情報処理推進機構

●

ニュースレター
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2 014 年 6月・7月のトピックス
バングラデシュに
「情報処理技術者試験」制度が
導入されます!
姿を現し始めた「共通語彙基盤」
共通語彙基盤のシンポジウムを開催
「アジア共通統一試験」試験問題の選定会議を
モンゴルで開催
サイバー攻撃から組織を守る!
新しい支援活動がスタート
情報セキュリティの最新情報をやさしく解説した
「情報セキュリティ白書2014」を出版!
多様化するビジネスモデルに対応!
「遂行するタスク」から
「必要なスキル」を
導く新時代の「辞書」を公開
【特集】
セキュリティ・キャンプ全国大会2014 Report

6 月の 活 動 内 容
IT人材育成企画部

バングラデシュに
「情報処理技術者試験」
制度が導入されます!
本年 10 月のバングラデシュにおける
「情報処理技術者試験」
制度導入について
（2014 年 5 月 28 日・6 月 27 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140528.html
IPA では情報処理技術者試験のノウハウ提供など、アジア
での IT 人材の育成に取り組んでいます。フィリピン、タイ、
ベトナム、ミャンマー、マレーシア、モンゴルの 6カ国では、
ITPEC
（IT Professionals Examination Council）
という協

るとともに、IPA・JICA の支援によるバングラデシュの
「情報
処理技術者試験」
制度導入を歓迎し、同国の IT 産業の発展に
対する期待を表明しました。また、6 月には、バングラデシュ
の試験実施機関を所管する郵政通信情報技術省のエヌ アイ
カーン事務次官が IPA 藤江理事長を訪れ、IT 人材育成に関し
て意見交換を行い、本制度導入が両国経済関係の一層の発
展につながることを期待すると表明しました。

議会を設立し、IPA の協力のもと日本の情報処理技術者試験
をベースとした
「アジア共通統一試験」
を実施しています。
IPA は現在、バングラデシュにおける
「情報処理技術者試
験」
制度の導入に向け、独立行政法人国際協力機構
（JICA）
と
協力し、試験の運用や問題作成に関する支援を行っています。
同国は本年 9 月にITPECに加盟し、10 月には
「アジア共通統
一試験」
を開始する予定です。
5 月 26 日
（月）
には、安倍晋三内閣総理大臣とシェイク・ハ
シナ・バングラデシュ人民共和国首相が首脳会談を行い、
「日
バングラデシュ包括的パートナーシップ」
の立ち上げを表明す
国際標準推進センター

姿を現し始めた
「共通語彙基盤」
共通語彙基盤のシンポジウムを開催

IT人材育成企画部

「アジア共通統一試験」
試験問題の
選定会議をモンゴルで開催

シンポジウム「姿を現し始めた
『共通語彙基盤』〜オープン

「ITPEC 試験問題選定会議」
を開催

データをはじめとする電子行政サービスの基盤構築へ〜」

（2014 年 6 月 4 日〜 6 月 6 日）

を開催
（2014 年 6 月 6 日）
オープンデータを活用した情報交換を行うには、用語の意
味が互いに通じることが必要です。そこで、表記の共通化や
意味の明確化、一貫性のあるデータ構造により、機械判読や
再利用が容易なデータを提供するための仕組みとして考えら
れたのが
「共通語彙基盤」
です。
今回のシンポジウムでは、閣議決定された
「世界最先端 IT
国家創造宣言」
に基づく政府の取り組み状況や、自治体関係
者による現場からの報告、複数のツールプロジェクトに関する
途中成果のデモンストレーションなどを行いました。IPA では、
引き続きこの事業の普及に努めていきます。

2

エヌ アイ カーン バングラデシュ郵政通信情報技術省 事務次官の藤江理事長表敬
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/asia/kaigai/report-20140627.html
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IPA が支援している
「アジア共通統一試験」
は、ITPEC 各国
において、同一日時で、同じ問題を使用して実施されている、
日本の情報処理技術者試験と同等レベルの試験です。
今回の会議には、ITPEC 各国に加え、本試験の開始を予
定しているバングラデシュからも参加があり、今年 10 月 26 日
（日）
実施予定の次回アジア共通統一試験用の問題の議論・
選定を行いました。
次回試験では各国作成の問題が、基本情報技術者試験の
午前試験全 80 問中 28 問、午後試験全 8 問中 8 問、応用情
報技術者試験の午前試験全 80 問中 16 問、午後試験全 7 問
中 4 問が出題されることになりました。

7月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

サイバー攻撃から組織を守る! 新しい支援活動がスタート
標的型サイバー攻撃への対策支援
「サイバーレスキュー隊」
を発足
（2014 年 7 月 16 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140716_1.html
IPA で は、7 月16 日
（ 水 ）より「 サ イ バ ー レ ス キュー 隊
（J-CRAT*）
」
を正式に発足させ、標的型サイバー攻撃を受け
た組織への支援活動を本格的に開始しました。IPA はこれま
で、2011 年 10 月に設置した
「標的型サイバー攻撃 特別相
談窓口」
を通じて標的型サイバー攻撃に対応してきました。こ

着手するための助言などを行います。対象となる組織は独立
行政法人など公的機関のほか、窓口への相談を通じIPA が必
要と判断した民間企業も含みます。
こうした支援を通じ、セキュリティ上の危機に対する各組織
の速やかな対応や、標的型サイバー攻撃の連鎖の解明と遮
断、被害の低減が図れると期待されます。
＊J-CRAT
（ ジェイク ラ ート ）
：Cyber Rescue and Advice Team against
targeted attack of Japan

の窓口に寄せられた相談を分析した結果、攻撃に気づいても
その深刻さが理解されずに対策が進まない、政府機関・関連
組織に向けた攻撃の連鎖が発見される、といったいくつかの
特徴が判明しました。
そこで、今回発足するサイバーレスキュー隊では、標的型
サイバー攻撃に気づいた組織における被害の拡大と再発の
抑止・低減と、標的型攻撃による諜報活動などの他組織への
連鎖の遮断に主眼を置いています。具体的には、攻撃の内容

標的型サイバー攻撃の特別相談窓口
▶ http://www.ipa.go.jp/security/tokubetsu/

や想定される被害など深刻度に関する助言や、組織が対策に
セキュリティセンター

情報セキュリティの最新情報をやさしく解説
した
「情報セキュリティ白書2014」
を出版!
「情報セキュリティ白書 2014」
の発行
（2014 年 7 月 15 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20140715.html

IT人材育成企画部

多様化するビジネスモデルに対応! 「遂行するタス
ク」から
「必要なスキル」を導く新時代の「辞書」を公開
iコンピテンシ・ディクショナリ
（試用版）
を公開
（2014 年 7 月31日）
▶ http://http://www.ipa.go.jp/about/press/20140731.html

IPA が毎年発行している
「情報セキュリティ白書」
では、国内

IPA がこのたび公開した、
「iコンピテンシ・ディクショナリ」
（試

外で発生した主な情報セキュリティインシデント*とその攻撃

用版）
は、スキル標準＊1 を整理・体系化したCCSF＊2 を改編・拡

の手口、各国の情報セキュリティ政策や国際連携の取り組み
などをまとめています。
また、システムの開発者や運用者に情報セキュリティの現
状や役立つ情報を解説するとともに、一般の利用者にもこの
分野の近況や身近な話題を分かりやすく説明しています。
2014 年版では、オンライン本人認証の動向や医療機器の
情報セキュリティなど新たなトピックスも加えたほか、初めて
電子書籍版の販売も開始しました。
＊情報セキュリティインシデント：情報セキュリティに関する不測の事態。

充したもので、ITを利活用する企業が自ら参照し、ビジネスに
貢献できる人材育成を実現するためのコンテンツです。
今回は、CCSF の内容を区分・整理し直し、
「タスク
（業務）
「ス
」
キル
（能力・素養）
」
のほか、タスクの分担を例示した
「役割」
、ス
キルの組み合わせを例示した
「職種」
を加え体系化しました。こ
れにより多様化するIT 社会のニーズに合わせた人材育成が実
現できます。
＊1 ITスキル標準
（ITSS）
、情報システムユーザースキル標準
（UISS）
、および組込
み技術者スキル標準
（ETSS）
の 3つのスキル標準の総称。
＊2「CCSF
（第一版・追補版）
」
（IPA・2012 年）
を指す。ITスキル標準を
「タスク」
「スキル」
「人材」
を軸に整理・体系化したもの。
iコンピテンシ・
ディクショナリ

CCSF
（第一版・追補版）

タスクディクショナリ

人材類型
（レベル定義）
タスクモデル
（機能定義一覧）

印刷書籍版：2014 年 7 月 15 日発行
ISBN 978-4-905318-25-5
定価：本体 2,000 円（税別）
ソフトカバー／ A4 版／ 228 頁
電子書籍版：2014 年 8 月 8 日発行
ISBN 978-4-905318-27-9
定価：本体 1,600 円（税別）
EPUB 形式

スキルモデル
（スキル定義一覧）

継承
移行

タスク一覧
例示データ ＋

プロセス体系

SLCP2013
COBIT5
ITIL V3 etc.

役割

移行

スキルディクショナリ

人材モデル
（役割分担の例示）

移行

スキル一覧

知識体系
（BOK）

移行

対応（※）

拡充

例示データ

＋

職種

拡充

知識体系

PMBOK
BABOK
SQuBOK
J07 etc.

対応（※）

情報処理技術者試験
（※）
「情報処理技術者試験の出題範囲」
2013年4月改訂版に対応
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セキュリティ・キャンプ全国大会 2014 Report
― 未来を変える 5 日間 ! 42人が体感した熱い夏 ―

ホワイトハッカー育成の場として、今、注目を集めている「セキュリティ・キャンプ」。
今回の特集では、参加者の募集からキャンプ 5 日間までの様子をご紹介します！

Navigator
本特集のナビゲーターを務めてくれるのは、遠藤万里さん。昨年のキャンプ卒業生でも
あり、今年はキャンプのサポーター（チューター）としてキャンプに参加しました。
昨年のキャンプ参加後は、女性向け CTF のイベント運営に携わったり、パケットアート
の分野で賞を獲得するなど、キャンプを通じて学んだこと・興味をもったことが、その
後の活躍に大きくつながったという遠藤さん。
将来の夢は、
「セキュリティにも精通した セキュアなエンジニア としてネイティブアプ
リ開発の分野で活躍すること」

Recruitment

─募集─

セキュリティ・キャンプは 4 つのクラスで構成されます。
まずは、各クラスの参加メンバーを募集します。

ソフトウェア・セキュリティ・クラス

マルウェア解析、ソフトウェアの脆弱性への理解を通じ、
セキュリティ全般について学ぶクラス。

Web・セキュリティ・クラス

キャンプ参加の条件は、応募用紙に
書かれたセキュリティ知識・技術に
関する各課題をクリアすること。
たとえばこんな課題…
CVE-2014-0160 について、
可能な限り詳細に解説してく
ださい。

こんにちは、遠藤万里です。
今年も千葉県海浜幕張でセキュリ
ティ・キャンプ全国大会が開催され
ました。
その様子とキャンプの魅力を、皆さ
んにたっぷりご紹介します！

遠藤 万里さん（20 歳）
日本電子専門学校 ケータイ・アプリケーショ
ン科 2 年生
（セキュリティ・キャンプ中央大会
2013 Web・セキュリティ・クラス 卒業生）

Selection

─選考─

集まったたくさんの応募書類。今年は過去最多の 301名の応募があ
りました。講師たちによる厳正な審査によって、参加者が決まります。

クロスサイトスクリプ ティ
ング あるい は Same Origin
Policyについて自分の言葉で
語ってみてください。

HTML と JavaScript に関連する脆弱性への理解を通じ、
Web に対するセキュリティについて学ぶクラス。

ネットワーク・セキュリティ・クラス

さまざまなパケット解析ツールなどを利用した演習を
通じてネットワークに対するセキュリティについて学ぶ
クラス。

私のときは、1 ヶ月かけて課
題に取り組みました。

セキュアなシステムを作ろうクラス

「セキュアな」
思考でプログラムなどを
「作る」
ことから、
セキュリティ全般について学ぶクラス。

1st day

8/12 (Tue)

審査の結果、
今年は 42 名の
参加者が決定
しました。

いよいよキャンプ当日 ! 新しい仲間との出会いと
交流もキャンプでしか得られないものです。

様子
特別講義の

マルウェア解析の実習
＠ソフトウェア・
セキュリティ・クラス

ナビゲーターから一言 !
講師たちが見ているのは、 課題の答え
を導き出すためにどれだけ手を動かし、
熱意を持ってアプローチしているか !

まずはランチ
セッションで みんなと
の交流を深めます。

脆弱性の調査も法律を知らなければ
犯罪になりうる!?

2nd day

8/13 (Wed)
2 日目の BoF
（Birds of a
Feather）
の様子。興味の
あるテーマごとに集まり、
グループディスカッション。

発売されたばかりの
Firefox OS を使った
実習＠ Web・
セキュリティ・クラス

こちらのグループでは
世間の ITエンジニアの
イメージを変えるには？
を議論中
特別講義では、セキュリティ技術の
磨き方やその正しい役立て方などに
ついて学びます。
専門講義では、各クラスに分かれて
講義・実習です。

4
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ナビゲーターから一言 !
世間ではちょっと偏りがちな ITエンジニアに対するイメージ。
「女性エンジ
ニアには、ロールモデルが必要！」という女子ならではの意見も。

セキュリティ・キャンプとは ?
近年、ますます巧妙化・複雑化するセキュリティ脅威に立
ち向かうべく、若く優れたセキュリティ人材を発掘し、育成
する取り組み。IPAとセキュリティ・キャンプ実施協議会が

3rd day

共同主催で毎年開催しているイベントで、セキュリティ人材
として将来を期待される22 歳以下の若者たちを選抜し、4
泊 5 日の合宿形式で、高度な IT 技術や情報モラルなどに
ついて指導します。今年は 8 月 12 日
（火）〜 16 日
（土）
の
日程で開催しました。

4th day

8/14 (Thu)

8/15 (Fri)

3 日目は企業訪問。今年はトレンドマイクロ株式会社と

セキュリティ・キャンプ全国大会のメインイベントとも言える、

NTTセキュアプラットフォーム研究所へ。

CTF
（Capture The Flag）
。ここで必要なのは、集中力とチームワーク！

参加者はどちらかの企業を訪問します。

ナビゲーターから一言 !
実際の現場やITエンジニアの先輩を訪ねることも貴重な経験です。
「こんなところで働いてみたい !」
私は、昨年の企業訪問が、自分のキャリアパスを考える大きな
きっかけになりました。

ね!
やった

6 時間にも及ぶ長き戦いの結果…

優勝チームが決定!!

5th day

8/16 (Sat)

世間を騒がせた
IT関連事件などについても、
いろんな視点から
斬り込みます。

一人ではなかなか解け
ない問題もあるんです。

CTFとは、チーム対抗でセキュリティ
の知識・技術を競う競技。キャンプで
行う CTFでは、パケット解析、ウェブ
サイト調査、フォレンジックなど、さ
まざまな分野からの問題に答えてポイ
ントを競います。
CTFの最大の楽しさは、問題が解けた
ときの達成感にあります !

みんなの集中力をわざと削ぐ、
魔の 妨害コンテンツ も

キャンプ最終日。
最後のカリキュラム、グループワーク
では、事前に決めていたテーマに
ついて議論した結果を発表します。

ナビゲーターから一言 !
あっという間の 5 日間。キャンプ期間中は課題も多く、IT系
なのに、実はガテン系 !? というくらい体力的にも超ハード。
グループワーク、クラスごとの成果報告、閉講式を経て、5
日間のキャンプは終了です。

「セキュリティ・キャンプ全国大会 2014」いかがで
したか ?
セキュリティ・キャンプは、知識や技術に自信がある
人も、そうでない人も、誰が参加しても必ず何か得る
ものがある、というところが魅力です。
私は昨年のキャンプに参加したことで、自分の実力や
目指すべきところを知り、視野がぐんと広がりました。
楽しさや、喜び、挫折、劣等感。今年のキャンプに参
加した 42 人も、ここでいろいろなことを感じたと思
います。でも、それはゴールではなくスタート地点。
キャンプを通して得たものを糧に、これからさまざま
なことに挑戦してほしいと思います。

みなさん、
お疲れ様で
した !

5 日間のキャンプを終えて…
高橋 佑一朗さん（20 歳）
最新 OSを使った専門講義が面白かったです。キャンプで知り合った
仲間は、今の学校の仲間とは少し違っていて、5 日間で新しい経験と
友人を得ることができました。

畑野 亜麻衣さん（22 歳）
すべてのカリキュラムが印象的でした。全国からたくさんの人が集
まっていたので、新しいコミュニティを作ることができました。将来
は医療の分野でこの経験を活かしたいです。
セキュリティ・キャンプの詳細はこちら▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.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9

PPMの適用事例として，適切なものはどれか。
ア：業務の一部を外部に委託することで，コア業務に経営資源を集中させる。
イ：個々の事業の戦略的な位置付けを明確にし，経営資源の最適配分を考える。
ウ：仕事の流れや方法を根本的に見直し，最も望ましい業務の姿に変革する。
エ：大規模災害などの発生時においても，事業が継続できるように準備する。

マネジメント

23特別 問41

生産性が同じメンバ 5名で 20日掛かる作業がある。作業開始直前に 3名がインフルエンザにかかった
ので新たなメンバと交代させることにした。新メンバの生産性は当初予定していたメンバの 60%の生
産性であるとき，20日以下で作業を完了するためには，少なくとも何名の新メンバが必要か。
ア：4

テクノロジ

イ：5

ウ：7

エ：9

22春期 問87

攻撃者が，システムの利用者になりすましてシステム管理者に電話をかけ，パスワードを忘れたと言っ
てパスワードを初期化してもらい，システムに侵入した。このような行為を何というか。
ア：DoS 攻撃

イ：総当たり攻撃

ウ：ソーシャルエンジニアリング

エ：バックドア

担当からの一言
将来活躍するために ! 学生の方にこそ、目指してほしい i パス。
ITに関する国家試験というと、社会人の、それも IT を専門にしている人のための試験という印象を受けられるかと
思います。しかし、i パスは、仕事にIT を利活用する全ての方が備えておくべき知識を問う試験であり、社会人になる
前の学生の皆さんにも合格を目指してほしい試験です。実際に、新卒採用や内定者研修で活用いただいている企業が
年々増加しており、社会人に必要な知識として企業から評価されています。経営戦略の基礎知識等、学生の方にとっては馴染みにくい
分野からの出題もありますが、市販の参考書が充実していますし、対策講座の開講等で合格を支援する大学も増えていますので、学
生の方にとっても受験準備をしやすい環境は整ってきているようですね。
さて、先日開催された全国高等学校 IT・簿記選手権大会の IT 部門団体の部で優勝した静岡県立沼津商業高等学校では、学校を挙
げて情報処理技術者試験の受験を推進していて、全校生徒が i パス、または、IT エンジニアの登竜門的な試験である基本情報技術者
試験の合格を目指していらっしゃるそうです。IPA のウェブページでは同校の取り組みに関するインタビュー記事を掲載していますので、
ぜひご覧ください。
これをお読みの学生のみなさん
（もちろん社会人の方も）
、秋の夜長を利用して、i パスにチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
高校における活用状況 静岡県立沼津商業高等学校インタビュー▶ http://www.jitec.ipa.go.jp/1_08gaiyou/katsuyou_numadu.html
情報処理技術者試験センター
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正解： ストラテジ

イ

マネジメント

イ

原田

みおり

テクノロジ

ウ

情報セキュリティ 毎月の呼びかけ
6 月の呼びかけ

登録完了画面が現れても、あわてないで! 〜スマートフォンでのワンクリック請求に注意 ! 〜

▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/06outline.html

7 月の呼びかけ

オンラインバンキングの正しい画面を知って、金銭被害から身を守りましょう!
▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/07outline.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

主なイベント・セミナー情報

ソフトウェア高信頼化センター 企画グループ
主任 荒川 明夫

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。

真夏のET-West 2014 出展を終えて
7／29
（火）
、30
（水）
の 2日間、グランフロント
大阪にて開催された
「Embedded Technology
West 2014／組込み総合技術展 関西
（ET-West
2014）
」
では、多くの方に弊機構ブースへ足をお運びいただきました。
ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
では、毎年この ET-Westに出
展していますが、今年は開催時期や場所が前回までと異なり、今まで
とは勝手の違う慣れない環境の中、ブースのレイアウトデザインから
運営、撤収に至るまで、すべて職員のみで対応するというまさに手作
りの出展でした。色々と悪戦苦闘しましたが、最終的には 129 の出展
者の中から来場者アンケートによって選ばれる
「注目出展者ランキング」
の総合部門で第 1 位をいただくことができました。
また、ブース出展のほかには、隣接会場で
「IPA セミナー」
を開催し、
組込み関連の事業成果のみならず、現在取り組んでいる事業につい
て広く紹介しました。こちらは当日の飛び込み参加の方も多く見受け
られるほどの盛況ぶりで、セミナー担当者から嬉しい悲鳴が聞こえて
いました。
また、今回の ET-Westでは初の試みとして、現在 SECで取り組んで
いる
「組込みソフトウェア開発データ白書」
の発行に向けた活動について記
者発表を行いました。こちらはまだ本白書の基礎となるデータの募集段
階ですが、発表翌日には複数の新聞に記事が掲載されました。また、ブー
ス内の展示やプレゼンテーションでも非常に多くの方から関心が寄せら
れ、発行に向けてますます精度を高めなければと襟を正す思いでした。
今回の出展では、IPA の活動が多くの方から関心をいただいている
ことを再認識し、この経験を今後の活動に活かしていかなければと感じ
ました。
今回ご好評いただいた IPA の出展に関する情報は、下記ウェブペー
ジにてご覧いただけます。講演資料も各種公開しておりますので、ぜ
ひご活用ください。
【出展】
Embedded Technology West 2014 ／組込み総合技術展 関西
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/events/20140729.html

情報漏えい対策のしおり［第 7 版］

〜企業
（組織）
で働くあなたへ 7 つのポイント!! 〜

編 集 後 記

TEL ▶ 03-5978-7501 FAX ▶ 03-5978-7510
URL▶ http://www.ipa.go.jp/

プロセス改善推進者育成セミナー
〜プロセス改善概説と改善ツール体験〜

［日時］10 月 24 日
（金）13：30 〜 17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 30 名
（受講料：2,000 円）
＜ITC 実践力ポイント付与対象＞

定量的プロジェクト管理の理論から実践まで
〜チケット& 計測、可視化手法、IPA での見える化〜

［日時］10 月 29 日
（水）13：30 〜 17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 80 名
（受講料：1,000 円）
＜ITC 実践力ポイント付与対象＞

11 月 November
■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

Embedded Technology 2014／組込み総合技術展
（出展）

［日時］11月19日
（水）
〜21日
（金）10：00〜17：00 ※20
（木）
は18：00まで
［会場］パシフィコ横浜
（参加費：1,000 円 ※事前登録および招待券持参者は無料）

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

SEC 高信頼化技術セミナー 厳密な仕様記述入門
─ 形式仕様記述手法を用いて

［日時］11 月 5 日
（水）13：30 〜 17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 70 名
（受講料：2,000 円）

SPEAK-IPA 準アセッサ育成セミナー
（Basic）
〜プロセス・アセスメント研修
（ベーシック）
〜

次号 IPA NEWS Vol.13は11月中旬発行予定です。

平成 26 年 9 月

独立行政法人情報処理推進機構

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

▶ http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/documents/05_roei.pdf

〒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

危機管理産業展
（RISCON TOKYO）
2014
（出展）

［日時］10 月15 日
（水）〜 17 日
（金）10：00 〜 17：00
［会場］東京ビッグサイト 西 1・2ホール、屋外展示場、会議棟
（参加費：2,000 円 ※事前登録および招待券持参者は無料）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html

IPA が発行している情報セキュリティの小冊子
「IPA 対策のし
おり」
シリーズの 1 冊。企業や組織内で情報漏えいを起こさ
ないための 7 つのポイントをご紹介しています。今年 7 月に
リニューアルしたばかりです !

編集・発行

■ イベント セキュリティセンター

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。

もう一度見直しませんか ? 情報漏えい対策 !

発行日

10 月 October

［日時］11 月 25 日
（火）10：30 〜 18：30
11 月 26 日
（水）9：30 〜 18：30
［会場］
IPA 13 階会議室 定員 20 名
（受講料：6,000 円 ※ 2 日間通し）
※ 1日だけの受講は受け付けておりません
＜ITC 実践力ポイント付与対象＞

IPA s Recommended Books

Vol.12

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

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。

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

今号では、8 月に開催された
「セキュリティ・キャンプ全国大会 2014」
の特集をお届けしました。取
材にご協力いただきました遠藤さんをはじめ、参加者の皆さん、各関係者の皆さまに心から御礼申し
上げます。
「見開き2 ページでは足りない !」
と泣く泣くカットしたセクションも多数あるほど、5 日間のカリキュラ
ムは実に多彩。活気や笑いに満ち溢れる現場の空気は、参加者はもちろん講師陣やチューター、運
営スタッフも一緒になってキャンプを楽しんでいるところから生まれているように感じました。
「脆弱性を1 つ見つけても、残念ながら世界は変わらない」
、
「その先にある 何か を意識することが
大切」
。企業訪問先のあるIT エンジニアのお話が印象的でした。キャンプ 5 日間は始まりの場所。こ
こで得たものが、42 人の明るい未来につながる道しるべになればと思います。
「IPA NEWS Vol.12」
をお読みいただきありがとうございました。

