯するよう設定されている

!

事態を解決するため、現場職
員がインターネットでマニュ
アルをダウンロード
（このマニュアルにマルウェ
アが潜伏）

別のところで空調
管理のバルブ故障
が発生

排水・下水プラント

■

ガスプラント

■

組立プラント

■

広域制御

■

火力発電所訓練
シミュレータ

CSSCの取り組み

（スマートシティ）
■

化学プラント

ビル全体の照明点灯スケ
ジュールが書き換えら
れ、ビル内が大混乱に

洗い出した課題は、
このデモンストレーションから導き出せる制御システムセキュリティの課題
システム開発や人材育成
・外部ネットワーク設定の見直し
を行う上での参考するこ
・現場職員のセキュリティ意識の向上 など
とができる

模擬プラントは
全部で7種類！
■

ダウンロードしたファイルを経由し
て制御システムがマルウェアに感染

日常生活を影で支える制御システムにトラブルが起きれば、そ
ビル制御システム

このほか各プラントにて、それぞれのデモンストレーションが可能。サイ
バー攻撃の攻防を実演できるシステム構築も計画中です。模擬プラントの
見学は随時受付中！

れは、私たちの生活に多大な被害を及ぼします。
CSSCでは、これらのデモンストレーションのほか、セキュリ
ティインシデントの共有・分析、認証制度の整備など、制御シス
テムの安全性向上に向けての業務に取り組んでいます。
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解 け る か な !?

過去 問題
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！
23特別 問9

ス ト ラ テ ジ

問

データマイニングの事例として，適切なものはどれか。
ア：ある商品と一緒に買われることの多い商品を調べた。
イ：ある商品の過去 3 年間の月間平均売上高を調べた。
ウ：ある製造番号の商品を売った販売店を調べた。
エ：売上高が最大の商品と利益が最大の商品を調べた。

マ ネ ジ メ ン ト 25秋期 問38

問 内部監査として社内で実施したシステム監査の結果を踏まえて行われる改善活動のうち，システ

ム監査人が実施するものはどれか。
ア：改善実施計画書に基づいて個々の改善を実施する。
イ：改善実施計画書を承認する。
ウ：改善実施事項を決定して改善実施計画書を策定する。
エ：改善実施状況を把握してその改善結果を評価する。
25秋期 問77

テ ク ノ ロ ジ

問 マルウェアの説明として，適切なものはどれか。
ア：インターネットから社内ネットワークへの不正侵入を検知する仕組み
イ：コンピュータウイルス，ワームなどを含む悪意のあるソフトウェアの総称
ウ：ネットワークを介し，コンピュータ間でファイル共有を行うソフトウェアの総称
エ：話術や盗み聞きなどによって，社内の情報を盗み出す行為

正解：

ス ト ラ テ ジ

ア

マネジメント

エ

テ ク ノ ロ ジ

イ

情報処理技術者試験、受付開始！
国家試験

平成２６年度春期

情報処理技術者試験

ITエンジニアという選択

情報処理技術者試験センター

坂本

寛

I n f o r m a t i o n - Te c h n o l o g y E n g i n e e r s E x a m i n a t i o n

受付
期間

インターネット

（金）
20時
1/14（火）～ 2/21
平成26年

郵 便

1/14（火）～ 2/10（月）有効
平成26年

消印

団体経由申込み（インターネット・郵便）

1/14（火）～ 2/10（月）
平成26年

いよいよ1月14 日（火）から平成 26 年度春期情報処理技術者試験の申込受付を開始しました。情報
処理技術者試験は、IT エンジニアとしてのスキルを証明できる試験として、現役の IT エンジニアだけ
でなく、これからIT エンジニアを目指す学生にもご活用いただいている国内最大規模の国家試験です。
ところで、皆さまは、この IT エンジニアという職業にどのようなイメージをお持ちでしょうか。
IT社会は、多くの人がつながり、新たなサービスが生まれ、より豊かなものへと日々進歩しています。
これには、新しいアイデアや IT技術の進化を現実のものに変えていく ITエンジニアという人々の力が
大きく関係しています。
IT エンジニアは、世界を変える可能性や社会を支える大きな使命を持った「やりがい」のある熱い職
業です。私もIPAに勤める前は、10年間 IT エンジニアとしてさまざまな開発プロジェクトに携わって

実 施 する試 験 区 分

きましたが、課題を乗り越えた時の達成感や、無事に本番稼働を迎えた際のメンバーとの一体感など

基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
プロジェクトマネージャ試 験

は代え難い経験として記憶しています。

データベーススペシャリスト試 験
エンベデッドシステムスペシャリスト試 験
情 報セキュリティスペシャリスト試 験
システム監 査 技 術 者 試 験

試 験 実 施日

平成26年

今回のパンフレットには、ITエンジニアの魅力と熱い想いを込めました。もし、この仕事の素晴ら

4/20

（日）

w w w. j i t e c . i p a . g o . j p

しさを感じていただけましたら、IT エンジニアという「選択」へ向けた決意の第一歩として、ぜひ、情
報処理技術者試験にトライしてみてください。

［申込締切］団体経由：2月10日（月） 個人（インターネット）
：2 月 21日（金） 詳細はこちら ▶
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http://www.jitec.ipa.go.jp/

情報セキュリティ毎月の呼びかけ

10
11

月

月

「インターネットサービス利用時の情報公開範囲の設定に注意！ 」

の呼びかけ

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/10outline.html

「SNS の友達申請に注意！」

の呼びかけ

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/11outline.html

情報セキュリティ安心相談窓口はこちらから

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

主なイベント・セミナー情報

職 員 コ ラ ム
セキュリティセンター

加賀谷

調査役

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。

伸一郎

「情報セキュリティ安心相談窓口」のご紹介
皆さんは、パソコンや携帯電話、スマートフォン、
インターネットを使っていて、何かしら疑問に思っ
たり不安を感じたりしたことはありませんか？そし
て身近にパソコンやインターネット、セキュリティなどIT技術に詳し
い人がいて、気軽に質問できたらなぁ～と思ったことはありません
か？実は、そんな便利な窓口が IPAにあるんです。ご存知でしたか？
IPAでは、どなたでも気軽にITに関する相談ができる、
「情報セキュ
リティ安心相談窓口」を開設しています。
「うまく説明できるだろう
か…」「こんな簡単なことを聞いたら怒られるかな…」
「IPAに関係
あるか分からないけど、聞いても大丈夫だろうか…」などという心配
は無用です。まずは何でも聞いてみてください。
最近では、
「請求画面が消えない！」や「有料サイトに勝手に登
録された！」などの、いわゆる「ワンクリック請求」に関する相談も
たくさん寄せられます。そんな場合でも、経験も技術知識も豊富な
スタッフ陣が、やさしく対応します。お名前などをお聞きすることも
ありませんし、相談料金はいただきません（電話料金は掛かります、
すみません）
。IPAでは対応できない内容の場合は、できる限り適切
な他の窓口などを紹介するよう努めています。
「専門家と直に話をし
てみたい」、という上級者からのお問い合わせも大歓迎です。お問
い合わせいただく際は、まずはIPAのウェブサイトにある「よくある
相談と回答（FAQ）
」をご参照いただくことをお勧めしています。
たった一本の電話相談による情報提供が、国民全体に向けての
注意喚起情報発信につながることもあります。IPAは、みなさんか
らのご相談や情報提供をお待ちしております。まずは、お気軽にご
連絡ください。
【IPA 情報セキュリティ安心相談窓口】
よくある相談と回答（FAQ）：
http://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html
相談窓口電話番号：03-5978-7509
（平日の10:00～12:00および13:30～17:00）
相 談 窓 口 F A X：03-5978-7518
相 談 メール 窓 口 ：anshin@ipa.go.jp

●情報セキュリティ、何からやればいいの？ そんな方にオススメ！

「5 分でできる！情報セキュリティポイント学習」
1テーマ 5 分で情報セキュリティが学べる学習ツール。職場で起こり
がちなセキュリティ事例を疑似体験することで正しい対処法を簡単に学
ぶことができ、多くの組織で社内研修などにご利用頂いています。オン
ライン版も絶賛公開中！
検索

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/5mins_point/index.html

「IPA NEWS」ウェブページ版はこちら

http://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html
次号「IPA NEWS Vol.9」は 3 月中旬発行予定です。

編集・発行

Vol.8

発行日

平成26年1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/
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ソフトウェア高信頼化センター

■Software Japan 2014【出展】
［日時］2月4日（火）9:30～18:30
［会場］タワーホール船堀（参加費:無料）
イノベーション人材センター

■セキュリティ・キャンプフォーラム2014
［日時］2月15日（土）13:00～18:00
［会場］御茶ノ水ソラシティ sola city Hall［WEST］ 定員130名（参加費:無料）
セミナー
セキュリティセンター
■インターネット・スマートフォンに関する情報セキュリティセミナー
［日時］2月4日（火）18:30～20:00
［会場］崎陽軒本店6F会議室 1号室 定員約100名（受講料:1,000 円）
ソフトウェア高信頼化センター

■対象を如何にモデル化するか?（VDM++入門）

～仕様のモデル化の極意を教えます!!～

［日時］2月 4日（火）10:00～17:30
2月12日（水）10:00～17:30
［会場］IPA 13階会議室 定員30名（受講料:2,000円 /1日）
■モデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）

～ MBSE導入のポイントと、ロボット開発適用事例の紹介～

［日時］2月14日（金）13:00～17:00
［会場］IPA 13階会議室 定員90名（受講料:2,000円）

3 月 March
イベント
ソフトウェア高信頼化センター

セキュリティセンター

■SECURITY SHOW
［日時］3月4日（火）～7日（金）10:00～17:00（7日（金）は16:30 まで）
［会場］東京ビッグサイト（参加費:2000円（当日券）、Webサイト事前登録者は無料）
イノベーション人材センター

■第2回未踏シンポジウム
［日時］3月14日（金）14:00～16:30
［会場］東京都内（秋葉原を予定） 定員120名（参加費:無料）

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。

「IPA NEWS」定期送付のお申込み、送付先の変更・送付中止は、こちらの
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 ／ 03-5978-7510（FAX）

新年、明けましておめでとうございます。

編 集 後 記

IPA NEWS

2月

■第8回要求シンポジウム【共催シンポジウム】
［日時］3月3日（月）13:30～18:00
［会場］豊洲センタービル36Ｆカンファレンスルーム（参加費:無料）

IPA オ ス ス メ 便利ツール

5分でできるポイント学習

イベント

2014 年最初の「IPA NEWS」は、毎年 2 月のセキュリティ月間を迎えるにあたって、セキュリティ特集をお
届けしました。今回は、私たちの生活を影で支えるための活動にもスポットを当ててご紹介しています。IPA の多
方面からの情報セキュリティ活動を知っていただくことで、皆さんご自身のセキュリティ意識と向き合うきっかけ
になれば･･･、そんな思いを込めて作りました。
世の中がITで豊かになる傍らで、人材育成も含めた情報セキュリティの対策は、ますます不可欠になっています。
「細く、長く」なんて遠慮はせず、「太く、長く、しつこい（質濃い）」活動に、今年も IPA は邁進していきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。「IPA NESWS Vol.8」をお読みいただきありがとうございました。

