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2 015 年 6 月・7 月 のトピックス
標的型サイバー攻撃によるウイルス感染の
早期発見・対応のポイントを公開
2014年度未踏事業スーパークリエータを認定
サイバーリスク管理の実態調査に関する報告書を公開
サイバー攻撃に備えよ！
安全なウェブサイト運用のための定期点検を呼びかけ
IT検証フォーラム2015に参加
「IoT時代と第三者検証」をテーマに
熱いディスカッションを展開
スマートフォンの「ワンクリック請求」に関する
相談件数が過去最多に

6 月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

標的型サイバー攻撃によるウイルス感染の早期発見・対応のポイントを公開
【注意喚起】
組織のウイルス感染の早期発見と対応を・

潜伏しているかもしれないウイルスの感染検査を今すぐ！

（2015 年 6 月 10 日・29 日）

▶ https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20150610-checklog.html
▶ https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20150629-checkpc.html
6 月は、公的機関の情報漏えい事件を皮切りに、標的型サ

イバー攻撃によるウイルス感染の被害が多く報道されました。
多くの組織において、自組織のウイルス感染の懸念が高まっ
ているものと考えられ、IPA では、感染の早期検知と被害低
減のための注意喚起を行いました。
組織の経営者、システム管理者は、ウイルスに感染して攻
撃活動が始まっていないか、ウイルスの活動の痕跡を確認す
ることが大切です。不審な通信ログなどないか常日頃から確
認することで、被害の未然防止や早期対応につながります。
また、メール着信を経てウイルス感染する
「標的型攻撃メー
ル」
によって端末内に潜伏したウイルスを確認するためには、
外部からのメールを頻繁に受け取り、ウイルス感染の突破口
イノベーション人材センター

2014年度未踏事業
スーパークリエータを認定
「2014 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業」
の

となりえる部署の端末検査を優先して行うなどが有効です。
下記により不審なファイルや通信を発見した際は、
「当該端
末をネットワークから切り離す」
、
「ファイアウォールやプロキシ
サーバーで通信をブロックする」
、
「セキュリティベンダーなど
専門家に相談する」
などの対応を早急に行い、被害を最小に
留めるようにしましょう。
■ウイルス活動の痕跡の確認ポイント
1. ファイアウォールやプロキシサーバーにおいて、特定の端末から外部サー
バーへの不正な通信のログがないか確認する。
2. プロキシを経由しない直接外部に向かう通信のログ、意図しない外部に向
かう通信のログなど、業務上想定していない通信がないかを確認する。
3. Active Directoryの運用をされている組織は、ログなどから不審な兆候がな
いか確認する。
4. Active Directoryサーバーやファイルサーバーなどに意図せず追加されてい
るタスクがないか確認する。

■ 端末内に潜伏するウイルスの有無の確認手順
1. 利用者の端末
（パソコン）
にウイルス感染の可能性がないか、
不審ファイ
ルの名称と、
不審なファイルが存在する可能性のある箇所を検査する。
2. 利用者の端末にウイルス感染が疑われる場合、その端末からウイルス
活動の痕跡となる外部通信の情報を確認する。
※詳細はウェブページをご参照ください。

セキュリティセンター

サイバーリスク管理の実態調査に関する
報告書を公開
「企業におけるサイバーリスク管理の実態調査 2015」

スーパークリエータ 7 名を認定（2015 年 6 月 18 日）

報告書について（2015 年 6 月 30 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20150618.html

▶ http://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/cyber-ins/index.html

IPA は、
「2014 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業」
における

IPA は、企業におけるリスク管理の実態や、サイバー保険

スーパークリエータ 7 名を認定し、その成果を発表しました。

などの IT 関連保険の活用状況を把握するため、企業の経営

本年度は、一般的な IT 領域の成果のほかに、ろう者の協

者やリスク管理責任者を対象に
「企業におけるサイバーリスク

力を得て開発した音の知覚器具や、
「好みの顔」
に近づけるメ

管理の実態調査 2015」
を実施し、その報告書を公開しまし

イクやコスメを推薦してくれるアプリケーションなど、
「非 IT」
的

た。調査結果のポイントは次のとおりです。

な分野での活動や経験をもとに、卓越した発想と開発力で具
体化させたプロジェクトも見られました。
また、同日開催した
「未踏スーパークリエータ交流会」
には
多数のメディアが詰めかけ、未踏事業への高い関心をうかが
わせました。

経営リスクに関する組織的対策を実施している企業は、IT
関連保険の加入率も高い
情報セキュリティの事故経験者のサイバー保険認知度は
55.4%
データ復元やウイルス除去などにかかる費用の保険ニーズ
が高い
組織的対策の有無とIT 関連保険加入率
実施している企業の
IT 関連保険加入率

経営リスクの分析
リスク管理担当
役員の任命
役員間でリスクに
関する情報を共有
ISMSの取得

認定書授与式には6 名のスーパークリエータが参加
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30.5％

（n=607）

33.0％

（n=485）

20.7％

（n=1,022）

39.0％

（n=349）

実施していない企業の
IT 関連保険加入率

4.4 倍
4.2 倍
3.2 倍
4.4 倍

7.0％

（n=963）

7.9％

（n=1,182）

6.5％

（n=556）

8.9％

（n=1,249）

全体平均

16.1％

（n=1,570）

15.2％

（n=1,667）

15.7％

（n=1,578）

15.5％

（n=1,598）

7月の 活 動 内 容
セキュリティセンター

サイバー攻撃に備えよ！安全なウェブサイト運用のための定期点検を呼びかけ
【注意喚起】
ウェブサイトへのサイバー攻撃に備えた
定期的な点検を（2015 年 7 月 14 日）
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20150714.html

【ウェブサイトへのサイバー攻撃事例】
標的型攻撃に悪用されるウェブサイト改ざん
安心の●●社 Web

6 月以降、相次ぐ標的型攻撃において、国内の企業・組織
のウェブサイトが踏み台に悪用されている事実を確認してい
ます。このほかにも、ウェブサイトへのサイバー攻撃が後を
絶たない状況を踏まえ、IPA では、ウェブサイト運営者および
管理者に対し注意喚起を行いました。ウェブサイトへの基本
的な対策のほか、新たな点検項目とその目的や頻度の目安も

機密情報

攻撃者

安心の●●社 Web

データ

点検のポイント

攻撃者

ウェブアプリケーションのセキュリティ診断
（1 年に1 回程度、および機能
追加等の変更が行われたとき）

ソフトウェア高信頼化センター

データベースへ
の命令

データベースへの
命令を含む入力

の定期的な点検を行いましょう。

ウェブサイト上のファイルの確認
（1 週間に1 回程度）

機密情報

A社のウェブ
サイト

D社の
感染PC

B組織の
感染PC

SQLインジェクションの脆弱性を悪用した情報窃取

ご紹介しています。被害の回避・低減のため、ウェブサイト

利用製品
（プラグイン等追加の拡張機能も含む）
の最新バージョンの確認
（数週間〜 1ヶ月に1 回程度）

C社の
感染PC

PCへの
命令

機能追加
（改ざん）
・
PCへの命令

E社の
ウェブ
サイト

データ

脆弱なウェブアプリケーション

データベース

SQLインジェクション：
データベースにおいてデータの操作や定義を行うSQL 文の組み立て方法に問題
がある場合、攻撃によってデータベースの不正利用をまねく可能性があり、この
ような問題を
「SQLインジェクションの脆弱性」
と呼ぶ。

セキュリティセンター

IT検証フォーラム2015に参加
「IoT時代と第三者検証」
をテーマに
熱いディスカッションを展開
「IT 検証フォーラム 2015」
にて講演（2015 年 7 月 15 日）
本フォーラムは、
「安心で快適な社会を作ること」
を目標に、
IT 検証技術の向上や標準化活動を行っている一般社団法人
IT 検証産業協会
（IVIA）
が主催するもので、本年度は
「IoT 時
代と第三者検証」
をテーマに開催されました。
IPA は、パネルディスカッションにパネラーとして参加し、こ
れからの時代の IT システムの第三者検証について IPA の見解
を述べ、討議しました。フォーラムには 395 名の参加があり、
受講者アンケートでは
「フリーディスカッションで本音が聞けて
よかった」
「IPA の活動は心強い」
などの声が寄せられました。
ソフトウェア高信頼化センター
松本所長

スマートフォンの
「ワンクリック請求」
に関する
相談件数が過去最多に
コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況および
相談状況
［2015 年第 2 四半期
（4 月〜 6 月）
］
（2015 年 7 月 24 日）
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20150724.html
IPA では、四半期ごとにコンピュータウイルス・不正アク
セスの届出および相談の状況をとりまとめ、公開しています。
2015 年第 2 四半期
（4 月〜 6 月）
に情報セキュリティ安心相談
窓口へ寄せられた相談のうち、
「ワンクリック請求」
に関する相談
は 898 件でした。同相談のうち、スマートフォンを対象にした
相談は前四半期から約 65.7% 増の 348 件で過去最多でした。
コンピュータウイルス届出状況
ウイルス届出件数
：772件
（前四半期比 約17.6%減）
ウイルス検出数
：13,683個
（前四半期比 約70.2%増）
不正プログラム検出数 ：84,483個
（前四半期比 約12.9%増）
コンピュータ不正アクセス届出状況
不正アクセス届出件数 ：30件
（前四半期比 約11.8%減）
情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況
ウイルス・不正アクセス関連の相談件数：3,708件
（前四半期比 約12.0%増）

■「ワンクリック請求」
相談件数の推移
1000
800

相談件数
937

600
400

パネルディスカッションの様子
「IT 検証フォーラム 2015」
の詳細
▶ http://www.ivia-forum.jp/

スマートフォン対象

903
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733
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主 要 3 分 野 から

地方開催セミナー・イベントのご紹介

- 分 野 別 の 取 り 組 み 紹 介 -

今号では、首都圏のほか各地域の皆さまを対象とした
イベント・セミナーをご紹介します。
お気軽にお問い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

情報セキュリティ

■ インターネット安全教室
一般のインターネット利用者

対 象

インターネットの危険性、安全にインターネットを
使用するための方法などを、セキュリティの専門
家がビデオ教材とテキストを使って解説します。
［2015年4月〜2016年2月 全国120ヶ所で開催予定］

参加費▶ 無料

お問い合わせ先▶ net-anzen@ipa.go.jp
URL▶ http://www.ipa.go.jp/security/

keihatsu/net-anzen.html

【首都圏での開催あり】

■ IPA情報モラルと情報セキュリティ教室
対 象

小学校、中学校、高等学校の児童・生徒
（学校の先生・保護者の方）

IPA 職員や専門講師が皆さんの学校に訪問し、情
報モラル・情報セキュリティについて解説します。
SNS のトラブル、インターネットの脅威への対策
など、講演テーマのリクエストにもお応えします。

費用▶ 無料

お問い合わせ先▶

Tel: 03-5978-7508 Fax: 03-5978-7546
E-mail: isec-hyogo@ipa.go.jp
URL▶ http://www.ipa.go.jp/security/event/
hyogo/classroom/

【首都圏での開催あり】

■ IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー
対 象

中小企業の IT・情報セキュリティ担当者など

中小企業の情報セキュリティ対策を支援する立場
の方に必要な情報セキュリティの実践的知識や、社
内研修開催のノウハウなどを学べるセミナーです。
［2015年7月〜2016年1月 全国30ヶ所で開催予定］

参加費▶ 無料

お問い合わせ先▶

Tel: 03-5978-7508 Fax: 03-5978-7546
E-mail: isec-semi-2015@ipa.go.jp
URL▶ http://www.ipa.go.jp/security/
keihatsu/sme/index.html

【首都圏での開催あり】

ソフトウェアの高信頼化

■ ETWest
（組込み総合技術展 関西）
対 象

組込み系技術者・管理者

SEC が毎年出展している関西地区唯一の組込み技術展
（6 月開催）
。IPA の各事業をご紹介するほか、ブースプ
レゼン、セミナー、初心者向けのゼミなど、さまざまな
形式でソフトウェア開発に関するテーマを解説します。
参加費▶1,000 円
（事前登録者、招待状持参者は無料）
URL▶ http://www.jasa.or.jp/etwest/
（主催者公式ウェブページ）
【首都圏では、毎年11月にET
（組込み総合技術展）
に出展】

■ 講師派遣
対 象

ソフトウェア開発に
従事する方

IPA 職員が皆さまのもとへ訪問し、ソフトウェアに関す
るご希望のテーマについて講演を行います。講演テー
マなどの詳細については、SEC が 提供しているセミ
ナー・コンテンツをもとに地域の公共団体・業界団体
と調整し決定します。
費用▶ 調整のうえ決定
お問い合わせ先▶ Tel: 03-5978-7543 Fax: 03-5978-7517

E-mail: sec-pr@ipa.go.jp

【首都圏での開催あり】
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IT Security
Improving Reliability of Information Processing Systems
IT Human Resources Development

IT人材の育成

■ セキュリティ
・ミニキャンプ
対 象 【一般講座】どなたでも参加可 【合宿講座】25 歳以下の学生・社会人

サイバーセキュリティ人材を育成する取り組み
「セキュ
リティ・キャンプ」
の地方開催版。今年は全 6 つの地
域で開催します。
【開催予定】9 月：金沢、10 月：北海道、11 月：東北、
12 月：沖縄

【開催済み】5 月：新潟、8 月：福岡
参加費▶ 無料
URL▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html
東北ミニキャンプ

【首都圏では、毎年 8 月に
「セキュリティ・キャンプ」
を開催】

九州ミニキャンプ

■ iコンピテンシ ディクショナリ 説明会
対 象

IT ベンダーや一般企業の IT 部門に属する方、
人材育成や教育などに関わる方

IT人材育成ツールである
「iコンピ
テンシ ディクショナリ」
の解説と、
具体的な活用方法についての説
明を行います。今年度の地方開
催については、現在、調整中です。
［昨年度は全国8ヶ所にて開催］

参加費▶ 無料
お問い合わせ先▶ hrdi-inq@ipa.go.jp

URL▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_

competency_dictionary/index.html

（ iコンピテンシ ディクショナリについて）

【首都圏での開催あり】

Special Contents

文字情報基盤整備事業のお話
が、
然です

突

�

、
実は
という漢字、

濱��

これだけの 表記の種類 が
あることを、

皆さんは、ご存知でしょうか。

IPAmj明朝フォントは、IPAが取り組んでいる
「文字情報基盤整備事業」
の成果物です。
「文字情報基盤整備事業」
とは、電子行政で用いられる人名漢字など約6万文字を整備、

これらの漢字は、
いずれも
「IPAmj明朝フォント」
という
IPAが制作している文字で表記しています。
IPAmj明朝フォントには、約6万文字の漢字が
収録されています。

行政業務で起こっている問題

国際標準化するプロジェクトです。

通常の日本語での情報交換には、現在、日本工業規格
（JIS）
で標準化されている約1万
文字があれば十分であるとされており、一般のコンピュータにはこの約1万文字が搭載さ
れています。
正確な人名表記などを行う行政業務では、約6万の文字を扱う必要がありますが、従来、
JIS規格外の文字は、ユーザーが独自に作成した文字
（外字）
で対応していたため、システ
ムを超えた情報共有が困難でした。本事業で整備・標準化された文字を共通基盤とすること
で、異なるシステム間でも文字情報の伝達が可能になります。

外字

■ 日常生活で使用するデバイスへの対応

とはいえ、私たちの日常生活においては、約6万文字の漢字を使い分けることはあまり
効率的ではありません。現在、
スマートフォンやタブレット、市販のコンピュータに搭載されて
いる規格
（JIS X 0213）
の漢字に置き換えるための
「MJ縮退マップ」
（検証版）
を公開して
おり、
これにより約6万文字とJIS範囲内の約1万文字を対応づけることができます。
文字情報基盤整備事業の詳しい情報はこちら
MJ縮退マップ Ver.0.1（検証版）
▶ http://mojikiban.ipa.go.jp/4141.html

自治体B

はし もと いち ろう

□本 一郎

本 一郎
自治体A

?

外字の欠点
環境に依存するため、文字情報を共有できる
範囲が制限される
作成や運用に、
コストや工数がかかる

※昨年6月に改訂された
「IT国家創造宣言」
で、今後整備する政府情報システムにおいては、国際標準に適合
された文字情報基盤の活用が原則化されました。

IPAフォントダウンロード
▶ http://ipafont.ipa.go.jp/

?

本 一郎

■ 約6万文字の漢字が、いったい何の役に立つ？

文字情報基盤整備事業の概要
▶ http://mojikiban.ipa.go.jp/

□本 一郎

自治体C

縮退マップ

槗 橋
𣘺𣘺

漢字を置き換えるための
根拠情報を付記

𣘺𣘺 橋

目的・用途によって
使い分けが必要

行政機関システム

【約6万文字】

文字情報基盤で整備された文字

一般向けデバイス

【約1万文字】

JIS X 0213で規格化された文字
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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

27春期 問5

KPIの説明として，
適切なものはどれか。
ア：企業目標の達成に向けて行われる活動の実行状況を計るために設定する重要な指標
イ：経営計画で設定した目標を達成するための最も重要な要因
ウ：経営計画や業務改革が目標に沿って遂行され，想定した成果を挙げていることを確認する行為
エ：商品やサービスの価値を機能とコストの関係で分析し，価値を向上させる手法

マネジメント

27春期 問34

自社で使用する情報システムの開発を外部へ委託した。受入れテストに関する記述のうち，
適切なものはどれか。
ア：委託先が行うシステムテストで不具合が報告されない場合，受入れテストを実施せずに合格とする。
イ：委託先に受入れテストの計画と実施を依頼しなければならない。
ウ：委託先の支援を受けるなどし，自社が受入れテストを実施する。
エ：自社で受入れテストを実施し，委託先がテスト結果の合否を判定する。

テクノロジ

26秋期 問54

セキュリティに問題がある PC を社内ネットワークなどに接続させないことを目的とした仕組みであり，
外出先で使用した PC を会社に持ち帰った際に，ウイルスに感染していないことなどを確認するために
利用するものはどれか。
ア：DMZ

イ：IDS

ウ：検疫ネットワーク

担当からの一言

エ：ファイアウォール

高校訪問・夏の陣！

この夏、試験センター職員は、高校における情報処理技術者試験の活用をさらに促進するため、関東地方の商業高
校・工業高校を集中的に訪問し、情報交換を行いました。夏休み期間中という好機を逃すまいと、訪問担当者を増員し、
今回はかつてないペースでの訪問活動となりました。
夏の外勤で問題となるのが暑さ。各地で猛暑日が続き、東京では連続記録を更新するなど、今年は特に厳しい夏でした。ある担当
者は、移動中にびっしょりと汗をかいてしまい、先生に開口一番
「プールにでも入ってきたんですか！
？」
と言われたとか。また、容赦なく
降り注ぐ紫外線によって、訪問担当者たちはもれなく真っ黒に日焼けし、みな別人のようになっていました。
さて、このように暑さとの厳しい戦いの末に得られた貴重な訪問結果は、今後の試験運営や普及活動などの各業務に活用できるよう
試験センター内で共有しています。i パスをはじめ情報処理技術者試験を活用していただいている学校はたくさんありますが、今回の訪
問メモを見ると、学校や地域によって試験の活用方法にはそれぞれ特色や工夫があることがうかがえました。また、先生方から日頃の
学習指導や生徒の受験動機、試験に対するご指摘・ご要望なども頂戴することができ、これは私たちにとって大きな
「収穫」
となりました。
今後も高校訪問は続けていく予定ですので、たくさんの先生方にお会いし、試験活用事例をご紹介しながら、有益な情報交換ができ
ればと思っています。
情報処理技術者試験センター
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正解： ストラテジ

ア

マネジメント

ウ

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

パソコン内のファイルを人質にとるランサムウェアに注意！

〜メッセージが流暢な日本語になるなど国内流行の懸念〜
▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/06outline.html

7 月の呼びかけ

その秘密の質問の答えは第三者に推測されてしまうかもしれません
▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/07outline.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
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。

ソフトウェア高信頼化センター 専門委員
新谷 ITコンサルティング 代表

新谷

10 月 October

勝利

■ イベント
CEATEC JAPAN 2015（出展）

ISO 国際規格エディターを担当して

［会期］ 10 月 7 日
（水）〜 10 日
（土）10：00 〜 17：00
［会場］ 幕張メッセ
（参加費：
［当日登録］
一般 1,000 円、学生 500 円）
※事前登録・招待券持参者・学生 20 名以上の団体・小学生以下は無料

私が ISOに関わる仕事を始めたのは1987 年からで、
当時、新しくプロセスアセスメント
（診断）
に関わるISO/
IEC TR 15504という規格を定めようという動きがありました。後に規格の
対象範囲が拡大され、ISO/IEC 33Kシリーズとして継続されています。
当時も今もプロセス改善は、日本のソフトウェア開発現場で熱心に実施さ
れています。これに関わる標準化において貢献を果たすため、私たちは日本
での経験を国際会議で発言したほか、規格文書案に対するコメントも積極的
に出し、それが海外からも高く評価されました。
規 格 策 定 の 工 程 は、該 当 する分 野 の 専 門 家
（SME：Subject Matter
Expert）
により発意され、規格文書案が作成されて、新規規格開発案件とし
て提案されます。それが参加国による国際投票で承認されると、SMEによる
各国の国内および国際会議で議論が進められます。そこで合意が得られれば
文書の精緻化が行われ、最終的にISO 文書として発行されます。この発意か
ら発行までには 2 〜 3 年を要し、国際的なコンセンサスを得るのは容易なこ
とではなく、期間が延長されるのは通常のソフトウェア開発と同様です。
私は、1987 年から2014 年まで 3 件の規格策定に関与しました。
ISO/IEC TR 33014, Guide for process improvement
ISO/IEC 33004, Requirements for process reference, process
assessment and maturity models.
最初の 2 件は、コエディターという副の立場で、最後の 1 件はプロジェクト
エディターという主担当でした。エディターは、国際投票で出されるコメント
に対し回答案を準備します。コメント提出者のみならず他の参加国からも了
解を得なければならず、結果としてコンセンサスを得られなければ次に進め
ないため、ロビーイングも必要になりますが、やり甲斐のある仕事です。
ISO 活動に取り組まれる皆さんに求められる基本条件は、まず、自らの知
見を相手に真摯に説明し、信頼関係を築くことだと考えます。

■ イベント イノベーション人材センター
セキュリティ・ミニキャンプ in 東北 2015（仙台）

［日時］ 11 月14 日
（土）
一般講座・15 日
（日）
専門講座
［会場］ 東北電子専門学校ほか 定員 一般講座：120 名程度
（参加費：無料）＊専門講座は一般講座の参加が必須

専門講座：20 名程度

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター
Embedded Technology 2015 ／ IoT Technology 2015
（同時開催・共通エリア出展）

［日時］ 11月18日
（水）
〜20日
（金）10：00〜17：00（19日
（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・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
SPEAK-IPA準アセッサ育成セミナー（Advanced）
〜プロセス・アセスメント研修（アドバンスト）〜

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

編 集 後 記

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

［日時］ 10 月14 日
（水）13：00 〜 17：30
［会場］ 名古屋国際会議場 定員 200 名
（参加費：無料）＜ITC 実践力ポイント付与あり＞

次号 IPA NEWS Vol.19は11月中旬発行予定です。

▶ http://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2015.html

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
ソフトウェア品質向上のためのコーディング技法と標準

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

情 報セキュリティ全 般に関 する状 況をとりまとめた書 籍。
2015 年版では
「内部不正」
、
「IoT の情報セキュリティ」
、
「標的
型攻撃」
などのテーマを取り扱っています。電子書籍版も発売
中です。

〒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

ITC Conference 2015（出展）

［日時］ 10 月 30 日
（金）
・31日
（土）
［会場］ ベルサール新宿グランド 定員 延べ 1,600 名程度
＜ITC 実践力ポイント付与あり＞

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

2014年度の情報セキュリティ状況を集約

編集・発行

［日時］ 10 月 9 日
（金）
・10 日
（土）
［会場］ 湯沢町公民館、湯沢ニューオータニホテル 定員 300 名
（参加費：一般 15,000 円、学生
［社会人学生を除く］5,000 円、意見交換会 5,000 円）

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。

「 情報セキュリティ白書 2015」

平成 27 年 9 月

■ イベント セキュリティセンター
情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2015

［日時］ 11 月 30 日
（月）10：30 〜 18：30 12 月1日
（火）9：30 〜 18：30
12 月 2 日
（水） 9：30 〜 18：00
［会場］ IPA 13 階会議室 定員 24 名
（受講料
［3日通し］
：9,000 円）
＊全 3 部構成 第 1 部・第 2 部は 9 月中開催予定。詳細はウェブページをご覧ください。
＜ITC 実践力ポイント付与あり＞

IPA s Recommended Books

発行日

IPAシンポジウム2015

［日時］ 10 月 21日
（水）10：45 〜 17：00
［会場］ 東京ミッドタウンホール 定員 150 名〜 450 名程度 ＊トラックにより異なります
（参加費：無料） ＜ITC 実践力ポイント付与あり＞

11 月 November

ISO 21500, Guidance on project management

Vol.18

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

平安時代。貴族たちの間で交わされる手紙には、しばしば草花などの植物が添えられていま
した。
「 文付枝
（ふみつきえだ）
」
と呼ばれたそれには、桜や紅葉など季節を表した枝葉や、手紙の
内容に合わせて選んだ花などが用いられていたそうです。手紙にそっと添えられた草花の美しさ
や、ほのかな香りが、ときに言葉以上の思いを相手に伝えるという大きな役割を果たしていたこ
とがうかがえます。
さて、手紙が電子メールに姿を変えた今。私たちが日々受け取る
「手紙」
には、なかなかどう
して厄介なものが添えられるようになりました。 心なき送り主が手紙にひっそりと忍ばせる罠。
これによって大切な情報が盗まれる事件が多く起きています。一見、美しく無害に見える贈り物
でも、手に取る際にはぜひご用心を。
「IPA NEWS Vol.18」
をお読みいただきありがとうござい
ました。

