情報処理推進機構

●

ニュースレター
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2 015 年 2 月・3月のトピックス
若年層のセキュリティ意識が低下傾向！
？
スマートデバイスで悪意ある投稿をするネット利用者も増加中！
2014年で社会的な影響の大きかった
情報セキュリティの脅威とは？
アジアのIT人材と日本のIT企業との交流による新しい人材育成を実施
み とう

3月10日は未踏の日！IPAと一般社団法人未踏、
相互協力協定の締結に関する記者会＆
未踏スペシャルイベント「未踏会議」を開催
「安全なウェブサイトの作り方」に
パスワードリスト攻撃への悪用防止対策等を新たに追加
モデルベースアプローチに基づく
システム障害原因分析手法を公開

2 月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

若年層のセキュリティ意識が低下傾向！
？
スマートデバイスで悪意ある投稿をするネット利用者も増加中！
インターネット利用者の
“情報セキュリティの脅威・倫理の
意識”
を調査した報告書を公開
（2015 年 2 月 17 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20150217.html

ることや、
「他人のアカウントであっても、推測でログインでき
ればインターネットサービスを利用する可能性がある」
という
20 代の利用者が倍増したことが明らかになりました。他人の

IPA では、毎年インターネット利用者を対象に情報セキュリ
ティ対策の実施状況や、法令遵守に関する意識などを調査し
ています。

アカウントの利用は不正アクセス禁止法違反であり、利用者
の規範意識の向上や法律知識の普及が重要と考えられます。
利用者がスマートデバイスで悪意ある投稿を行う理由

（報告書 P.81 より抜粋）

今回行った「情報セキュリティの脅威に対する意識調査」
で
は、若年層やパソコン初心者などは適切なパスワードを設定

4.4ポイントUP

40%

32.3

している割合が低いことや、行動ターゲティング広告に対し
ては、利便性よりも閲覧履歴などの情報を収集される不安の
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特にない／
なんとなく

2014年 486
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その他

にも広がったことを受け、昨年の 5 位から急浮上しました。
情報セキュリティ 10 大脅威 2015

2

11.5 10.0

8.2

好奇心や
面白さから

カード情報の不正利用」
は、不正送金ウイルスの被害が法人
脅威の対象

順位の変動

＊

個人・企業・組織
インターネットバンキングや
クレジットカード情報の不正利用
－
企業・組織
内部不正による情報漏えい
個人
企業・組織
標的型攻撃による諜報活動
－
個人
ウェブサービスへの
不正ログイン
－
企業・組織
ウェブサービスからの
顧客情報の窃取
個人
企業・組織
ハッカー集団による
サイバーテロ
－
企業・組織
ウェブサイトの改ざん
個人
企業・組織
インターネット基盤技術を
悪用した攻撃
個人
個人・企業・組織
脆弱性公表に伴う攻撃
－
個人・企業・組織
悪意のあるスマートフォン
アプリ
－

＊上段：一次被害対象者

18.8

自分が投稿したこと
がわからないから

今回 1 位となった「インターネットバンキングやクレジット

10位

19.3

いらいらしたから

10 形式で公開しているものです。

9位

7.5

皆がよくやって
いるから

威執筆者会」
が、1 年間で起きた国内の情報セキュリティの事
故や事件から社会的影響の大きかったものを選出し、トップ

8位

10.1

誰かがやるべきこと
だと思ったから

研究者、企業の実務担当者などのメンバーからなる
「10 大脅

7位

炎上させたくて

「情報セキュリティ 10 大脅威」
は、情報セキュリティ分野の

6位

相手に仕返し
するために

▶ https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2015.html

5位

人の投稿やコメントを
見て不快になったから

「情報セキュリティ10 大脅威 2015」
を公開
（2015 年 2 月 6 日）

4位

6.8

11.0

11.5

8.4

10.9

18.8

10.0

11.6

IT人材育成企画部

2014年で社会的な影響の大きかった
情報セキュリティの脅威とは？

3位

人の意見を非難・
批評するために

セキュリティセンター

体

バイス利用者が増加するなど、倫理意識の低下傾向が見られ

2位

2.8

0%

全

また「情報セキュリティの倫理に対する意識調査」
では、一
時的な感情に任せて SNS 等に悪意ある投稿をするスマートデ

1位

7.8

人の意見に反論
したかったから

する意識が強く求められます。

21.0

5.4ポイントUP
4.0ポイントUP

20%

方が大きいことが分かりました。不正ログインの被害が相次
いでいることから、利用者にはパスワードを適切に設定・管理

今回調査(n=486)
2013年9月(n=319)

2.3ポイントUP

UP

UP

DOWN

DOWN

DOWN

UP

DOWN

UP

UP

DOWN

アジア共通統一試験推進コア人材育成事業
「アジアトップガン
プログラム」
を実施
（2015 年 2 月 23 日～27 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/asia/kaigai/report-20150227.html
IPA の情報処理技術者試験をもとにした「アジア共通統一
試験
（ITPEC 試験）
」
は、現在 7 か国で実施されています。
今回、アジアと日本の IT 企業を結ぶ架け橋となり、同試験
の発展を推進するリーダーの育成を目的として、試験合格者
の中で特に優秀な人材
（6 か国 8 名）
を選出し、プロジェクトマ
ネジメントや ITビジネス等のワークショップを行いました。参
加者は、今後、同試験を推進する
「ITPEC アンバサダー」
とし
て活動していきます。

昨年：5 位
昨年：11 位
昨年：1 位
昨年：2 位
昨年：4 位
昨年：ランク外

参加者による
プレゼンテーション

昨年：3 位
昨年：ランク外
昨年：ランク外
昨年：6 位

下段：被害が派生した場合の二次被害対象者
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アジアのIT人材と日本のIT企業との交流に
よる新しい人材育成を実施

IPA 藤江理事長から
「ITPECアンバサダー」
の
任命状授与

3 月の 活 動 内 容
イノベーション人材センター
み とう

3月10日は未踏の日！IPAと一般社団法人未踏、相互協力協定の締結に関する記者会＆未踏スペシャルイベント「未踏会議」を開催
IPAと一般社団法人未踏、相互協力協定を締結・未踏スペ
シャルイベント
「未踏会議」
を開催
（2015 年 3 月 10 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20150310.html
▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2014/mitoukaigi.html

かを考える場として開催したものです。第 1 回目となる今回

は、産業界・学界の著名人による対談や、未踏クリエータに

よるプレゼンテーションを行いました。参加者からは、未踏
事業への期待の声などが数多く寄せられました。

IPA では、IT でイノベーションを生み出す若手人材を発掘・

育成する事業
「未踏 IT 人材発掘・育成事業」
（以下、未踏事業）

を実施しています。この度、
IPA は、一般社団法人未踏
（Mitou
Foundation、代表理事：竹内 郁雄氏、近藤 秀和氏）
と、未

踏事業の修了生
（未踏クリエータ）
のプロジェクト修了後の活

躍に向けた環境整備等に関する相互協力協定を締結しまし

た。今後、未踏クリエータへのベンチャー起業に関する教育・
啓蒙活動や、未踏事業および未踏クリエータに関連するイベ

ントの共催などに取り組む予定です。

協定締結の記者会

また、本締結に関連して、未踏スペシャルイベント
「未踏会

議」
を開催しました。本会議は、未踏事業を巣立った若きクリ

エータの成果を紹介するとともに、産学官が連携して、未踏

的人材の更なる発掘、育成、飛翔を推進し、イノベーション
が起こり続けるエコシステムが創出されるためには何が必要
セキュリティセンター

「安全なウェブサイトの作り方」にパスワードリスト
攻撃への悪用防止対策等を新たに追加
「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 7 版」
を公開
（2015 年 3 月 12 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20150312.html
「安全なウェブサイトの作り方」
は、ウェブサイトの開発者や

運営者向けに、適切なセキュリティ対策が行われたウェブサイ

未踏会議

ソフトウェア高信頼化センター

モデルベースアプローチに基づくシステム
障害原因分析手法を公開
「大規模・複雑化した組込みシステムのための障害診断手法
～モデルベースアプローチによる事後 V&V の提案～」
の公開
（2015 年 3 月 31 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20150331_2.html
近年、ソフトウェア開発において、
「MBSE＊1」
というシミュ

ト作成のためのポイントをまとめたガイドブックです。

レーション技術を用いた開発方法論が着目されています。

大きいソフトウェア製品やウェブアプリケーションに関する脆弱

を行うための手法を公開しました。本手法では、さまざまな

狙った攻撃やパスワードリスト攻撃、クリックジャッキング攻撃＊2

う形で仮想的に再現し、障害をシミュレートして原因を診断し

本誌では、IPA への届出件数が多く、攻撃による影響度が

性関連情報を取り上げ、今回公開した第 7 版では、DNS＊1 を

など、前回の改訂
（2012 年）
以降問題となった攻撃や新たな手

口への有効な対策を追加しています。また、
「保存している利用
者等のパスワードの漏えいに備える対策」
も提示しています。

＊1 Domain Name System の略で、コンピュータがネットワークのどこに接
続されているかを示す IP アドレスという数字の集まりを、www.ipa.go.jp
のような人に覚えやすいドメイン表記と対応させるための情報を管理する
仕組み

IPA は、この MBSEに基づいて組込みシステムの障害診断

機器が繋がって構築された大規模なシステムを
「モデル」
とい

ます。また、この手法をもとに、障害原因を究明し解決への

を提案しました。これ
提言を行う方法論として
「事後 V&V＊2」

により障害発生時の迅速な原因究明、障害の早期発見や未
然防止が期待できます。

＊1 Model-Based Systems Engineering
＊2 Verification & Validation : 検証と妥当性確認

＊2 クリックジャッキング攻撃：ユーザーを視覚的にだまして、別のウェブペー
ジのコンテンツを誤ってユーザーに操作させる攻撃

主な改訂内容
区分
新規追加
新規追加

項目
クリックジャッキング
バッファオーバーフロー

改定内容
脆弱性の概要、対策
脆弱性の概要、対策
ブラウザのセキュリティ機構を有
新規追加 1 章
効にする保険的対策
クロスサイト・
スクリプティング
入力値の内容チェックによる保険
内容更新
的対策
DNS サーバーの設定や運用時の
内容更新
DNSに関する対策
注意点
2章
内容更新
ネットワーク盗聴への対策 通信経路の暗号化の解説
新規追加
パスワードに関する対策 パスワードの保管方法の解説

事後V&Vの全体像
システム障害
発生
障害の調査・情報収集
フィードバック

結果の報告と
整理・データベース化

教育への反映
フィード
バック

シミュレーション
（障害の再現）
による仮説の検証

フィード
バック

障害の起きたシステムを
モデル化し仮想的に再現

フィード
バック

モデルをもとに分析等を行い
障害原因の仮説を生成
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主要

3 分 野 から

新生活応援コンテンツのご紹介

- 分 野 別 の 取 り 組 み 紹 介 情報セキュリティ

研修や授業に使える！「映像で知る情報セキュリティ」
シリーズのご紹介！
IPA では、情報セキュリティ上のさまざまな脅威と対策を
10 分程度のドラマなどを通じて学べる
「映像で知る情報セ
キュリティ」
シリーズを公開しています。
本シリーズは、
3 月に
「内部不正と情報漏えい」
「パスワード」
、
、
「スマホのワンクリック請求」
をテーマとした 3 作品を新たに加

た DVD も無償で配布していますので、組織や個人の情報セ
キュリティ対策強化にぜひお役立てください。
映像で知る情報セキュリティ〜映像コンテンツ一覧〜

▶ http://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/

映像で知る情報セキュリティ DVD-ROM
（無償）
送付お申し込み

え、現在、全 15 作を取り揃えています。情報セキュリティの

▶ http://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/disk/

脅威と対策を短時間で学習できる内容となっているため、自

＊上記 URLより教材申込ファイルをダウンロードのうえ、指定のアドレスまでお送りください。

己学習はもちろん、社内での研修や学校での教材としてもご
活用いただけます。また、この春、新たな生活をスタートさ
れた方向けのコンテンツもご用意しています。映像を収納し
新作
「情報を漏らしたのは誰だ？～内部不正と情報漏えい対策～」
内部不正による顧客リスト漏えいを疑われた主人公の視
点から、情報漏えいを未然に防ぐ対策を学べます。

「陽だまり家族とパスワード ～自分を守る3つのポイント～」
一般の家庭を舞台に、ネットサービスを利用する家族が
受けた不正ログインによる被害事例を紹介しながら、被
害に遭わないための「安全なパスワード設定と管理の仕
方」
について解説します。

「検証！スマートフォンのワンクリック請求」

リポーターが実際にスマートフォンを操作しながら、
ドキュ
メンタリー形式でワンクリック請求の手口と対策について
ご紹介します。

ビジネス研修にオススメ
情報漏えい対策

「3 つのかばん
〜新入社員が知るべき情報漏えいの脅威〜」
ウイルス・サイバー攻撃対策

「ウイルスはあなたのビジネスもプライベートも
狙っている！」
学校の教材にオススメ
ネットマナー・セキュリティ対策

「キミはどっち？- パソコン・ケータイ・スマートフォン
正しい使い方 -」
（小学生向け）
SNS の心得

「あなたの書き込みは世界中から見られてる」
（中高生向け）

ソフトウェアの高信頼化

「ソフトウェア」
の現状と課題が学べる映像コンテンツのご紹介
IT の発達により、私たちの身の周りにはさまざまな機器や
新しいサービスがあふれ、より便利で豊かな生活が実現され

1. ソフトウェア開発の工程

2. 設計段階での課題「完成イメージの共有」

ています。この豊かな生活を目に見えないところで支えてい
るのが、ソフトウェアです。
機器やサービスの機能が増えるにつれ、それらを制御する
ソフトウェアの役割はより重要になり、その安全性や信頼性が
強く求められます。
IPA では、ソフトウェアを取り巻く環境やさまざまな課題と、
その課題解決に向けた取り組みなどをアニメーションで解説

3. 設計段階で起こるトラブルの割合

した映像コンテンツ
「ソフトウェアを取り巻く課題とIPA/SEC
の取組み」
を公開しています。
本作では、ソフトウェアはどのように私たちの生活に関わっ
ているのか、その開発から運用までの各工程ではどのような
課題があり、それらはどのように改善すればよいのかなどを、
具体的な例を交えながら分かりやすく解説しています。IT 初
心者向けのコンテンツとなっておりますので、技術者でない
方でもソフトウェア開発の現状を簡単に知ることができます。
普段はあまり意識されることのないソフトウェアについて知
りたいという方や、これから技術者を目指す学生向けの教材
としてもご活用いただけます。

4
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ソフトウェアを取り巻く課題とIPA/SEC の取組み
～安全で安心なIT 社会の実現を目指して～
▶ https://www.youtube.com/watch?v=xakBnXlS3Yo

SEC：ソフトウェア高信頼化センター

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

IT人材の育成

ITの仕事ってこんなに面白い！ 学生にIT技術者の魅力を紹介する広報誌を発行
IPA は、大学や短大、専門学校などで情報学を学ぶ学生や、

社会を支えるさまざまなIT

これからIT 技術者を目指す方向けに、IT 技術者の仕事の魅
力を伝える広報誌
「明日をつくるIT 技術者～IT が拓くその先
の社会へ～」
を発行しました。
本誌では、企業で活躍する現役の IT 技術者のインタビュー
記事を掲載し、彼らが日々取り組んでいる仕事内容や IT 技術
者として新しい高度 IT 社会へ貢献することのやりがい、醍醐
味などをご紹介しています。

明日の価値をつくるIT 技術者

さらに、IT 技術者に求められるスキル、IT 技術者に関する
素朴な疑問とその回答をまとめた Q&A など、IT 技術者とし

IT 技術者のスキルアップ

てキャリアをスタートさせたい方のための情報も多数掲載し
ています。
本誌は、IT 技術者の仕事を知るためのコンテンツとして、
情報系など理系学生だけでなく、文系学生にもご利用いただ
けます。また、教育機関においては、情報科目のオリエンテー
ションや基礎授業、キャリア指導などの機会に、学生の学び
への動機付けや学習意欲向上のきっかけ作りにご活用いただ
けます。

「明日をつくるIT 技術者～IT が拓くその先の社会へ～」
（無償）
送付お申し込み
▶ http://jinzaiipedia.ipa.go.jp/magazine/itgigyutu_2015

Special Contents

春 ：春期試験（4月実施） 秋 ：秋期試験（10月実施）

合格率は26年度実績

IPAが実施している国家試験
「情報処理技術者試験」
は、ITの基礎から応用まで、IT社会で活躍する

「資格」
が、
「自信」
になる！

すべての方に活用いただける試験です。ITエンジニアを目指す学生、
ご自身のキャリアアップを図

国家試験
「情報処理技術者試験」りたいという皆さんにオススメ。社員のスキルアップ向上を目指したい企業の方も要チェックです！
Lv. 1

（随時実施中）

すべての社会人・学生向け

Lv. 2

合格率

47.9％

FE

ITの基礎知識を問う試験

Lv. 4

春 秋

ITエンジニア向け（中級編）

基本情報技術者試験

合格率

23.7％

ITエンジニアを目指すならまずここから！
ITスキルの基礎固め。

Lv. 3
AP

春 秋

ITエンジニア向け（中級編）

合格率

20.2％

応用情報技術者試験

ワンランク上のITエンジニアを目指すなら次は
これ！ITエンジニアとしての即戦力が身につく。

ITエンジニア向け＜高度試験＞（上級編）

ST
SA
PM
NW
DB
詳しくは

ITストラテジスト試験

秋

経営×ITのスキルを磨く！CIO、CTO、ITコン
サルタントを目指す方にオススメ

システムアーキテクト試験

秋

システム開発の上流工程を主導する立場の方な
ど、上級エンジニア向け試験

プロジェクトマネージャ試験

春

ITプロジェクトを成功裏に導くマネージャ職に
必要なノウハウが身につく！

ネットワークスペシャリスト試験

秋

ネットワークシステム構築・運用のスペシャリ
ストを目指す方向けの試験

データベーススペシャリスト試験

春

データベース管理者やインフラ系エンジニアを
目指す方向け試験

IPA 情報処理技術者試験

検索

http://www.jitec.ipa.go.jp/1_08gaiyou/_index_gaiyou.html
企業、大学などでの試験活用事例もご紹介中！

合格率

ES

合格率

SC

合格率

SM

合格率

AU

15.0％

15.0％

12.7％

13.9％
合格率

16.7％
組み合わせで
さらにレベルアップ！
試験の活用例

エンベデッドシステムスペシャリスト試験

春

IoT時代に欠かせない組込みエンジニアを目指すなら
これ！

情報セキュリティスペシャリスト試験

春 秋

高度試験の人気No.1！セキュリティのスペシャリス
トを目指す方に

ITサービスマネージャ試験

秋

最適なコストで高品質なITサービスを提供するマネー
ジャを目指す方向け試験

システム監査技術者試験

春

企業のITガバナンス向上に貢献する監査人や情報シス
テム責任者を目指す方にオススメ
セキュリティに強みを持つ
システムエンジニアを目指す方

SC × SA

システム開発全体を主導する
プレイングマネージャを目指す方

SA × PM ×

IoT時代に求められる
高度エンジニアを目指す方

ES

合格率

17.1％
合格率

14.0％
合格率

12.5％
合格率

13.2％

DB・ ES ・NW

など

× NW × SC
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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9

問 BSC（Balanced Scorecard）の説明として適切なものはどれか。
ア：一定の時点における資金調達と資金運用の状態を表示する会計報告書
イ：最低の総コストで必要な機能を確実に達成するための分析手法

ウ：財務，顧客，業務プロセス，学習と成長という視点から行う企業業績の評価手法
エ：電子商取引のうち企業と消費者で行う取引

マネジメント

26春期 問37

問 情報システムの利用者対応のため，サービスデスクの導入を検討している。サービスデスクにおける
インシデントの受付や対応に関する記述のうち，最も適切なものはどれか。

ア：利用者からの障害連絡に対しては，解決方法が正式に決まるまでは利用者へ情報提供を行わない。

イ：利用者からの障害連絡に対しては，障害の原因の究明ではなく，サービスの回復を主眼として対応する。

ウ：利用者からの問合せの受付は，利用者の組織の状況にかかわらず，電子メール，電話，FAX などのうち，
いずれか一つの手段に統一する。
エ：利用者からの問合せは，すぐに解決できなかったものだけを記録する。

テクノロジ

26春期 問55

問 公衆回線を，あたかも専用回線であるかのごとく利用できるようにするために使われる技術を何というか。
ア：ADSL

イ：LAN

ウ：VPN

担当からの一言

エ：WAN

実は○○系が多い i パス受験者

i パスは、
「すべての社会人・学生」
を対象としている試験です。
とは言っても
「もともとIT が得意な人が受けている試験なんじゃないの」
と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか？

39％

では、実際受験しているのはどのような方なのかというと、26 年度の応募者の属性は、

32％

業務

IT系

右のようになります。

VS

非IT系

企業・大学ともに非 IT 系・文系の割合が高く、大学にいたっては、文系の方が 68%と

大学

理系

VS

文系
61％

いう結果になっています。
「文系＝IT が得意でない」
とは言えないかもしれませんが、いず

68％

れにしても、ITを専門としていない方に多く活用いただいていることが分かります。昨年実施したｉパス合格者インタビューにご協力いた
だいた方々も、出身学科、業種はさまざまでしたが、受験前は
「どちらかというとIT は苦手・・・」
と感じられていたのが、
「ｉパスの勉強を
通じて、苦手意識が薄れ、ITを身近に感じることができた」
「今の業務に役立っている」
、
と話されていたことが印象に残っています。
今や IT はどんなものにでも関わっている時代。
「IT 力」
は、
「英語力」
のようにビジネスで活躍するために求められる力となりつつあります。
さて、新しい年度が始まりました。今まで ITに対して苦手意識があった方や ITを基礎から学びたいと考えている方は、心機一転、ｉパス
を学んで自身のスキルアップを図りませんか？
i パス合格者の声はこちらから！
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/success.html
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情報処理技術者試験センター

正解： ストラテジ

ウ

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
2 月の呼びかけ

その警告表示はソフトウェア購入へ誘導されるかも知れません ～Yes. Ok. クリック前に 一呼吸＊～

▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/02outline.html

＊ 第 10 回 IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2014 標語部門 最優秀賞 柘植 創太 さん
（神奈川県 横浜市立南希望が丘中学校）
の作品

3 月の呼びかけ

情報セキュリティの脅威について正しい認識と対策を

▶ http://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/03outline.html

～セキュリティ しっかり守れば 笑顔咲く＊～

＊ 第 10 回 IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2014 標語部門 優秀賞 佐藤 美槻 さん
（東京都 世田谷区立東玉川小学校 6 年）
の作品

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

参事・情報処理技術者試験センター長

山城

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。

宗久

ぜひご参加ください。

情報処理技術者試験のますますの
活用に向けて

6 月 June

IPA では、IT 分野で唯一の国家試験である情報
処理技術者試験を実施しています。この試験は、主にIT 技術者を対象
とした上位レベルの試験と、職種・業種、文系・理系を問わず全ての
社会人および学生を対象とした IT パスポート試験とに大別されますが、
いずれについても、政府の成長戦略あるいは情報セキュリティ戦略等
で
“活用の促進”
が謳われています。そのため、試験センターでは、職
員が一丸となって全国の企業、大学等に試験の説明に伺う日々を送っ
ております。
この仕事での最大の喜びは、
「営業」
の成果が出たときです。説明に
伺った組織においてご検討の結果、試験の組織的活用を開始していた
だいたときや、従来からある程度は活用していただいた組織が受験者
を増やされたときに大きな喜びを感じます。また、対象者層が幅広い
IT パスポート試験については、普及のために企業や学校での活用事例
をウェブページに掲載しているのですが、この活用事例への掲載をご
了解いただいたときもとても嬉しいと感じるときです。活用事例には、
IT・エレクトロニクス業界の著名な企業はもちろんのこと、マスメディ
ア、銀行、商社、鉄道、航空や建設等も含めた幅広い業種の企業を
掲載していますし、大学・高校、官公庁・自治体についても掲載してい
ますので、本誌 P.5 末尾のサイトでぜひチェックして頂き、皆さま方の
組織における試験ご活用の参考にしていただければと思います。
現職で IT 関連のさまざまな情報に触れ続ける中、IT は世の中をより
良くする素晴らしいパワーを持つ一方、負の影響をもたらし得るもので
もあり、その適切な利活用の仕方を国民一人ひとりがしっかりと身につ
けていく必要があると強く思うようになりました。国家試験というイン
フラを一人でも多くの方々に活用していただくべく、これからも普及活
動を進めて参ります。

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

Embedded Technology West 2015 ／組込み総合技術展 関西（出展）

［会期］6 月10 日
（水）
・11日
（木）10:00～17:00

［グランフロント大阪 内］
（大阪府大阪市）
［会場］コングレコンベンションセンター
（参加費：1,000 円 ※事前登録者、招待状持参者は無料）

■ セミナー

HRD イニシアティブセンター

iコンピテンシ・ディクショナリ説明会

［日時］6 月11日
（木）
・25 日
（木）15:30～17:30
［場所］IPA 13 階会議室

■ 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 システムベースのエンジニアリング最新動向

［日時］6 月18 日
（木）13:00～17:30

（東京都文京区）
定員 200 名
（受講料：5,000 円）
［会場］東京大学 伊藤謝恩ホール

7 月 July
■ イベント セキュリティセンター

第 3 回技術情報防衛シンポジウム

［日時］7 月14 日
（火）10:00～16:25

［会場］ニッショーホール
（東京都港区）
（参加費：無料）

■ セミナー

HRD イニシアティブセンター

iコンピテンシ・ディクショナリ説明会

［日時］7 月 9 日
（木）
・23 日
（木）15:30～17:30

［会場］IPA 13 階会議室

第 2 回 定量的マネジメントセミナー

［日時］7 月 31日
（金）15:00～17:30

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

未踏事業から生まれた数々のイノベーションをご紹介！

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

「 天 才 的クリエータ育 成プロジェクト
未 踏レポート」

次号 IPA NEWS Vol.17は7 月中旬発行予定です。

IPA が取り組んでいる
「未踏IT 人材発掘・育成事業」
を紹介す
る冊子。事業の全容や未踏スーパークリエータの成果物など
を掲載しています。

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。

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

5 月を意味する
「May」
は、ローマ神話で
「豊穣」
や
「成長」
を司る女神
「Maia
（マイア）
」
に由来し

平成 27 年 5 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

定員 40 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 ウェブページをご覧ください。

IPA’
s Recommended Books

発行日

定員 30 名
（参加費：無料）

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

［会場］IPA 13 階会議室

Vol.16

定員 30 名
（参加費：無料）

ているという説があるそうです。新年度を向かえ、早 1 ヶ月が経ちました。進学や入社などで、
新しい環境に身を置いた方も、そろそろ慣れ始めた頃でしょうか。今号では、新生活を向かえ、
新たな目標に向かって駆け出す皆さんを応援するコンテンツをご紹介しました。
将来の進路を決めたい学生さんや、情報セキュリティやソフトウェアなどの分野を新たに学び
たい方のためのコンテンツのほか、キャリアアップやスキルアップを目指す方のため、IPA が実
施している情報処理技術者試験をご紹介しています。 成長した
「新しい自分」
との出会いのため
に、ぜひご活用いただければ幸いです。
「IPA NEWS Vol.16」
をお読みいただきありがとうござ
いました。

