情 報処理推進機構

●

ニュースレター
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ソフトウェア開発に関するプロジェクトデータ3,541件を多角的に分析した
「ソフトウェア開発データ白書2014-2015」を発行！
ウェブサイトの攻撃兆候検出ツール
「iLogScanner」をバージョンアップしました！
国内外の最新IT情報を発信！
IT力向上につなげるシンポジウム開催
集まれ！ 時代をつくる未来のイノベーター！
SEC×ソフトウェアの「これまで」
と
「これから」を綴る、
SEC10周年記念特別誌を発刊！
「Embedded Technology 2014
（ET2014）
/
組込み総合技術展」に出展しました！

10 月の 活 動 内 容
ソフトウェア高信頼化センター

ソフトウェア開発に関するプロジェクトデータ3,541件を多角的に分析した
「ソフトウェア開発データ白書2014-2015」
を発行！
「ソフトウェア開発データ白書 2014-2015」
の発行

といった条件を満たす場合、ソフトウェアの信頼性が高くなる

（2014 年 10 月 8 日）

傾向があることなどが分かりました。

▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFUHSRUWVKWPO
IPA は、多様なソフトウェア開発に関するプロジェクトデー
タを整理・分析して取りまとめた
「ソフトウェア開発データ白
書」
を 2005 年から発行しています。その最新版となる20142015 年版では、新たに452 件のプロジェクトデータを追加
したほか
「発注者側
（顧客）
におけるソフトウェアの信頼性要求
レベルや、受注者側
（開発現場）
のプロジェクト体制が、信頼
性や生産性にどのような影響を与えるのか」
という新しい視点
による分析を行いました。
その結果、
「発注者側の信頼性要求レベルが高いほどソフト
ウェアの信頼性は高くなる反面、受注者側の生産性は下がる」
といった傾向や、プロジェクト体制が
「品質保証に関する専門
部署やスタッフを配置している」
「テスト体制としての要員数や
スキルが十分である」
「定量的な出荷基準が設けられている」
セキュリティセンター

戦略企画部

ウェブサイトの攻撃兆候検出ツール
「iLogScanner」
をバージョンアップしました！
ウェブサイトの攻撃兆候検出ツール
「iLogScanner」
に

「IPA グローバルシンポジウム 2014」
の開催報告

不正アクセスの兆候検出機能を追加
（2014 年 10 月 9 日）

（2014 年 10 月 22 日）

▶ KWWSZZZLSDJRMSDERXWSUHVVKWPO

▶ KWWSZZZLSDJRMSDERXWHYHQWJOREDOV\PSRLQGH[KWPO

ウェブサイトの攻撃兆候検出ツール
「iLogScanner」
は、運

IPA は、国際的な視点に立った IT の最新情報を発信し、わ

営・管理にコストをかけられない企業や組織でも、ウェブサー

が国全般の IT 力向上に資することを目的として
「IPA グローバ

バーのログからウェブサイト改ざんの脆弱性攻撃を検知でき

ルシンポジウム 2014 〜豊かな社会を創るIT、豊かな社会を

る無償ソフトウェアです。

拡げるIT。〜」
を開催しました。

今回のバージョンアップでは、総当たり攻撃

※1

やパスワー

今回は、佐賀県特別顧問・株式会社公共イノベーション代

などの不正アクセスの兆候を検知する機能

表取締役の川島宏一氏による基調講演
「テクノロジーで社会

を追加したほか、インターネット経由でログを解析することに

を変える〜 IT 企業に求められる社会ビジョン〜」
や、米国国立

抵 抗を覚えた

標準技術研究所 上級 IT 政策顧問アダム・セジェウィック氏に

り、 解 析 作 業

よる、欧米での重要インフラのサイバーセキュリティに関する

を自動化したい

講演をはじめ、多様な視点からの講演が行われました。当日

ドリスト型攻撃

※2

はあいにくの雨天にもかかわらず、多数の方にご来場いただ

という方のため

きました。

に、新たにオフ
ライン版も公開
しました。

オフライン版 iLogScanner 解析画面イメージ
※ 1 ログインID やパスワードなどに対して理論的にありうるパターン全てを機
械的に入力してログインを試みる攻撃。ブルートフォースアタック
（Bruteforce attack）
とも呼ばれる。
※ 2 あらかじめ入手しリスト化したログインIDとパスワードを利用してログイン
を試みる攻撃



国内外の最新IT情報を発信！
IT力向上につなげるシンポジウム開催
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11月の 活 動 内 容
イノベーション人材センター

集まれ！ 時代をつくる未来のイノベーター！
2015 年度
「未踏 IT 人材発掘・育成事業」
の公募を開始
（2014 年 11 月 17 日）
▶ KWWSZZZLSDJRMSMLQ]DLPLWRXNRXERBLQGH[KWPO
IPA は、2015 年度
「未踏 IT 人材発掘・育成事業」
（以下、
未踏事業）
の公募を開始しました。未踏事業は、IT を駆使して
イノベーションを生み出せる独創的なアイディアや技術を持
つとともに、これらを活用していく能力を持った優れた個人
「ク

2015 年度公募への申請締切日は、2015 年 3 月18 日
（水）
12 時
（正午）
までとなっています。クリエータを目指す人材か
らの応募をお待ちしております。
未踏事業の流れ
 公募開始
■

 提案テーマの審査
■

独創的なアイディアを持つ
25歳未満の人材を募集

リエータ」
を発掘・育成する事業です。
公募で採択されたクリエータは、業界の第一線で活躍する

PM

プロジェクトマネジャー（PM）
のサポートのもと、提案するテー
マの実現に向けひとつのプロジェクトを遂行します。また、期
間終了後は、クリエータの中から特に優れた能力を持つ人を

応募者
採択

 成果発表・認定
■

 プロジェクト活動開始
■

プロジェクトの成果発表。
特に優れたクリエータを
スーパークリエータに認定

PMのサポートのもと、プロジェクト実施

「スーパークリエータ」
として認定します。
未踏事業は、OB や同期、業界関係の人々との新たなネッ
トワークをつなぐ場でもあるため、提案するアイディアが洗練
されていくとともに、プロジェクトの成果を活かしたビジネス
チャンスの創出や産業の活性化への貢献が期待されます。
ソフトウェア高信頼化センター

SEC×ソフトウェアの
「これまで」
と
「これから」
を綴る、SEC10周年記念特別誌を発刊！
「SEC journal 創刊 10 周年特別号」
を発刊
（2014 年 11 月 1 日）
▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFVHFMRXUQDOLQGH[KWPO
IPA/ソフトウェア高信頼化センター（SEC）
では、SEC の活
動成果やソフトウェア開発に関する事例、論文などをご紹介す
る季刊誌
「SEC journal」
を発行しています。
この度、SEC の設立 10 周年を記念し、
「SEC journal 創刊
10 周年特別号」
を発刊しました。
本誌では、
「この 10 年、これからの 10 年」
をテーマに、各界

クリエータ

PM

ソフトウェア高信頼化センター

「Embedded Technology 2014
（ET2014）
/
組込み総合技術展」
に出展しました！
「Embedded Technology 2014（ET2014）/ 組込み総合技術展」の
出展および「IPA セミナー」の開催（2014 年 11 月19 日〜11 月 21日）
▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFHYHQWVKWPO
「Embedded Technology
（ET）
/組込み総合技術展」
は、
一般社団法人組込みシステム技術協会
（JASA）
主催の国内最
大規模の組込み技術展です。IPA からの出展は今年で10 回
目となり、事業成果や現在の活動内容について、パネル・デモ・
書籍などの展示やプレゼンを行いました。また、
2日間にわたっ
て
「IPAセミナー」
を開催したほか、今年からの新企画として、

の有識者の方々から
「IT 社会の変化」
「IT 技術の変遷」
「安全・

初心者向けにソフトウェア開発についての先端技術や取り組み

安心」
「IT 人材育成」

を解説する講座
「SEC 先端技術入門ゼミ」
を開講しました。

の各領域について寄

このほか、情報セキュリティ、情報処理技術者試験、IT 人材

稿して い ただきまし

育成など、
IPA の一連の取り組みについても幅広く紹介しました。

た。また「SEC10 年
の歩み」
と題して、既
刊の各号に掲載され
た SEC 成果報告、論
文、主な内容を一覧
にまとめました。
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知っていますか？

特集

標的型攻撃メール

WR
\RX

〜標的型攻撃メールの手口と対策のポイント〜
「標的型攻撃メール」とは、特定の組織や個人を狙って送りつけられるメールで、ウイル
スを仕掛けた添付ファイルや URLを開かせることで、ターゲットのパソコンをウイルス感
染させるものです。このウイルスに感染するとパソコン内の情報が盗まれるだけでなく、
ネットワークにつながったシステムに侵入され、組織の大切な情報まで窃取される可能性
があります。情報の価値を見出すのは攻撃者自身。
「うちは狙われないから大丈夫」とは決
して言い切れません。
皆さんのところにもある日突然届くかもしれないこの危険なメール。被害を未然に防ぐ
ためには、まず標的型攻撃メールの実態を知ることが大切です。今回の特集では、標的
型攻撃メールの例と注意点の一部をご紹介します。

標的型攻撃メールのキーポイント

URL

6(&

85

,7<

添付ファイル

t1

Poin

標的型攻撃メールを送る攻撃者にとっての大きなポイントは、ターゲット
にウイルスを仕掛けた添付ファイルや URL を開かせること。そのため、最近
では、他人を装った騙しの手口がとても巧妙です。
不用意に添付ファイルや URL を開いてしまうと、ウイルス感染の恐れが
ありますが、逆に言うと、受け取ったメールを「ウイルスかもしれない」と
注意深く観察し、
「開くか」
「開かないか」
を正しく判断できれば、感染のリス
クは軽減できるということになります。

知らない人からの 添付ファイルつきフリーメール にご用心
IPA
（J-CSIP）
で観測した 233 件の攻撃メールのうち、86％はフリーメールからの送信
（IPA「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」
より）

仕事関係者を装ったメールの例
製品に関する問い合わせメール

新聞社や出版社からの取材申込

実際の製品やサービス名を記載している例。送り主のアドレスと署名欄の
アドレスが違っている点が不審です。

見知らぬ人からのフリーメールであっても、無視することが難しい内容も。

IPA へご相談ください
本特集でご紹介したものは、標的型攻撃メールの例のごく一部です。
今後も、新たな手口での攻撃メールが発生することも考えられます。
不審なメールが届いたら、右記の窓口までご相談ください。

標的型サイバー攻撃特別相談窓口
▶ KWWSVZZZLSDJRMSVHFXULW\WRNXEHWVX

皆さんから寄せられるご相談は、標的型攻撃メールの実態や手口を明らかにするための貴重な情報です。
IPA では、ご相談いただいた情報をもとに、標的型攻撃メールの分析、注意喚起、情報提供、対策支援などを行っています。
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t2

Poin

そのファイル、開いても大丈夫？
IPA（J-CSIP）
で観測した 128 件の攻撃メールの添付ファイルのうち 58％が、アイコンや拡張
子を偽装し、利用者の錯誤を誘って開かせる
「実行ファイル」
を添付したもの。
（IPA「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」
より）

添付ファイルを偽装している例
では、先ほどの
ファイルを
ちょっと解凍して
みましょう

正体は
の偽装
アイコン

出てきたのは、
PDFファイル…？？

PDF ファイルのように見えますが、実は、
「exe」
実行形式プログラム。これ以上ファイルを開く
のは危険です！

質問事項 .exe

質問事項 .ZIP
実際に解凍する場合は、コンピューターウイルスに
精通している人が、ネットワークに接続していない
専用パソコンを使って行うことをお奨めします。

エクスプローラー ▶
の詳細表示

こちらも一見文書ファイルですが、ファイルの
プロパティを見ると実行ファイルであることが
分かります。これは「sample.doc.exe」という
二重拡張子のファイルの例です。

名の
ファイル
偽装も！
sample.doc

ファイルのプロパティ表示 ▶
※ここまででご紹介したメール、
ファイルは実例をもとに作成した架空のものです。

3

int

Po

うっかりダマされる！？
「やり取り型」
攻撃
2012 年観測時と同一と思われる攻撃者が、より巧妙な文面でウイルスメールを送信。
一段と手口が巧妙化していることが伺えます。
（IPA「2014 年 11月 21日 注意喚起：本年 8 月から10 月に
『やり取り型』
攻撃を国内 5 組織で新たに観測」
より）

｢やり取り型｣攻撃の例

無害なメールのやり取りの後でウイルス付きのメールを送信してくる手口
「やり取り型」攻撃。

セミナー参加者を装った攻撃者
御社で開催されるセミナーに
ついて質問です。

人の心理を悪用し、攻撃者は、組織や窓口ごとに異なるもっともらしい話題
を持ちかけてきます。自分を信用させることを優先して攻撃のタイミングを
図るなど、手口が巧妙化してきているため、一層の警戒が必要です。

質問をどうぞ。

質問内容を添付で送付します。
（ZIPファイルの中には開くとウイル
スに感染するWord文書ファイルが
入っていた。
）

ZIP

添付ファイルの内容が確認できませんでした。
メール本文に質問内容を記載してください。
ZIP
図があるので、本文には書けません。
（先ほどとは別のウイルス付ファイルが添付。）

標的型攻撃メールへの対策は？
標的型攻撃メールの対策には、日ごろから皆さんご自身の注意と情報共有がとても大切です。

見知らぬ人からのメールで、ご自身での判断が難しい場合は、システム管理者等の
セキュリティ専門家に相談、もしくは送信者に直接確認。
組織の場合、報告を受けた管理者は、類似したメールが届いていないか確認のうえ、
組織内の情報共有を行う。
ウイルス感染をできるだけ回避するため、脆弱性の修正プログラムが公開された場合
はすみやかに適用する。
（Windows Update の実行など）

必要に応じて理由を取り繕い、
それぞれ異なる形式でウイルスを送ってくる！

IPA（標的型サイバー攻撃特別相談窓口）に相談する。

標的型攻撃メールに関連する IPA の取り組み

Guide books

など

Reports

標的型サイバー攻撃への対策実施を支援：J-CRAT
Cyber Rescue and Advice Team against targeted attack of Japan
サイバーレスキュー隊（ジェイクラート）
標的型攻撃に気付いた組織に対する被害拡大と再発の抑止・低減、攻撃連鎖の遮断を目
的とする支援活動。標的型サイバー攻撃特別相談窓口を併設。

標的型サイバー攻撃の分析と情報共有を遂行：J-CSIP
Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan
サイバー情報共有イニシアティブ（ジェイシップ）
IPA を情報ハブ（集約点）の役割として、参加組織間で情報共有を行い、高度なサイバー攻
撃対策に繋げていく取り組み。4 半期ごと、年度ごとにレポートを公開しています。

「高度標的型攻撃」
対策に向けた
システム設計ガイド

標的型攻撃メール
＜危険回避＞
対策のしおり

標的型攻撃メールの
傾向と事例分析
＜ 2013 年＞

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
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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秋期 問23

インターネット上の脅威となる行為のうち，
不正アクセス禁止法で禁止されているものはどれか。
ア：セキュリティホールを利用して Web サイトに侵入する。
イ：不正なデータ送信や大量のトラフィックなどで，ターゲットのコンピュータやネットワーク機器に負荷を
かけ，サービス不能にする。
ウ：傍受した無線 LAN の電波を解析して，競合他社の技術情報を読み取る。
エ：利用者の意図とは無関係な画像を表示するウイルス付きのメールを特定の相手に故意に送付する。

マネジメント

22秋期 問39

情報システムの運用状況を監査する場合，監査人として適切な立場の者はだれか。
ア：監査対象システムにかかわっていない者
イ：監査対象システムの運用管理者
ウ：監査対象システムの運用担当者
エ：監査対象システムの運用を指導しているコンサルタント

テクノロジ

26秋期 問50

スマートフォンの取扱いに関する記述のうち，セキュリティの観点から不適切な行動はどれか。
ア：スマートフォン内の消えてしまうと困るデータは，スマートフォンとは別の場所に暗号化して保存する。
イ：スマートフォンにもウイルスは感染する可能性があるので，ウイルス対策ソフトを導入する。
ウ：スマートフォンの購入時が最もセキュリティが高い状態なので，OS の更新はしないで使い続ける。
エ：スマートフォンを紛失した場合，遠隔からの強制ロックとデータの強制削除を行う。

担当からの一言
すべての IT エンジニアの心強い味方
「情報処理技術者試験」
平成 27 年度春期情報処理技術者試験
（4 月19 日
（日）
実施）
の受験申込みを1 月19 日
（月）
から開始します。
年間 50 万人が応募するこの試験は、今年で 46 年目を迎え、IT 社会と共に進化し、その時々の IT エンジニアのキャ
リアアップを常に支えてきました。
最近の IT を取り巻く環境は、クラウドの普及、IoT の本格化、攻めの IT 投資による事業モデルの変革など変化が激しく、それを支え
る情報技術の進歩は目覚ましいものがあります。
情報処理技術者試験は、情報技術の背景として知っておくべき原理・原則や、基礎となる幅広い知識・技能に加え、最新の IT 動向
やテクノロジを扱った問題を積極的に出題しています。これは、時代が変わっても通用する
「基礎力」
とともに、時代のニーズに対応でき
る
「応用力」
を兼ね備えた IT エンジニアの育成を目的にしているからです。
情報処理技術者試験は、大規模システムを開発するエンジニアからインターネットビジネス、組込みシステムなどのエンジニア、さ
らにはプロジェクトマネージャや情報セキュリティ、データベースなどのスペシャリストまで、どんな IT エンジニアにも役立つ試験です。
目まぐるしく変化するIT 業界で力を発揮したいという方、キャリアアップを図りたい方、ぜひ情報処理技術者試験をご活用ください。
情報処理技術者試験センター
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情報セキュリティ 毎月の呼びかけ
10 月の呼びかけ

クラウドサービスからの情報漏えいに注意！〜スマートフォンで撮影した写真の保存先と公開範囲を意識していますか？〜
▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFXULW\W[WRXWOLQHKWPO

11 月の呼びかけ

遠隔操作ソフトは利用目的を理解してインストールを！

▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFXULW\W[WRXWOLQHKWPO

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

▶ KWWSZZZLSDJRMSVHFXULW\DQVKLQ

主なイベント・セミナー情報
HRD イニシアティブセンター
事業グループ 小室 智子

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。

iCD セミナーを開催しています

2 月 February

IPAでは、
スキル標準の普及と改善をテーマに、
「i
コンピテンシ・ディクショナリ」
（以下iCD）
のセミナー
を定期的に開催しています。
iCDとは、
ITを利活用するビジネスを企画し、
実行する上で必要な 組
織の機能
（業務）と、
それを実行する 個人の素養 を、
「タスク」
と
「スキ
ル」
の2冊の辞書にまとめたものです。
これらの辞書を活用すると、
ITSS、
UISS、
ETSSといったスキル標準や、
代表的なIT関連のプロセス体系や知識体系類を幅広く参照でき、
また、
クラウド、
データサイエンスなどの新しいビジネスモデルに対応したタ
スクやスキルを参照することが可能です。
セミナー活動は、
こうしたスキル標準活用のメリットをユーザーの皆
さまに直接お伝えするとともに、
活用における悩みや問題点をお伺いで
きる絶好の機会です。
また、
こうして得た情報は、
セミナー改善の貴重な
インプットとなっています。
例えば、
このiCDはタスク約2000項目、
スキル約8000項目と膨大で
あるため、
「項目が多い」
「分かりにくい」
というイメージを持たれがちで
す。そこで、
活用するメリットを十分にご理解いただくため、
業態、
ビジネ
スニーズなどの活用視点に応じてタスク、
スキルを簡単に参照する方法
や、
タスク、
スキル活用時のポイントを丁寧にご紹介するよう心がけてい
ます。毎回のセミナーを通じ、
「活用の目的とポイントを改めて認識し、
関
心が深まった」
「
、自社で活用するイメージができた」
などの嬉しい声を多
数いただいています。
皆さまが人材育成に取り組む大きな目的のひとつに、
事業目標の達
成に向けた取り組みを通じて組織
（企業）
や、
個人が成長を続けていくこ
とがあると思います。私たちは、
このiCDが組織、
個人の成長を支援す
る有用なツールであることをお伝えしていきたいと考えています。
セミ
ナーは月1回程度、
IPA構内で実施しています。
ご興味のある方はぜひ
ご参加ください。

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

Software Japan 2015【出展】
［日時］2 月 3 日
（火）9：30〜18：40 (18：50〜20：25 情報交換会 )
［会場］タワーホール船堀
（参加費：一般 12,000 円
［当日料金］
）
※詳細はウェブページをご覧ください。
■ セミナー

セキュリティセンター

小中高の保護者、教育関係者向け 情報モラルセミナー【共催】
［日時］2 月 7 日
（土）13：00〜17：00
［会場］TEPIA ホール 定員 150 名
（参加費：無料）

■ イベント 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 2015
［日時］2 月14 日
（土）13：00〜18：00
［会場］フクラシア品川クリスタルスクエア
（参加費：無料）

第 21 回未踏成果報告会
（仮）
［日時］2 月 21日
（土）
・22 日
（日）
［会場］都内を予定
※詳細はウェブページをご覧ください。

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

SEC特別セミナー IoT時代のソフトウェアエンジニアリングとビジネスイノベーション
［日時］2 月 20 日
（金）13：00〜17：00
［会場］TEPIA ホール 定員 200 名
（受講料：5,000 円）
＜ITC 実践力ポイント付与＞

3 月 March
■ イベント セキュリティセンター

Security Show 2015【出展】
［日時］3 月 3 日
（火）
〜6 日
（金）10：00〜17：00（最終日は 16：30まで）
［会場］東京ビッグサイト
［東 2・3ホール］
（参加費：当日券 2,000 円、事前登録された方は無料）
セキュリティシンポジウム道後 2015【出展】
［日時］3 月12 日
（木）
・13 日
（金）
［会場］松山市立子規記念博物館および市内ホテル
定員 300 名
（参加費：8,000 円）
■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

第17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

IPA Channel Selection

［日時］3 月 27 日
（金）15：00〜17：30
［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 ウェブページをご覧ください。

標的型攻撃の実態と対策を解説した動画コンテンツ

「あなたの組織が狙われている！
−標的型攻撃 その脅威と対策−」( 約10 分)

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

▶ KWWSZZZLSDJRMSDERXWLSDBQHZVLQGH[KWPO

標的型攻撃メールを開くとどうなるのか、どう対策をすれ
ばよいのかを日常のオフィスを舞台にドラマ仕立てで解説
した動画コンテンツ。ITに詳しくない方でも、最低限行う
べき対策を学べます。
▶ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y
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発行日

平成 27 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

7(/ ▶  )$; ▶ 
85/▶ KWWSZZZLSDJRMS

編 集 後 記

編集・発行

次号 IPA NEWS Vol.15は3 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。

(PDLO ▶ SULQT#LSDJRMS ／ )$; ▶ 

新年明けましておめでとうございます。
2 月の情報セキュリティ月間を控え、今号では「標的型攻撃メール」をテーマにした特集をお届けし
ました。
「科学で最も心高ぶる言葉は 私は発見した！ ではなく、変だぞ･･･ である。
」
これは、SF 作家であり生化学者でもあるアイザック・アシモフが残した言葉です。科学の偉大なる発
見は、うっかり見過ごしてしまいそうなほどの小さな変化にも気づくことから始まる、そんなメッセー
ジではないでしょうか。
普段のメールにひそかに紛れ込む攻撃のワナは、ますます巧妙化しています。大事な情報を守る
には 変だぞ･･･ と、わずかな違いに気づけるかどうかが大きな分かれ道。皆さんも、日々のメールを
少しだけ注意して見ることから対策を始めてみませんか。
「IPA NEWS Vol.14」
をお読みいただきありがとうございました。

