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必要なのはセキュリティ対策だけじゃない!?
問われるネット利用者の情報モラル！
「伝えよう、情報モラル」過去最多の応募作品
数33,335点から珠玉の名作50点が決定！
新しい時代の人材育成に向けて‒
スキル標準活用のためのカンファレンスを開催
ちゃんと把握できていますか？組織でのセキュリティ
パッチ適用状況、全体の48％が未確認！
SEC journal論文賞、4年ぶりの最優秀賞選出！
システム・ソフトウェアの安全性に関する
幅広い知見をご紹介！SEC 特別セミナー、
大盛況のうちに閉幕
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December

12月の活動内容

セキュリティセンター

必要なのはセキュリティ対策だけじゃない!? 問われるネット利用者の情報モラル！
「2013 年度 情報セキュリティに対する意識調査」報告書を公開（2013年12 月19 日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20131219.html

他人の個人情報やプライバシー情報の公開経験

パソコンやスマートフォンなどの普及に伴い、誰もが自
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ウイルス感染による情報の不正利用や漏えいが問題となっ
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ました。本調査では、スマートデバイス利用者も調査対象に、
情報セキュリティ対策の実施状況や情報発信の際の意識、

セキュリティセンター

「伝えよう、情報モラル」過去最多の応募作品
数33,335点から珠玉の名作50点が決定！
IPA 情報セキュリティ標語・ポスター・4コマ漫画コンクール
第9回受賞作品決定（2013年12月5日）
http://www.ipa.go.jp/about/press/20131205.html
IPA は、
「第 9 回 IPA 情報セキュリティ標語・ポスター・
4 コマ漫画コンクール」の受賞作品50点を決定し、授賞式
を 12 月 7 日（土）にアキバプラザで行いました。
今回の応募作品数は、標語26,198点、ポスター 2,814
点、4 コ マ 漫 画 4,323点 の
合計 33,335 点となり、過去
最多を記録した前回の応募件
数をさらに上回る結果となり
ました。
受 賞 作 品 は、下 記URLか
らご覧いただけます。また、
作品パネルの無償貸し出しも
行っています。

「第9 回 IPA 情報セキュリティ標語・ポスター・4 コマ漫画コンクール」
http://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2013/
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「情報セキュリティの倫理に対する意識調査」を初めて行い
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PC：パソコン

脅威に対する意識調査」について、今回は従来の調査に加え、
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IPA は、2005 年から実施している「情報セキュリティの
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対策の実施が必須なだけでなく、利用者自身の「情報倫理観」

えで、他人の個人情報やプライバシー情報を本人の同意な
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学校名、など）、年齢など
の本人に関わる情報
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り、インターネットの利用に際しては、情報セキュリティ

「友人や知り合いしか見ないだろうから」といった安易な考
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ルネットワークサービス）へ投稿する行為が社会問題とな

調査の結果、
「共通の友人に状況を伝えたかったから」や、

35.3

スマートデバイス

26.5

20
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ています。また昨年は、悪ふざけの様子をSNS（ソーシャ

法令遵守に関する意識などを調査しました。

パソコン
29.6

他人の個人情報を公開した理由
（他人の個人情報を本人の同意を得ずにインターネット上に公開したことがある経験者を対象に調査）
第1位

「共通の友人に状況を
伝えたかったから」

PC：42.0%
SD：57.3%

第2位

「友人や知り合いしか
見ないだろうから」

PC：23.3%
SD：31.8%

第3位

「これくらいなら許してもら
えるだろうと思うから」

PC：22.1%
SD：22.5%

「特定のメンバーに限定されたページへの
投稿なので問題ないと思ったから」
リスクを意識している利用者は、PC・SDともに約16％

情報の共有やインターネット公開
へのリスク意識、個人情報・プラ
イバシー保護の倫理観が乏しいこ
とが明らかに
SNS 等への投稿の際は・・・

「投稿したものは誰が見るか分からない」、「消す
ことが困難である」というリスクを考えたうえで、
情報の内容・公開範囲の確認を十分に行うことが
大切です。

HRD イニシアティブセンター

新しい時代の人材育成に向けて ‒ スキル
標準活用のためのカンファレンスを開催
「スキル標準ユーザーズカンファレンス2014」を開催
（2013年12月6日）
http://www.ssug.jp/event/conference_2014/
IPAは、特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会と共
催で、「スキル標準ユーザーズカンファレンス 2014」を
12月6日（金）に目黒雅叙園で開催しました。
本カンファレンスでは、「乗り遅れるな！新しいスキル標
準と次世代人材のエッセンスはここにあり」をテーマとし
て、スキル標準に関する多様な事例や最新動向が紹介され、
IPAは CCSF（共通キャリア・スキルフレームワーク）の概
要や活用方法、福岡地区での企業導入・運用事例、また、
プロフェッショナルコミュニティの活動成果の紹介などを
行いました。

NEWS & TOPICS
1 月の活動内容
セキュリティセンター

January

ちゃんと把握できていますか？組織でのセキュリティパッチ適用状況、全体の48％が未確認！
「2013 年度 情報セキュリティ事象被害状況調査」報告書を公開（2014年1月 27日）

被害状況調査

http://www.ipa.go.jp/about/press/20140127.html
近年、組織の情報を狙ったサイバー攻撃が巧妙になって
きており、特定の企業や国家機関を狙い撃ちする標的型攻
撃も発生しています。IPAは、最新の情報セキュリティ関連
の被害実態や対策の実施状況等を把握し、適切な情報セキュ

セキュリティパッチ適用の有無
わからない
3.9%

（N=1,881）

無回答 2.1%

ほとんど適用していない
10.0%
常に適用し、
適用状況も把握している
36.0%

リティの普及・啓発活動を推進するため、毎年「情報セキュ
リティ事象被害状況調査」を実施しています。

各ユーザーに適用を任せている
16.7%

本年度調査の結果、情報セキュリティ対策を担う社内体

常に適用する方針・
設定だが、実際の適用状況は不明
31.3%

制の整備が進展したこと、ウェブサイト閲覧によるウイル
ス遭遇率が増加したことが明らかになりました。また、ス
マートデバイスにおいては、技術的な各種セキュリティ対
策を行っているのはわずか30%台と、対策の実施が全体的

セキュリティパッチ適用の有無（従業員規模別）

に疎かになっていることも分かりました。
さらに、セキュリティパッチの適用状況を過去のデータ
と比較すると、セキュリティパッチ適用の重要性は浸透し
たものの、
「常に適用する方針・設定だが、実際の適用状況
は不明」
、
「各ユーザーに適用を任せている」といった、実際
の適用状況までは確認していない割合が全体の48%とな
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り、適用状況を把握することの重要性までは理解が進んで

常に適用し、適用状況も把握している

ほとんど適用していない

いないことが分かりました。

常に適用する方針・設定だが、実際の適用状況は不明

わからない

各ユーザーに適用を任せている

無回答

ソフトウェア高信頼化センター

SEC journal論文賞、4年ぶりの最優秀賞
選出！
2013 年 SEC journal 論文賞の受賞論文を発表
（2014 年 1 月 17 日）
http://www.ipa.go.jp/sec/secjournal/paper_award.html
IPA では、季刊誌「SEC journal」を通じてソフトウェア
開 発 現 場 で 役 立 つ 論 文 を 募 集 し、優 秀 な 論 文 へ は SEC
journal 論文賞を授与し、表彰しています。
今回の受賞論文は、2013年に投稿された論文の中から、
SEC journal に掲載された全8 編の論文を対象に選出し、
1 月 17 日（金）に「第11 回クリティカルソフトウェアワー
クショップ」内にて授賞式を行いました。今年は最優秀賞、
優秀賞、所長賞がそれぞれ1 編ずつ選出され、特に最優秀
賞については 4 年ぶりの受賞論文選出となりました。各受
賞論文は上記 URL からご覧いただけます。

ソフトウェア高信頼化センター

システム・ソフトウェアの安全性に関する
幅広い知見をご紹介！ SEC 特別セミナー、
大盛況のうちに閉幕
SEC 特別セミナー「Engineering a Safer World
～安全なシステムを実現するための新たなアプローチ
（手法と事例）～」の開催（2014年1月21日）
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20140121.html
システムの高機能化や複雑化に伴い、ソフトウェアの安
全性・信頼性向上が求められています。特に、航空、宇宙、
自動車、医療、鉄道など重要インフラの分野では、継続し
た安全性向上の取り組みが必須です。
IPAは、システムやソフトウェアの安全性に関する第一人
者であるマサチューセッツ工科大学のナンシー レブソン教
授、宇宙機安全開発保証などを行っている有人宇宙システ
ム株式会社の星野伸行氏を講師に迎え、SEC特別セミナー
を開催しました。本
セミナーでは、安全
なシステムを実現す
るための新たな手法
と適用事例などの講
演 を 行 い、約190
名の方に受講いただ
きました。
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主 要 3 分 野 から
分野別 の 取 り 組 み 紹 介
情報セキュリティ

2020 年のサイバーセキュリティ

オリンピックと未来のセキュリティ技術
脅威と対策の全体像

先月、ソチオリンピックが無事に閉幕を迎えました。国の威
信をかけて取り組むオリンピックの裏側では、犯罪やテロに対
してさまざまな対策が取られており、その中には、大会運営や

攻撃者

オリンピック参加者を支える情報システムへのセキュリティ対

・セキュリティ
認証製品導入

策も含まれています。
1964年の東京オリンピックで「3C」と呼ばれる新しい製品

・金融システム
へのハッキング

・電力管理情報
の改ざん

・車車間通信
の妨害

を活用したさまざまな新しい技術の実現が期待されています。
例えば、再生可能エネルギーの有効活用の一助となる「スマー
トグリッド」や、車載センサーや車車間通信などを利用した「自
動運転」などは、まさに実用化の一歩手前まで来ていると言え
ます。ただし、これらの実現には情報システムや通信ネットワー

・自動車
セキュリティ

・改ざん検知および
復旧体制確保

エネルギー供給

が普及したのと同様に、2020年の東京オリンピックでは、IT

交通

・金

融

交通・金融網

者側、利用者側、あらゆる観点からの検討が必要となります。

・被害の
極小化

・時限的な
帯域制御

一般視聴者
伝達

情報

各種

・オペレータ・システム開発者
の育成

情報システム網

今後、ITと生活がより密接になることで、攻撃者の手口や目
的も多様化してくることが考えられます。IPA は、制御システ

IPAサイバーセキュリティシンポジウム 2014
http://www.ipa.go.jp/about/event/cyber-security2014/index.html

・標的型
攻撃

・脆弱性の作りこみ

ます。そのため、情報セキュリティ上の脅威と対策には、開発

3C：カラーテレビ（color television）
・クーラー（cooler）
・自動車（car）

・報道の
改ざん

重要インフラ網

オリンピック会場

用者が想定しえなかった新しい攻撃が発生することも考えられ

についても、調査・検討に取り組んでいきます。

・専用線の
活用

選手、来場者

クの利用が不可欠であり、その結果、未知の脆弱性や開発・運

ムや重要インフラを含めた未来のシステムの情報セキュリティ

攻撃者

電気、水道等
重要インフラ

・DoS攻撃による
システム停止

攻撃者

オリンピック会場への
サイバー攻撃

●会場の運用管理システムの脆弱性を
狙った攻撃による機能停止や混乱誘発
●電光掲示板の情報改ざんによる
政治的（反政府的）メッセージの流布

安全で高度な情報シス
テムを活用したオリン
ピックに向けての対策

管理者

●サイバー攻撃に対する対応体制（攻撃
準備予知/攻撃検知/対策連携）の整備
●会期照準の長期潜伏や時限作動的な
標的型攻撃の回避/抑止/防御
図中、赤字は脅威、青字は対策を示す

ソフトウェアの高信頼化

高信頼化への取り組み

最新 JIS 規格にも対応！組込みソフトウェアの品質向上のためのルール集を改訂
家電製品や自動車など、私たちの身の回りにはソフトウェア
により制御されたさまざまな機能を持つ機器、
「組込み機器」
があふれています。これらの機器が正しく動作するためには、

も推奨されているため、これらに対応した ESCR はさまざま
な場面での活用が期待できます。
改訂版ESCR［C言語版］Ver. 2.0は、IPA直販や、Amazon

機器本体だけでなく、それを制御するソフトウェアの品質を高

などの書籍販売サイトから

めることが重要です。

ご購入できるほか、4 月に

IPA では、これらのソフトウェアのもととなるソースコード
を作成する際に注意すべき点やノウハウをルール集としてまと

は英訳版のダウンロード
データも公開予定です。

め、
「組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド」
（ESCR）として C 言語版と C++ 言語版の 2 種類を発行してい
ます。
近年、開発現場で使われる C 言語の規格が新しくなったこ
とを受け、ESCR の内容もそれに適応させるべく、このたび
ESCR［C言語版］を改訂しました。
今回の改訂では、C 言語の最新 JIS 規格（C99）に準拠し、
新機能などに対応したほか、ESCR と相互に引用を行ってい
る、欧州組込み業界標準規格（MISRA C）との整合性を見直
しました。MISRA C は、欧州だけでなく日本の自動車業界で

4
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改訂版 組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド［C 言語版］ver.2.0
http://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn13-001.html

I T人材の育成

セキュリティ・キャンプ

「セキュリティ・キャンプ地方大会（セキュリティ・ミニキャンプ）in 沖縄」開催報告
IPAでは、2004年から毎年開催している「セキュリティ・キャ

新たな交流や技術面での気付きが生まれたことが自分たちに

ンプ中央大会」に加えて、情報セキュリティ人材育成に関心の

とって大きな糧になったとの声が、いずれの参加者からも多く

高い地域で「セキュリティ・キャンプ地方大会（セキュリティ・

聞かれました。参加者たちの今後の成長が期待されます。

ミニキャンプ）
」を開催しています。

セキュリティ・ミニキャンプを沖縄で初開催
http://www.ipa.go.jp/about/press/20131115.html

昨年 12 月は、セキュリティ・キャンプ実施協議会、内閣府
沖縄総合事務局と共同で、今回初となる「セキュリティ・キャ
ンプ地方大会（セキュリティ・ミニキャンプ）in 沖縄」を 12 月
21 日（土）
、22日（日）に開催しました。
今回の沖縄地方大会では、事前選考を通過した計20名が「ソ
フトウェア・セキュリティ・クラス」と「ネットワーク・セキュ
リティ・クラス」の 2 クラスに分かれ、専門的な講義のほか、
解析等の実践的な演習を受講しました。
参加者からは、「自分の知識の不足する部分に気づくことが
でき、どの方向で勉強していけば良いか知ることができた。」
「同
年代のセキュリティに興味のある人たちと知り合えたことはと
ても大事にしたい。
」などの感想がありました。
今年度に開催した 2 回のセキュリティ・ミニキャンプでは、

Special Contents

IT × KIDS

IT 社会でガンバっているのは、大人たちだけ？
いえいえ、そんなことはありません。子どもたちだってスゴいんです。
ちょっと注目したい KIDS の活躍を Close Up ！

「IPA情報セキュリティ標語・ポスター・4コマ漫画コンクール」、応募作品数が増加中！
ネット利用者の情報モラルが問題となっている今日。「伝えよう、情報モラル」をテーマに、
IPA が行っている「IPA情報セキュリティ標語・ポスター・4 コマ漫画コンクール」は、昨
年で 9 回目の開催となりました。小学生から高校生までを対象とした本コンクールの
イノウエ セイオオ
応募作品数は、4 年連続で増加中。昨年の応募作品数は、33,335 点で、一昨年の
井上 勢大 くん
過去最多記録をさらに更新しました。応募者のうち、最年少はわずか 7 歳 ! 思
平成 25 年度
わず舌を巻く作品のクオリティの高さに、審査員たちも選考には毎回、頭
秋期情報処理技術者試験
を悩ませるのだとか。
応用情報技術者試験 合格
第 9 回の受賞作品（50 作品）・過去の受賞作品はこちら
http://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2013/sakuhin.html

昨年12月7日
（土）の授賞式
の様子

IPA が年 2 回実施している情報処理技術者試験。
そのうち「応用情報技術者試験（AP）」は、IT エンジニアとし
ての実践的なスキルを問う、合格率約 20％の難関試験です。
平成 25 年度秋期試験では、井上勢大くんが 11 歳で合格し、これま
での AP 合格者の最年少記録を更新しました。iパス（IT パスポート試験）
をきっかけに、情報処理技術者試験に興味を持ったという勢大くん。今回の
結果に一番驚いたのはご本人自身だとか !?
「将来は、プログラム（システム）やウェブなどに関わる分野で活躍したい」と語る
未来の IT エンジニアに、乞うご期待です。
※平成25年度秋期の応用情報技術者試験の合格率は18.5％、合格者平均年齢は28.9歳。

合格率わずか18.5％の難関試験「応用情報技術者試験」に 11 歳が合格！
IPA NEWS Vol.9 2014 March
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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！
ス ト ラ テ ジ

25秋期

問15

問 クラスの学生の8科目の成績をそれぞれ5段階で評価した。クラスの平均点と学生の成績の比較や，

科目間の成績のバランスを評価するために用いるグラフとして，最も適切なものはどれか。
ア：円グラフ

イ：散布図

ウ：パレート図

エ：レーダチャート

マ ネ ジ メ ン ト 23特別 問45

問 プロジェクトマネジメントにおいて WBS を作成する目的として，最も適切なものはどれか。
ア：進捗管理の作業効率を向上する。
イ：成果物とそれを作成するための作業を明確にする。
ウ：品質検証のための基準を明確にする。
エ：プロジェクトの目的を周知する。

テ ク ノ ロ ジ

25秋期

問74

問 ゼロデイ攻撃の説明として，適切なものはどれか。
ア： TCP/IP のプロトコルのポート番号を順番に変えながらサーバにアクセスし，侵入口と成り得る脆
（ぜい）弱なポートがないかどうかを調べる攻撃
イ：システムの管理者や利用者などから，巧妙な話術や盗み見などによって，パスワードなどのセキュ
リティ上重要な情報を入手して，利用者になりすましてシステムに侵入する攻撃
ウ：ソフトウェアに脆弱性が存在することが判明したとき，そのソフトウェアの修正プログラムがベン
ダから提供される前に，判明した脆弱性を利用して行われる攻撃
エ：パスワードの割り出しや暗号の解読を行うために，辞書にある単語を大文字と小文字を混在させた
り数字を加えたりすることで，生成した文字列を手当たり次第に試みる攻撃

担 当 者 か ら 一 言
国家試験「i パス」公式キャラクターイラストコンテストを開催中です！

決選投票
開催中 !!

若者に「もっと i パスを活用してほしい！」
、
「i パスで、日本をもっともっと元気に盛り上げてもら
いたい！」そんな熱い想いを「日本の元気を、i パスで！」というテーマに込めて、IPA では、i パスの
公式キャラクターを募集・決定するイラストコンテストを開催しています。
本誌をお読みいただいている皆さん、もうご覧いただけたでしょうか？まだご覧になっていない方
は、ぜひ IPA 特設ページをチェックしてみてください。日本の活力につながるようなキャラクターた
ちがたくさん集まっています。必見です！
そして、先日、多数の応募作品の中から、厳正なる審査を経て、i パスの公式キャラクターとして
期待される大変素敵な作品（10 点）を選出しました。現在は、皆さんに i パスの公式キャラクターを
決定していただく「決選投票」を開催中です。1日1回、誰でも投票が可能。最も得票数の多い作品が、
i パスの公式キャラクターに選ばれます。期日は 3 月 21 日（金）まで。どんなキャラクターに決まる
のか、IPAの職員一同、大変楽しみにしています。皆さんからの熱い一票を、心よりお待ちしています。
i パスの公式キャラクターと一緒に、iパスで日本を元気に盛り上げていきましょう！！
国家試験「iパス」公式キャラクターイラストコンテスト
http://www.jitec.ipa.go.jp/contest/
IT 人材育成企画部
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正解：

ス ト ラ テ ジ

エ

マネジメント

イ

一家

雅彦

テ ク ノ ロ ジ

ウ

情報セキュリティ毎月の呼びかけ

12
1

月

月

一般利用者向け：「“ただ乗り”を するなさせるな 無線 LAN」

の呼びかけ

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/12outline.html

「 おもいこみ 僕は安全 それ危険 」

の呼びかけ

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/01outline.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
ソフトウェア高信頼化センター

松本

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。

所長

隆明

安心を確保しつつ競争優位を目指す
国際標準化活動に貢献
私たちが日ごろ安心して食品を口にすること
ができるのは、その品質に関する製造方法や
管理方法がきちんと定められ、製造・流通業者がそれを守って
いるからです。ソフトウェアも同様に、その作り方や評価方法を
共通に定めてそれに従うことで、一定レベル以上の品質を確保
でき、安心してそのソフトウェアを使うことができます。その共
通の決まりを国際的に通用するようにする活動が、国際標準化
です。
ITシステムにおけるソフトウェアの重要性が高まるにつれ、IT
分野の国際標準を定める組織 ISO/IECでは、ソフトウェアに関
する標準化の議論が活発化しています。自国の提案が国際標準
になれば、普段のやり方を変えることなく、グローバルな環境で
関連ビジネスを進められるようになるため、国際競争の面で有利
になります。
ソフトウェア高信頼化センターでは、安心して利用できるソフ
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
た成果の国際標準化活動も行っています。このたび、2 件の国
際規格策定に関し、IPAの専門委員 2 名の貢献が認められ、情
報処理学会 情報規格調査会から表彰されました。
ここに至るまでには国内における数々の議論を取りまとめると
ともに、私たちの提案の必要性と妥当性を国際的にも認めても
らうなど多くの苦労がありました。しかし、今回の国際標準の決
定と、その結果が認められての受賞は、私たちの活動が国際的
にも認められた成果となったと実感しています。
“日本発の安心なソフトウェアを世界へ。”IPAでは今後も、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。
【国際規格開発賞

●ISO/IEC TR 33014:2013：
ソフトウェア開発プロセスの評価結果を受けてプロセス改善を進めるためのガイド
（新谷 勝利 専門委員）
▶ http://www.itscj.ipsj.or.jp/soshiki/s_hyosyo/s_w_kaihatsu/s_w_kaihatsu_2013.html

2014 年 1 月発行 Vol.8 の表紙に誤りがございました。
（誤）：2013年 Vol.8
訂正してお詫び申し上げます。

発行日

平成26年3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

編集・発行

ソフトウェア高信頼化センター
■ 共通フレーム2013概説
［日時］4月25日（金）14:00 ～ 16:15
［会場］IPA 13階会議室 定員:80名（受講料:2,000 円）

5月

May

イベント
セキュリティセンター
■ 第11回情報セキュリティ EXPO【春】
［日時］5月14日（水）～16日（金）10:00～18:00（最終日は 17:00 終了）
［会場］東京ビッグサイト（参加費:無料 事前登録制）
セミナー
ソフトウェア高信頼化センター
■ソフトウェア開発定量データ活用の基礎
［日時］5月21日（水）13:30 ～ 17:00
［会場］IPA 13階会議室 定員:80名（受講料:2,000 円）
■【第12回EPM-Xセミナー】定量的プロジェクト管理ツールEPM-X入門
［日時］5月30日（金）15:00 ～ 17:00
［会場］IPA 13階会議室 定員:40名（受講料: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

オスス

メ

BOOK

技術者から経営層まで
ソフトウェア開発に関わるすべての人に役立つ情報をお届け！

「SEC journal」
IPA/ソフトウェア高信頼化センター（SEC）が年4回発行している季刊誌。
を紹介。ソフトウェア業界の動向に鋭く斬り込む「所長対談」も必読です。

SEC journal

検索

http://www.ipa.go.jp/sec/secjournal/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.10」は 5 月中旬発行予定です。
「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）

（正）：2014年 Vol.8

Vol.9

セミナー

April

SECの活動成果のほか、ソフトウェア開発の現場で明日から使える実例や論文

受賞規格】

●ISO/IEC 29155-2:2013：
IT プロジェクトの性能ベンチマーキングを円滑に実施するための手順
（高橋 光裕 専門委員）

IPA NEWS

4月

古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、文字の普及により、それまでの口承伝達が文章でのやりとりに変わるとい
うことに大きな恐れを抱いていたそうです。“書いたものはいかなるものであろうと多くの人の目に触れ、自分の
意図に反して拡散してしまう可能性がある”これがその理由のひとつでした。果たして、ソクラテスの予想は的中
しました。さらに、この懸念要素を決定的に増幅させるのが、現代の多様なデバイスやネットワークツールの発達。
特に、瞬時に多くの人とのコミュニケーションがとれる SNS は、その拡散力ゆえに、ユーザーの情報モラルが、今、
問題になっています。
電子ネットワークという便りの風に乗る言の葉は、ひとたび手もとを離れると、簡単に取り返すことができませ
ん。突発的な横風にあおられて、予想外の場所に辿り着くこともしばしば。ネットワークの風を読み、顔の見えな
い相手を想う。そんなちょっとした心遣いを忘れたくないものですね。「IPA NEWS Vol.9」をお読みいただきあ
りがとうございました。

