情報処理推進機構

●

ニュースレター

11

Vol.

2 014 年 4月・5月のトピックス
IEが使えない !?
身近に迫ったセキュリティ脅威の注意を呼びかけ
より安全なアプリの開発が可能に！ Android
アプリのセキュリティ対策向け無償ツールを公開
未来のソフトウェア産業への貢献に期待！
RISE研究成果2件を公開
問い合わせ等のフリをした「やり取り型」
攻撃メールの実態とは？
企業・業界の枠を越えた情報共有へ、
システム障害事例に学ぶ教訓集を公開！
修正が行われていない脆弱性情報を
周知するための取り組みが始まります！

4 月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

IEが使えない！
？身近に迫ったセキュリティ脅威の注意を呼びかけ
IE などの脆弱性情報を注意喚起や緊急対策情報として発信
▶ http://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html
4 月中旬から下旬にかけて、暗号通信ライブラリの「Open
SSL」
、Java のウェブアプリケーション作成フレームワーク
「Apache Struts」
、 そし て、ウェブ 閲 覧 ソフト「Internet
Explorer
（IE）
」などの脆弱性が相次いで公表されました。こ
れらの脆弱性は、いずれもサイバー攻撃に悪用されてしまっ
た場合、深刻な影響が懸念される危険性の高いものであった
ことから新聞やテレビでも大きく報道されました。
IPA では、このように新たに発見された脆弱性について、
一定の基準に基づいて緊急性を判断し、早期の対策実施が
必要なものは「注意喚起」
、さらに、攻撃が確認され至急の対

Windows XP の サ ポ ート
終了直後であったことが起
因して大きく報道され、国
民 の 注目が 集まりました。
これを受けて IPA では、今
まで以上に分かりやすい情
報の提供に努めました。
今後も、このようなセキュ
リティ脅威に関する迅速な
注意の呼びかけと、より分
かりやすいセキュリティ情
報の発信に取り組みます。

応が必要なものは「緊急対策情報」として、詳細を分かりやす
く説明したウェブページを公表しています。また、迅速な周
知を図るため登録者に向けたメールニュースの配信も行って
います。
今 回 の IE の 脆 弱 性につ いては、IE 利 用 者 が 多 いことや
セキュリティセンター

メールニュースの登録はこちらから
▶ http://www.ipa.go.jp/about/mail/index.html
「セキュリティ対策情報」を選択してください。

ソフトウェア高信頼化センター

より安全なアプリの開発が可能に！Android
アプリのセキュリティ対策向け無償ツールを公開

未来のソフトウェア産業への貢献に期待！
RISE研究成果2件を公開

Androidアプリのセキュリティ上の問題
（脆弱性）
を学習・点検す

2013 年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業
（RISE）

る無償ツール「AnCoLe
（アンコール）
」を公開
（2014年4月11日）

の研究成果を公開
（2014 年 4 月 30 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140411.html

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20140430.html

Android アプリの脆弱性に関するIPA への届出は年々増加
しており、2013 年の届出は 117 件まで上りました。これは、
Android アプリの開発には特別な機器や資格が必要なく、開
発への参入が容易であり、セキュリティ対策を十分に考慮し
ないまま公開されているケースが多いためと考えられます。
そこで IPA では、脆弱性を持ちうるアプリを使うことで引
き起こされる情報の漏えいや改ざんなどを防ぐため、開発者
向けの無償ツール「AnCoLe
（ アンコール）
」を公開しました。
IPA への届出が多い 7 つのテーマを対象に、問題点や対策を
学習できるほか、既存の Android アプリの脆弱性点検も行
えます。Android アプリの開発や社内教育、自己学習にぜひ
お役立てください。

IPA では、高品質なソフトウェアを効率よく開発する方
法などについて研究する学問「ソフトウェア工学」に関する
先導的な研究提案を、大学や公的研究機関から広く募り、
支援する事業
（RISE）
を行っています。本事業は、ソフトウェ
ア工学の振興とその研究成果を産業界に普及・展開するこ
とを目的にしています。
今回、2013 年度に採択した 5 件のうち、岡山県立大学
と広島大学による単年度研究の 2 件について、成果報告書
および研究を通じて開発した支援ツールを公開しました。
本事業の成果は、先導的研究の産業界への活用促進や、
ソフトウェアの信頼性向上への貢献が期待されます。
■ 2013 年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業の成果

脆弱性の被害体験
開発者

Android アプリの
セキュリティ対策向け
無償ツール「AnCoLe」

脆弱性の対策体験

国立大学法人

学習

広島大学

点検結果から学習機能へ連携

点検
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組織名

開発アプリ

脆弱性点検

公立大学法人
岡山県立大学

研究概要
次世代ソフトウェア信頼性評価技術の開発とその実装
研究責任者 : 大学院 工学研究院 情報部門 教授 土肥 正
開発ツール「ソフ
:
トウェア信頼性評価支援ツール」
抽象化に基づいたUML 設計の検証支援ツールの開発
研究責任者 : 情報工学部 情報システム工学科 教授 有本 和民
開発ツール「モデル検査導入支援ツール」
:

5 月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

問い合わせ等のフリをした「やり取り型」攻撃メールの実態とは？
サイバー情報共有イニシアティブ
（J-CSIP）2013 年度活動
レポートを公開
（2014 年 5 月 30 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140530.html
IPA は、標的型攻撃の防御に向けた産業界との情報共有
の枠組みである「サイバー情報共有イニシアティブ」
（J-CSIP：
（＊）
ジェイシップ）
において、参加組織から得られた情報の集

積・共有を通じ、
「やり取り型」攻撃メールの実態を明らかにし、
2013 年度の活動レポートとして公開しました。この中では、
情報共有の運用状況の報告に加えて、2013 年度に扱った標
的型メールの分析も行っています。
「やり取り型」攻撃メールとは、一般の問い合わせ等を装っ
て、無害な「偵察メール」に回答させた後、その内容に応じて
ウイルス付きのメールを送りつける手口のことで、標的型攻
撃の一種です。今回は、J-CSIP などに情報提供された 15 件
の事例から、同一の攻撃者が国内の複数の組織を狙って同時
並行的に行ったと考えられる「やり取り型」攻撃の実態を分析
することで、攻撃者の能力や知識、攻撃パターンなどが明ら
ソフトウェア高信頼化センター

かになりました。これは、複数組織からの情報を集約・共有
するJ-CSIP の運用の成果といえます。
＊ J- C SIP：Initia ti v e f or C y b er S e curit y In f orma tion Sharin g
Partnership of Japan。公的機関であるIPA を情報ハブ
（集約点）
として参
加組織間で情報共有を行い、高度なサイバー攻撃対策につなげる取り組み。
サイバー情報共有イニシアティブ
（J-CSIP
（ジェイシップ）
）
▶ https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/

ある「やり取り型」攻撃事例のメールの流れ
番号 種別

説明

#4-1 偵察 製品に関する問い合わせとして、
最初のメールが着信した。

#4-2 返信 窓口から回答を行った。
#4-3 攻撃

「本研究室の資料」の送付と称し、
Word 文書ファイル
（ウイルス）
が添付
されたメールが届いた。

#4-4 返信 送付された文書ファイルの内容が確認できなかった旨を返信した。
#4-5 攻撃

「本研究室の資料」の再送付と称し、
今度はパスワード付きRAR 圧縮ファ
イルが届いた。

#4-6 返信 送付されたファイルの内容が確認できなかった旨を返信した。

#4-7 偵察 解凍ソフトは何を使用しているか、
攻撃者から質問のメールが届いた。
#4-8 返信 「Lhaplus」という解凍ソフトを使用した旨を返信した。

再度、
「本研究室の資料」の再送付と称し、パスワード付きRAR 圧縮
#4-9 攻撃 ファイルが届いた。メール #4-5 の添付ファイルと違い、
このファイルは
「Lhaplus」で解凍できるようになっていた。

セキュリティセンター

企業・業界の枠を越えた情報共有へ、
システム障害事例に学ぶ教訓集を公開！

修正が行われていない脆弱性情報を
周知するための取り組みが始まります！

「情報処理システム高信頼化教訓集（ITサービス編／製品・

「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」を

制御システム編）
」2 種類を公開
（2014 年 5 月 13 日）

改訂
（2014 年 5 月 30 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20140513.html
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20140513_2.html

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140530_2.html

私たちの社会活動を支える重要インフラの分野でシステム
に障害が発生した場合、その影響は甚大です。
IPA では、過去の障害事例から学び、類似障害の発生を防
止するための施策として、重要インフラに関するシステムの
障害情報とその対策を、金融・通信などを扱う「ITサービス
システム」と、組込み機器の制御などを行う「製品・制御シス
テム」別にまとめた教訓集を公開しました。システム障害の各

ソフトウェア製品に脆弱性が発見された場合、脆弱性の修正
とその公表には、まず製品開発者との調整が不可欠です。見
つかった脆弱性は常に悪用される危険がありますが、中には、
製品開発者と連絡が取れず、対応が進まぬまま脆弱性が放置
されることがあります。
そこで、IPA および JPCERT/CC（＊）は、脆弱性情報を扱う関
係者の行動基準「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
ガイドライン」を改訂し、こうした案件を「連絡不能案件」とした

事例から対策等の要となる部分を抽出、抽象化し、
「教訓」とし

うえで、脆弱性情報を公表する運用を開始しました。これによ

て各業界が横断的に活用できる形にして取りまとめています。

り利用者は、製品開発者による脆弱性の修正が行われていな

企業・業界の枠を越えた情報共有により、システムの信頼性

い製品を知り、それに向けた新たな対応が可能になります。

向上につながることが期待できます。

＊ 一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター

参画企業等

製品・制御システム
高信頼化部会
教訓数：18 件
収集した情報を
分析し対策を検討

製品・制御
システム編

普遍化
取りまとめ

参画企業等
（株）三菱東京 UFJ 銀行、東京海上ホールディングス
（株）、
（株）
日本取引所グループ、東京電力
（株）
、
東日本旅客鉄道
（株）
、
KDDI（株）（
、株）情報システム総研、
（株）オリジネィション、
日本大学、内閣官房情報通信技術総合戦略室、
（一社）日本情報システム・ユーザー協会

ITサービス分野

重要インフラIT
サービス高信頼化部会
教訓数：9 件

ITサービス編

JPCERT/CC

発見者

製品開発者

利用者
脆弱性
情報

発見・届出
教訓集

国民生活や社会・経済基盤に
関わる「障害情報」を収集

製品・制御システム分野

パートナーシップ（ソフトウェア製品）の通常フローと連絡不能案件公表までのフロー

教訓集

トヨタ自動車（株）、日産自動車（株）、日本電気（株）、
（株）日立製作所、三菱電機（株）、横河電機（株）、
富士電機
（株）、矢崎総業
（株）、
（株）
日立産業制御ソリュー
ションズ、
（株）富士通コンピュータテクノロジーズ、
オムロンソーシアルソリューションズ（株）、日本大学、
九州大学、岡山県立大学、
（一社）
組込みシステム技術協会、
（一社）電子情報技術産業協会

情報処理システム
高信頼化教訓集
（ITサービス編／
製品・制御システム編）

受付・分析

製品開発者と連絡が
取れない場合

連絡・調整

脆弱性情報の公表

今回のガイドライン改訂

連絡がつけば再調整

製品開発者と連絡が取れない
案件の製品開発者名・
製品情報を公開

脆弱性情報や検証情報などを
含めた連絡不能案件公表

検証情報
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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 ― 標的型攻撃メール対策

深刻化する標的型攻撃メール、対策のカギは自己防衛力の強化と情報共有！
最近、
「標的型攻撃メール」が深刻な問題となっています。

標的型攻撃メールの例（IPA テクニカルウォッチから引用）

これは、実在の企業名や公的組織名をかたり、特定の企業や
組織、個人を狙って送りつけられるメールのことです。通常の
取引や業務関係と思い込んで、不用意に添付ファイルを開い
たり本文中の URL をクリックしたりすると、重要な情報を盗む
ウイルスに感染してしまいます。また、これらは限られた相手
に直接未知のウイルスを送りつけるため、ウイルス対策ソフト
による対応が難しく、パターンファイルが最新でも検出が
困難な場合もあります。
こうした被害を防ぐには、利用者自らが危険なメールを
見分ける力を身に付けることが何よりです。そのためIPAでは、
技術レポート「IPAテクニカルウォッチ」において、標的型攻撃
メールの具体的な事例や傾向などをまとめ、公開しています。
また、実際に被害に遭ってしまった場合、まずは各企業・組織
の管理者に相談するのが第一ですが、IPA でも、専門知識を
持つ相談員が対応する「標的型サイバー攻撃特別窓口」にて
ご相談を受け付けています。
標的型攻撃メールの被害を減らすには、広く社会全体を
通じた情報共有が大切です。IPA では情報提供などを通じた
皆さまのご協力のもと、引き続き、対策を強化していきます。

標的型サイバー攻撃特別相談窓口のQRコード
IPA テクニカルウォッチ 標的型攻撃メールの傾向と
事例分析
〈2013 年〉
を公開
▶ h ttp://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20140130.html
標的型サイバー攻撃特別相談窓口
▶ http://www.ipa.go.jp/security/tokubetsu/

ソフトウェアの高信頼化 ― 高信頼化への取り組み

SECのセミナーをいつでも、
どこでも聴講できる！ 「SECセミナー オンデマンド」のご案内
ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
では、主にソフトウェ
ア開発者の方々に向けて、開発の最新動向や開発手法の解
説など、ソフトウェア開発に関するさまざまな内容のセミナー
を開催しています。これらのセミナーは多くの方に受講してい
ただいていますが、
「受けたいセミナーがあるが予定が合わな
い」
「遠方に住んでいるので受講に行けない」という声にお応
えして、これまでに開催したセミナーやイベントなどの動画を
YouTube の「IPA Channel」を通じ「SEC セミナー オンデマ
ンド」として配信しています。
配信動画は 150 本以上
（2014 年 7 月時点）
を取り揃え、技
術解説などの基礎的な内容から、実際の業務への活用を目
指す応用的な内容まで幅広くご用意しています。再生回数に
応じて毎月ランキングを掲載しているので、どの動画に関心
が集まっているかが一目で分かります。また、各動画の詳細
ページでは講演資料もダウンロードできます。
今後も新しいコンテンツを随時公開・拡充していく予定で
すので、ご自身のスキルアップや社内での講習などに、ぜひ
ご活用ください。

4

IPA NEWS Vol.11 2014 July

SEC セミナー オンデマンド
▶ http://sec.ipa.go.jp/seminar/ondemand/

IT Security
Improving Reliability of Information Processing Systems
		 IT Human Resources Development

IT人材の育成 ― セキュリティ・キャンプ

「セキュリティ・ミニキャンプ in 名古屋」を開催
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 名古屋」を名古屋大学東山キャンパス

し、サイバーセキュリティ人材の発掘・育成に取り組んでいき
ます。

（名古屋市千種区）
で 5 月 31日
（土）
、6 月1日
（日）
に開催しま
した。
名古屋で初開催となる今回は、Web セキュリティを主要な
テーマとしました。1日目は、情報セキュリティに関心のある
方が広く参加可能な講義形式で、Web セキュリティの基礎
や、Web セキュリティにおける脆弱性に関する講義を行い、
約 100 名の方が熱心に聴講しました。2 日目は、事前の書類
選考を通過した 19 名が参加し、実際に Web の脆弱性調査
などを行う演習形式で進めました。
参加者からは「具体的な攻撃手法や対策方法の紹介があり
勉強になった」
「この分野にまったく関係のなかった私にも、セ
キュリティの重要性がよく理解できた」といった声のほか「セ
キュリティに興味はあったが、直接触れる機会は少なかったの
で、地元で開催され、参加できたことに感謝している」など、
地方開催を評価する感想も多数いただきました。
IPA では今後も、セキュリティ・キャンプ実施協議会と協力

セキュリティ・ミニキャンプ in 名古屋
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2014/minicamp2014_nagoya.html

Special Contents

「

」から見える、IT人材 動向の 今。

IT人材白書2014 「作る」
から
「創る」
へ、
「使う」
から
「活かす」
へ 〜価値を生み出すプロの力〜
IT関連産業の人材動向や教育機関によるIT教育の状況、IT技術者個人の意識調査などの結果をまとめた報告書。
4月25日に発刊した
「IT人材白書2014」
から最新のIT人材動向のポイントをご紹介します。

POINT 1

ユーザー企業とIT企業間で生まれているギャップ

ユーザー企業はクラウド関連の
「サービス利用」
が拡大する一方で、
IT企業は
「受託開発」
に依存している傾向に。
IT企業経営者に求められるのは、
市場動向
を見据えたビジネスモデル構築と育成すべき人材像を明確にするビジョン。

POINT 2

びつく人材の活用も必要に。

25.0％

2011 年度
調査

9.1％

2013 年度
調査

【発注者の意向
（受注者の要望）
に沿った】
人員提供型・従来型の開発、運用、SI

50.0％

43.8％

19.0％

100.0％
13.0％

29.1％

63.2％

2.4％

4.4％
1.8％
16.1％

1.4％

82.2%
大幅に不足している

やや不足している

やや過剰である（削減や職種転換等が必要）

IT 企業
ユーザー企業

IDC サービス
（ハウジング、ホスティング等）

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

(％)

60.0

What should we do?
75.0％
35.7％

55.6％

IT企業とユーザー企業間には
今後展開しようとする
ビジョンにギャップがある

PaaS サービス（構築・運用）、
HaaS・IaaS サービス（開発・提供）

0.0

■ IT企業のIT人材の
「量」
に対する過不足感
（推移）

5.0％

【受注者が得意
（発注者が必要）
とする】
特定業務分野の開発、運用、SI

SaaS サービス

の解消ではなく、
ダイバーシティ
（多様性）
などの企業力を高め、
価値創造に結

2009 年度
調査

【受注者が得意
（発注者が必要）
とする】
特定技術分野の開発、運用、SI

足りない、IT人材!

IT企業でのIT人材の
「量」
的な不足感が年々上昇中。今後は、
単なる量的不足

0.0％

■ 企業で今後3年間の新規／拡大予定の事業内容

0.4％

IT企業

■ スピード感のある付加価値の高い提案と対応
■ 強みを活かした事業へのシフト
■ 価値を
「創る」
ための質の高い人材の活用

ユーザー
企業

■ ITを
「使う」
だけでなく、事業に
「活かす」
武器とする認識
■ ITを事業等に取り込む目利き力を持つ人材育成

IT人材白書は、Amazonや全国官報販売協同組合販売所で購入できます。
特に過不足はない
無回答

また、IPAウェブページからも無償でPDF版がダウンロードできます。
詳細はこちらから

http://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html
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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

26春期 問5

問 トレーサビリティに該当する事例として，適切なものはどれか。
ア：インターネットや Web の技術を利用して，コンピュータを教育に応用する。
イ：開発部門を自社内に抱えずに，開発業務を全て外部の専門企業に任せる。
ウ：個人の知識や情報を組織全体で共有し，有効に活用して業績を上げる。
エ：肉や魚に貼ってあるラベルをよりどころに生産から販売までの履歴を確認できる。

マネジメント

24春期 問30

問 S LAの中に含めるサービスレベルに関する条文の例として，最も適切なものはどれか。
ここで，
甲は委託者，
乙は提供者とする。

ア：乙が監視するネットワークにおいて回線異常を検知した場合には，検知した異常の内容を 60 分以内に甲
に報告するものとする。
イ：乙は別に定める秘密事項を第三者に開示しないものとする。ただし，事前に甲から書面による承諾を得た
場合はこの限りではない。
か し
ウ：作成されたプログラムなどに瑕疵があった場合，乙は別に定めるプログラムなどの検収のための引渡しの
日から 1 年間の瑕疵担保責任を負うものとする。
エ：納入物に関する著作権は乙に留保される。ただし，甲は本件ソフトウェアの著作物の複製品を，著作権法
の規定に基づいて複製，翻案することができる。

テクノロジ

26春期 問75

 報セキュリティポリシに関する文書を，
基本方針，
対策基準及び実施手順の三つに分けたとき，
問情
これらに関する説明のうち，
適切なものはどれか。

ア：経営層が立てた基本方針を基に，対策基準を策定する。
イ：現場で実施している実施手順を基に，基本方針を策定する。
ウ：現場で実施している実施手順を基に，対策基準を策定する。
エ：組織で規定している対策基準を基に，基本方針を策定する。

正解： ストラテジ

エ

マネジメント

ア

テクノロジ

ア

情報処理技術者試験センター
キャリアアップを目指す女性 ITエンジニアに！ あなたは「もっと輝ける。」 原田
みおり

いよいよ7 月14日
（月）
から、平成 26 年度秋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 エンジニアとして必要な知識を認定する国家試験です。基礎から高度専門レベルまで12 の試験区分
を提供し、IT エンジニアのキャリアアップを応援しています。
さて、すでに書店等でご覧になった方もいらっしゃると思いますが、今回の秋期試験のパンフレットは、従来の試
験紹介用に加え、女性 IT エンジニア向けを作成しました。アベノミクスでも、人材の活躍強化として「女性が輝く
日本！」が重要課題とされており、最近では企業の女性管理職の比率拡大や役員への登用の動きも出ています。こ
のように社会環境が変化し、今は、自由に女性が活躍できる時代。女性 IT エンジニアの皆さんに、情報処理技術
者試験を活用してもっと輝いてほしいという想いを込めて、メインコピーは「私はもっと輝ける。
」とさせていただき
ました。パンフレットでは、日立グループで国内初の女性執行役員となられた株式会社日立ソリューションズの常務
執行役員である富永由加里さんのスペシャルインタビューも掲載していますので、ぜひお手に取ってご覧ください。
IT エンジニアの皆さん、情報処理技術者試験を活用してご自身のキャリアアップを図りませんか？

6
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情報セキュリティ 毎月の呼びかけ
4 月の呼びかけ

あなたのパソコンは4月9日以降、
大丈夫? 〜使用中パソコンの判別方法、乗り換えプランを紹介〜

▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/04outline.html

5 月の呼びかけ

あなたのスマートフォン、のぞかれていませんか?

▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/05outline.html

情報セキュリティ安心相談窓口はこちらから

職 員コ

ラム

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

主なイベント・セミナー情報

セキュリティセンター 情報セキュリティ技術ラボラトリー

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。

中西 基裕

脆弱性 焦らず騒がず 落ち着いて
私はセキュリティセンターで脆弱性に対応する
さまざまな業務を行っています。その業務のひ
とつに「重要なセキュリティ情報」の発信がありま
す。マイクロソフト社など主要なソフトウェアベンダーから脆弱性
が公表された場合、対策を記載した「重要なセキュリティ情報」を
IPA のセキュリティセンターが発信します。
今年のゴールデンウィークの 4/27（日）
に、マイクロソフト社
からブラウザ Internet Explorer
（以下 IE）
の脆弱性が公表され、
IPA は 4/28（月）
に「重要なセキュリティ情報 Internet Explorer
の脆弱性対策について
（CVE-2014-1776）
」を発信しました。
この脆弱性は、マイクロソフト社の公表の通り、
「 限定的な標的
型攻撃」に悪用されているだけで、ウイルスなどによる広範囲の
攻撃は行われておらず、日本での影響は少ないと判断できました。
このことを正しく認識してもらうため、IPAウェブサイト「重要なセ
キュリティ情報」では個人への攻撃は確認していないと記載していま
す。しかし、この脆弱性は「IE 使うな危険！」と大きく報道されたこと
などもあり、IEを利用する多くの企業や組織に波紋が広がりました。
企業や組織のシステム管理者、情報セキュリティ担当者および
ユーザーは、公表される脆弱性について報道だけにとらわれず、
ベンダーや IPA が発信する情報をよく確認し、落ち着いて対応
する必要があります。
セキュリティ人材にはさまざまなタイプが求められていると思
いますが、企業や組織には
“脅威に対して適切に情報を収集し、
影響範囲と対応策を迅速に判断できる”
人材が必要なのだと、今回
の IE の脆弱性の対応を通して実感するとともに、今後も「重要な
セキュリティ情報」がセキュリティ対策
（特に、緊急の脆弱性対応）
の
判断材料としてご活用いただけるよう、誰よりも冷静に、正しい情報
を素早く分かりやすく届けていこうという思いを新たにしました。

8 月 August
■ イベント セキュリティセンター

ITC Conference 2014（出展）

［日時］8
 月 22 日
（金）
～ 23 日
（土）10：00 ～ 19：00
（最終日は 16：00 終了）

（参加料はウェブページをご参照ください。）
［会場］東
 京プリンスホテル
＜ITC 実践力ポイント付与対象
（交流会は除く）
＞

■ セミナー 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］8
 月 27 日
（水）14：00 ～ 16：15
（受講料：2,000 円）
［会場］IPA 13 階会議室 定員 80 名
＜ITC 実践力ポイント付与対象＞

9 月 September
■ イベント HRDイニシアティブセンター

スキル標準活用セミナー（仮称）

［日時］9 月10 日
（水）10:00 ～ 17:15
［場所］東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール
（無料
（事前登録制）
）
定員 450 名
■ イベント イノベーション人材センター

第20回未踏 IT人材発掘育成事業 スーパークリエータ認定証授与式

（午後を予定）
［日時］9 月 24 日
（水）
（無料）
［会場］東京都内

■ 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

～自社内「ソフトウェア開発データ白書」の構築・利用を通して～
［日時］9 月 3 日
（水）13：30 ～ 17：00
（受講料：2,000 円）
［会場］IPA 13 階会議室 定員 80 名
＜ITC 実践力ポイント付与対象＞

第14 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］9 月 26 日
（金）15：00 ～ 17：30
（無料）
［会場］IPA 13 階会議室 定員 40 名

IPA Channel Selection

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。

ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
の人気 No.1 動画コンテンツ

共通フレーム 2013 概説

IPA NEWS ウェブページ版はこちら
▶ http://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html

2013 年 3 月に発行した「共通フレーム 2013」の特徴や
使い方を解説したセミナーの動画コンテンツ。
共通フレームとは何か知りたい！共通フレームについて
もっと理解を深めたい！という方におすすめです。

次号 IPA NEWS Vol.12は9 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。

▶ http://www.youtube.com/watch?v=AFl9l6sedHk

E-mail ▶ pr-inq@ipa.go.jp ／ FAX ▶ 03-5978-7510

Vol.11

平成 26 年 7 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

発行日

「どうも字と云うものは不思議だよ」
、
「幾何容易い字でも、こりゃ変だと思って疑ぐり出すと分からな
くなる」
同じ漢字をずっと見つめていると、字のパーツがバラバラに見えて全体像が掴めなくなってくる現象
（
「ゲシュタルト崩壊」というそうですが）
のことを、夏目漱石「門」の主人公はこう言い表しました。
さて、今号から「IPA NEWS」はデザインのリニューアルをいたしました。顔となる表紙デザインを
決めるにあたっては、真剣に悩むあまり複数のサンプルを目の前に、長時間のにらめっこが展開されま
した。
「こりゃ変だと思って疑ぐり出すと分からなくなる」状況を何度も経て決まったのが、このデザイ
ンです。決め手となったのは、
「IPA から、ITに関するさまざまなニュースを発信する」というコンセプト。
装いも新たに、新しい「門」をくぐったところで、これまで以上に良いものをお届けしたい、そんな
思いも新たにしたのでした。
「IPA NEWS Vol.11」をお読みいただきありがとうございました。

