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2 015 年 8 月・9 月 のトピックス
国内初！ IoTのリスク分析・対策をまとめた
ソフトウェア開発指針策定への取り組みを開始
サイバーレスキュー隊「J-CRAT」、
発足から1年間の相談件数は168件、
そのうち66件にレスキュー支援を実施
宮沢洋一経済産業大臣がIPAセキュリティセンターを視察
新試験「情報セキュリティマネジメント試験」が
始まります！
長期にわたり対策情報が提供されていない
ソフトウェア製品の脆弱性を
公表する新たな運用を開始
情報セキュリティ管理者を育成するための
ガイドブック、絶賛発売中！

8 月の 活 動 内 容
ソフトウェア高信頼化センター

国内初！IoT のリスク分析・対策をまとめたソフトウェア開発指針策定への取り組みを開始
IoT 社会を見据えた国内初の業界横断的な

心となることで、異なる立場の意見を適切に集約し、製品分

ソフトウェア開発指針の策定に着手

野を問わない業界横断的な開発指針の策定を可能にします。

（2015 年 8 月 5 日）

こうした業界横断的な取り組みは国内初の試みであり、将来

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20150805_2.html

的な国際標準化も視野に入れています。

近年、自動車や家電、HEMS＊1 など多様なモノがインター
ネットに接続し、モノ同士が相互に接続する
「IoT

＊2

社会」
化が

急速に進展しています。一方で、製品が つながる ことによ
る予期せぬ不具合や事故のリスクも指摘されており、信頼性
の確保は喫緊の課題です。

IPA では、この検討会に関する取り組みを通じ、誰もが安
心して暮らせるIoT 社会の実現を目指していきます。
＊1 HEMS
（Home Energy Management System）
：電力会社のスマートメーターなどと
接続し、家庭の消費電力を管理・制御するシステム。
＊2 IoT
（Internet of Things）
：さまざまなモノがインターネットに接続し、情報をやり取り
すること。

そこで、IPA では、こうした つながる 製品に組み込まれる

インターネット

ソフトウェアの信頼性を確保するため、開発指針の策定に向
けた検討会を発足させました。検討会では、IoT 製品に組み
込まれるソフトウェアについて、信頼性や安全性、セキュリティ

電気自動車

の要件を明確化し、2016 年度末までに開発指針の素案を公
開する予定です。
検討会は IPA 内に設置され、産業界や大学などさまざまな
立場の有識者で構成されています。公的機関であるIPA が中
セキュリティセンター

予期せぬ不具合・
事故のリスク
セキュリティ上のリスク
＝信頼性が確保されていない

A社の自動車
異なる分野（企業）の製品

DC・AC
インバータ

異なる分野（企業）
の製品

戦略企画部

標的型サイバー攻撃への
「サイバーレスキュー隊：J-CRAT」
の

▶ http://www.ipa.go.jp/about/news/20150819.html

IPAは、
2014 年に発足した
「サイバーレスキュー隊：J-CRAT」
の 1 年間の活動について報告書を公表しました。J-CRAT は、
「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」などを通じて 1 年間に
168 件の相談を受け、緊急を要する66 件に被害状況の調
査や分析などの支援を行いました。うち 25 件は特に早急な
対応が必要と判断し、隊員を派遣して現地での支援も行って
います。さらに、攻撃の連鎖が確認できた事例については、
連鎖の相手先への通知と対応の提言・支援も併せて行いま

宮沢洋一経済産業大臣が IPA に来訪（2015 年 8 月 18 日）
宮沢洋一経済産業大臣が、8 月18 日
（火）
にIPAに来訪さ
れました。
今回のご来構では、昨今のサイバーセキュリティを巡る状
況から、その役割の重要性がますます高まる当機構のセキュ
リティセンターを視察されました。
IPA からは、情 報セキュリティの 重 要 性に関する説 明を
行ったほか、サイバー攻撃へ対処するための取り組みである
J-CSIP、
J-CRAT の活動内容についてのご紹介、実際にスマー
トフォンを用いて
「スマホののっとり」
のデモンストレーションな
どを行いました。

した。

◀標的型サイバー攻撃への対
策や取り組みについて説明
を受ける宮沢大臣
（中央）

■ J-CRAT の一年の活動を通して見えてきた課題
（懸念）
や特徴

1

2

3

インシデントが発生して初めてシステムの全体像や外部通信口を掌
握できていないことが判明し、対応体制の立上げに長時間要してし
まうケースがあった。システム全体の把握を難しくした要因には、シ
ステムごとに所管部署やベンダーが異なっていたことも挙げられる。
他組織や公的機関に関与が深い組織にもかかわらず、組織が小規模
でセキュリティ対策が充分でなく、組織へのウイルス感染、侵入が
行われている法人が複数あり、他組織への攻撃の糸口となることが
懸念された。
規模が大きくシステム管理やセキュリティ対策が相当程度実施され
ている組織でも、発覚した時点より半年以上前から複数回に渡って
攻撃、侵入がされており、システムの奥に侵攻されているケースも
あった。

IPA NEWS Vol.19 2015 November

照明、空調…

想定していない異なる分野の製品同士が接続した場合のリスク

宮沢洋一経済産業大臣が
IPAセキュリティセンターを視察

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20150805_1.html

家電

B社のHEMS・家電

サイバーレスキュー隊
「J-CRAT」
、
発足から1年間の相談件数は168件、
そのうち66件にレスキュー支援を実施
活動報告（2015 年 8 月 5 日）

2

接続

DC・DC
コンバータ

▶「スマホののっとり」のデモ
ンストレーションの様子

9 月の 活 動 内 容
情報処理技術者試験センター

新試験
「情報セキュリティマネジメント試験」
が始まります！
「情報セキュリティマネジメント試験」
の創設を公表（2015 年 9 月 15 日） ▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/sg/
組織にとって、情報セキュリティの確保が大きな経営課題と
なっています。標的型攻撃や内部不正などの多種多様な脅威

■ 出題内容
重点分野

IT の高度化やインターネットの普及に伴い、多くの企業・

には、
「ITによる対策
（技術面の対策）
」
だけでなく、適切な情報
管理や業務フローの見直し、従業員の規範意識の向上といっ
報セキュリティをマネジメントできる人材の育成は社会全体の
課題となっています。
「情報セキュリティマネジメント試験」
は、こうした社会ニー
ズの高まりを受け、政府の
「
『日本再興戦略 』改訂 2015」
や、
経済産業省の産業構造審議会の方針も踏まえて創設されまし
た。情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・改善
を通して組織の情報セキュリティを確保し、さまざまな脅威か
ら継続的に組織を守るための基本的なスキルを認定する試験
です。平成 28 年度から、春期
（4 月）
、秋期
（10 月）
の年 2 回
実施を予定しています。
セキュリティセンター

関連分野

た
「人による対策
（管理面の対策）
」
が重要です。そのため、情

機密性・完全性・可用性、脅威、脆弱性、
サイバー攻撃手法、暗号、認証 ほか
情報資産、リスク、ISMS、インシデント管理などの
情報セキュリティ管理
各種管理策、CSIRT ほか
マルウェア対策、不正アクセス対策、情報漏えい対策、
情報セキュリティ対策
アクセス管理、情報セキュリティ啓発 ほか
サイバーセキュリティ基本法、個人情報保護法、
情報セキュリティ関連法規
不正アクセス禁止法 ほか
情報セキュリティ全般

テクノロジ
マネジメント
ストラテジ

ネットワーク、データベース、システム構成要素
システム監査、サービスマネジメント、
プロジェクトマネジメント
経営管理、システム戦略、システム企画

■ 時間区分
時間区分
試験時間
出題形式
出題数／解答数
基準点

午前
90分
多肢選択式
（四肢択一）
50問／50問
60点
（100点満点）

午後
90分
多肢選択式
3問／3問
60点
（100点満点）

こんな方におすすめ！

業務で個人情報を取り扱う方
業務部門・管理部門で情報管理を担当する方
外部委託先に対する情報セキュリティ評価・確認を行う方
情報セキュリティ管理の知識・スキルを身につけたい方
i パス（IT パスポート試験）合格から、さらにステップアップしたい方

HRD イニシアティブセンター

長期にわたり対策情報が提供されていない
ソフトウェア製品の脆弱性を公表する
新たな運用を開始
届出から1 年以上開発者と連絡がとれない

情報セキュリティ管理者を育成するための
ガイドブック、絶賛発売中！
「情報セキュリティスキルアップハンドブック」
を発行
（2015 年 9 月 16 日）

脆弱性 を公開する、新たな運用を開始

▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/security/

（2015 年 9 月 3 日）
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20150903.html
＊
を運用し、
IPA は 2004 年から
「脆弱性関連情報届出制度」

近年、組織における情報セキュリティ対策の必要性は高ま
りつつあり、情報セキュリティ人材の育成も大きな課題となっ
ています。本書は、情報セキュリティマネジメントの推進を担

ソフトウェア製品の脆弱性関連情報とその対策情報を公表し

う人材
（情報セキュリティ管理者）
の育成に必要なスキルと研

ています。しかし、その中では、開発者と連絡がとれないた

修ロードマップを示したもので、平成 28 年度開始予定の
「情

めに修正パッチなどが提供できず、利用者が長期にわたり危

報セキュリティマネジメント試験」
で想定する対象者に準拠し

険な製品を使い続けてしまう恐れがあることが指摘されてきま

ています。組織での情報セキュリティ管理者の育成に向けた

した。そこで今回、利用者の安全確保を第一に考え、
「その製

参考書として、ぜひご活用ください。

品を使用しない」
という選択を可能にするため、
「対策情報が提
供されていない製品の脆弱性情報」
を公表することとしました。
＊ JPCERTコーディネーションセンターとの共同運営

連絡不能案件の一覧
▶ https://jvn.jp/adj/index.html
脆弱性対策情報の一覧
▶ https://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/index.html
2,123件
発見者
届出

脆弱性として受理
1,836件
IPA

JPCERT

受付・分析

調整・連絡

1,667件
開発者

IPA/JPCERT

脆弱性修正・準備中

対策情報公表

連絡がとれず未解決

脆弱性情報公表

発行：独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）
ISBN：978-4-905318-33-0
定価：1,000 円
（税込）
Amazonからも購入可

新たな運用

169件

IPA ホームページからサンプルページをダウンロードできます。
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/security/index.html#section13

脆弱性関連情報 取扱いの流れ
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I PA 国 際 連 携 事 業 の ご 紹 介

IPAでは、現在、国際標準化への取り組みのほか、各事業において海外組織との連携も推進しています。
今号では、IPAの国際的な事業の取り組みについてご紹介します。

1

フラウンホーファー研究機構
実験的ソフトウェア工学研究所（IESE）との
「システムズエンジニアリング」の共同研究

2

欧州自動車業界団体（MISRA）と連携し、
コーディングガイドラインの検討と普及を推進
イギリス

ドイツ

ソフトウェアの品質向上のため、IPA、MISRA がそれぞれ発行
しているコーディングガイドライン＊について、相互に連携し
普及を推進。

IoT の進展に不可欠な信頼性の高いシステムをより効率
的に開発するための設計手法「システムズエンジニアリ
ング」について、共同研究を実施。

＊ ソフトウェアのもととなるソースコードを記述する際のガイドライン。IPA は
「ESCR」、MISR は「MISRA C」を発行。

MISRA C WG 議長による講演

MICRA C に関する関連団体との
共催セミナー

IESE・早稲田大学・IPA による共催セミナー
IESE 職員による研究事例の発表

8

8
「共通語彙基盤事業」における
国際コミュニティ「CoP」での連携

2

Asia
8

8 1

Europe

EC 、米国、
ドイツ、オランダ、スウェーデンほか

6

＊1

オープンデータ化に向け、データで用いられる言葉
の意味や構造を整理し、それを社会で活用するため
のツールの開発などを行う共通語彙基盤事業にお
いて2015年に国際コミュニティ
「CoP＊2」を発足し、
語彙の相互運用性などについて検討。
＊1 欧州委員会。EU の政策執行機関。
＊2 International Community of Practice(CoP) for core
data models

Middle
Eastt

5
7

A rica
Af

4 7

7
6
6

7
6 6
7

6
6

Oceania
ラトビア共和国での国際会議（SEMIC 会議）

7

IT 試験を運営するアジア諸国との
相互認証を推進
インド、シンガポール、台湾、中国、韓国

アジアにおけるIT 人材育成の支援、IT 人材の流
動性向上のため、独自の IT 国家試験を実施して
いる国とも連携し、ITPEC 参加国と合わせて全
12カ国と試験の相互認証を締結。

6

アジア共通統一試験（ITPEC）の実施
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、バングラデシュ

アジア諸国において、IT パスポート試験・基本情報技術者試
験を年2回、応用情報技術者試験を年1回実施。IPA は試験
問題の作成・実施支援のほか、各国の成績上位者を招聘し、
ITPECを推進するコア人材の育成事業も実施。

試験合格者には日本での就労ビザ取得のための
特例が適用される。

マニラでの試験問題選定会議

4
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ITPEC 成績上位者向けの研修

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

3

マサチューセッツ工科大学（MIT）発、
新しい事故解析手法「STAMP」の普及活動を推進

4

米国

複合的で複雑なシステムの安全性解析の手法「STAMP」について、
日本での活用方法の確立、普及を推進。システム障害解析への活用
を目指す。

米国国立標準技術研究所
（NIST）
、
韓国インターネット振興院
（KISA）
など、
各国の情報セキュリティ機関との
情報交換を実施
米国・韓国ほか

NIST、KISA などの情報セキュリティ機関と定期的
に会合を設け、情報セキュリティの脅威や分析のノ
ウハウの情報交換・意見交換を実施。

IPA/SEC 特別セミナー
日本での「STAMP」活用についての
パネルディスカッション

IPA-NIST 定期会合の様子

5

North
America

アジア・中東圏

国の将来を担う途上国の政府機関担当者や IT 技術者を対象に、
情報セキュリティに関する研修を実施。

8
4

セキュリティセンター
ソフトウェア高信頼化センター
国際標準推進センター
IT 人材育成本部

評価認証制度の取り組み
IT セキュリティ評価および
認証制度（JISEC）における認証機関を運営

国際規格 ISO/IEC15408に基づき、国内外の政府調達向
け IT 製品などのセキュリティを評価・認証する制度を運営。
IPA は、国際的な CC 相互承認アレンジメント
（CCRA＊）
の
日本の代表機関として加盟。
＊ CCRA（Common Criteria Recognition Arrangement）
CCRA加盟国にて評価・認証された IT 製品などの安全性を相互に有効な
ものと承認する枠組み。現在、25ヶ国が加盟（2015年9月時点）。

暗号モジュール試験および
認証制度（JCMVP）における認証機関を運営

途上国の政府機関担当者、IT 技術者を対象にした
セキュリティ研修の実施

国際規格 ISO/IEC19790に基づき、暗号を使った IT 製
品のセキュリティ試験と認証を行う仕組みを運営。現在、
NISTとの技術協力を推進。

3

JICA 研修員を対象にした情報セキュリティ研修の様子

South
America

国際標準化への取り組み
文字情報基盤で整備した文字の国際標準化を推進

行政業務に必要となる人名漢字、変体仮名などの文字情報の国際規格化を遂行。
ISO/IEC JTC 1/SC2にて国際標準化を推進。

情報セキュリティ技術に関する国際標準化を推進

暗号やセキュリティ試験／認証、脆弱性情報の取り扱いなどの、情報セキュリティ技
術の国際標準化
（ISO/IEC JTC1/SC27）
を主導して推進。

ソフトウェア技術者認証に関する国際標準化を推進

ソフトウェア技術者認証について定めているISO/IEC 24773の改訂をターゲット
にして、ISO/IEC JTC 1/SC7の WG20にて国際標準を推進。

IT プロジェクト性能ベンチマーキングに関する
国際標準化を推進

ソフトウェアの開発プロジェクトの性能を数値的に把握できるようにするための「IT
プロジェクト性能ベンチマーキング」の国際標準化
（ISO/IEC29155の発行）
を推進。
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5

やってみよう！

情報セキュリティマネジメント試験
サ ン プ ル 問 題 （午前試験）
平成 28 年度春期から始まる
「情報セキュリティマネジメント試験」
は、情報セキュリティの基礎知識から管理能力
までバランス良く習得するのに役立つ国家試験です。午前試験では、主に情報セキュリティの考え方をはじめ、
情報セキュリティ管理の実践規範、各種対策、関連法規などの知識を問います。いち早くサンプル問題に挑戦
してみましょう！

問１

ａ
ｂ
ｃ
ｄ

情報セキュリティにおいて，業務で利用しているシステムに影響を与える事象 a 〜 d のうち，
脅威によって直接的に引き起こされたものだけを全て挙げたものはどれか。

CD-ROM の劣化によって，保存しておいた顧客リストが利用できなくなる。
自然災害による停電や断水によって，システムが利用できなくなる。
定期的なメンテナンスによって，メンテナンス期間中はシステムが利用できなくなる。
メールサーバの設定ミスによって，メールサーバと連携して動作する自動問合せ業務システムが利用できなくなる。

ア：a，b

問２

イ：a，b，d

ウ：b，c

エ：c，d

ディジタルフォレンジックスの活動に含まれるものはどれか。

ア：インシデントの原因究明に必要となるデータの収集と保全
イ：自社システムを攻撃して不正侵入を試みるテストの実施
ウ：定期的なウイルスチェック
エ：パスワード認証方式からバイオメトリクス認証方式への切替え

問３

電子的な文書ファイルの機密性を維持するために使用するセキュリティ対策技術として，
適切なものはどれか。

ア：アクセス制御

イ：タイムスタンプ

ウ：ディジタル署名

エ：ホットスタンバイ
午後試験は下記URLにて公開中です。

機密情報を守る組織づくりのために必要なスキル、ご存知ですか？

業務部門・管理部門の方向け新試験「情報セキュリティマネジメント試験」

情報処理技術者試験センター

原田

みおり

近年、国内においてサイバー攻撃による大規模な情報流出の事案が相次いで確認されています。例えば、標的型メール攻撃では、標的となった組織のたった一
人でもウイルスに感染すると、そこから機密情報の流出やシステム破壊など、組織として甚大な被害を受ける恐れがあります。
被害を防ぐためには、情報セキュリティ製品の導入などといった技術的な対策だけでなく、人的な対策
（情報セキュリティマネジメント）
も重要です。
「情報セキュリティマネジメント試験」
（以下、SG）
は、
このような社会的ニーズを背景に、情報セキュリティマネジメントスキルを測る国家試験として創設されました。
SGは、業界業種を問わず、ITを利用する方が対象となっています。本試験の活用により、情報セキュリティ上のトラブル発生時の対応に役立つ知識が身につき、組
織全体の情報セキュリティ意識の向上やリスク低減も期待されるため、特に
「業務部門・管理部門などで情報管理を担当されている方」
や
「業務で個人情報を扱う方」
には、受験をおすすめいたします。
SGは平成28年度春期試験から開始予定です。是非、情報セキュリティ対策の一環としてご活用ください。
★試験の詳細は、ウェブページ、パンフレットをご覧ください。

サンプル問題（午前試験・午後試験）、シラバスも公開中！
▶ http://www.jitec.ipa.go.jp/sg/
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★試験対策の指針としてご活用ください。

「情報セキュリティスキルアップハンドブック」

▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/security/index.html

正解：

問1

イ

問2

ア

問3

ア

情報セキュリティ 毎月の呼びかけ
8 月の呼びかけ

ウイルスを検出したと音声で警告してくるウェブサイトにご注意！
〜ウイルス検出の偽警告に騙されないで〜

▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/08outline.html

9 月の呼びかけ

iPhone人気に便乗していると考えられる手口にご注意を
▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/09outline.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

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

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。

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
主任研究員

青木

眞夫

12 月 December

サイバー攻撃から
組織を守るためにできること

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター
IoTイニシアティブ2015
（共催）
IoT実践による次世代ビジネスイノベーションの創出と成功のポイント

2011 年 9 月に大手企業への標的型サイバー攻撃によ
る深刻な被害が発覚したことを受け、IPA はその 10 月に、標的型攻撃メー
ルの届出を受付け、分析やアドバイスを行う
「標的型サイバー攻撃特別相談
窓口」
を設置しました。その活動をさらに一歩進め、昨年 7 月には、社会や産
業に大きな影響を及ぼす組織への標的型サイバー攻撃に対して、被害状況
の把握と対策の早期立上げを支援するサイバーレスキュー隊
「J-CRAT」
を発
足しました。
発足後の 1 年間
（2014/7 〜 2015/6）
で、
168 件の相談を受け、レスキュー
を実施したのは 66 件でした。レスキュー活動を実施した結果、ウイルス感染
に気付いた時点よりかなり以前から潜伏被害にあっているケースや、複数の
関係部署を経由して巧妙に侵入されているケースも見受けられました。
レスキュー活動を通じて分かったことは、事前に自組織で使用しているシス
テム全体を把握していれば被害を防げた事案が多いということです。専任や
兼務の方がいない小さな組織であっても、システムの全体像を把握していれ
ば、被害範囲の把握や対策の抜けもれ確認などが可能になり、ウイルス感染
後の被害拡大を抑えることができます。ぜひ、インターネット接続契約や装
置の場所、ファイルサーバーなど各種サーバー、パソコンの台数、メールや
ウェブサーバーの構成などを把握するよう心がけてください。
また、見知らぬ人から送られる添付ファイル付きのメールなども用心が必
要です。IPA では、特別相談窓口に届けられた標的型攻撃メールを分析し、
今年 1月に実例を用いたレポート
「標的型攻撃メールの例と見分け方」
を公開
しています。本レポートを教材として活用いただき、不審なメールを受け取っ
た場合や標的型サイバー攻撃のご相談は、お気軽に
「標的型サイバー攻撃特
別相談窓口」
にお寄せ下さい。日ごろからの意識と、皆さんとの情報共有が
サイバー攻撃対策のカギになることを知っていただければと思います。
標的型サイバー攻撃特別相談窓口

［日時］ 12 月 4 日
（金）13：00 〜 18：00
［会場］ 泉ガーデンギャラリー（東京都港区） 定員 250 名（参加費：無料）

■ イベント HRD イニシアティブセンター
スキル標準ユーザーカンファレンス 2016（共催）
［日時］ 12 月 8 日
（火）10：30 〜 17：30（仮）
［会場］ 目黒雅叙園 定員 700 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・ミニキャンプ in 北海道 2015（札幌）

［日時］ 12 月12 日
（土）
一般講座、専門講座 13 日
（日）
専門講座
［会場］ 札幌市産業振興センターほか 定員 一般講座：70 名程度 専門講座：20 名程度
（参加費：無料）＊専門講座は一般講座の参加が必須

セキュリティ・ミニキャンプ in 沖縄2015

［日時］ 12 月18 日
（金）
一般講座、19 日
（土）
・20 日
（日）
専門講座
［会場］ 沖縄コンベンションセンター
定員 一般講座：100 名程度 専門講座：20 名程度
（参加費：無料）＊専門講座は一般講座の参加が必須

■ 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］ 12 月 24 日
（木）15：30 〜 17：30
［会場］ IPA 13 階会議室 定員 30 名
（参加費：無料）

1 月 January

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター
（共催）
第13回クリティカルソフトウェアワークショップ
（13thWOCS2）
［日時］ 1 月19 日
（火）〜 21日
（木）10：00 〜 17：00（仮）
［会場］ コングレスクエア日本橋 定員 300 名
（参加費：無料）

セキュリティセンター
IPA 中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー、インターネット安全教室の12・1月
のスケジュールはウェブページをご覧ください。

▶ http://www.ipa.go.jp/security/tokubetsu/index.html

IPAテクニカルウォッチ
「標的型攻撃メールの例と見分け方」

IPA 中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

▶ http://www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/20150109.html

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/index.html

インターネット安全教室

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/net-anzen.html

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

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

情報セキュリティ管理者の仕事とは？

「 職場の情報セキュリティ管理者のための
スキルアップガイド」

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

次号 IPA NEWS Vol.20は1月中旬発行予定です。

情報セキュリティ上の脅威を取り上げ、被害を防ぐために必要
な対策などをご紹介しながら、組織における情報セキュリティ
管理者の重要性と役割を解説した一冊。

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.ipa.go.jp/jinzai/hrd/security/index.html#section13

編集・発行

発行日

平成 27 年 11 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

Vol.19

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

今号では、IPA が取り組む国際的な事業をまとめてご紹介したほか、来年 4 月からスタートす
る新試験をご紹介しました。
情報処理技術者試験が誕生したのは、今から 46 年前。 意外とその歴史は古く、まだ 100円
札が流通していたころから、情報処理に関する試験制度は存在していました。100円札が硬貨、
電子マネーとなり、IT を取り巻く世界が大きく急速に変わるとともに、情報処理技術者試験もま
た変遷の歴史を重ねてきました。
来年から
「情報セキュリティマネジメント試験」
が始まり、その歴史に新たな 1ページが加わり
ます。セキュリティスキルを強化したいという皆さんからのチャレンジ、お待ちしております。
「IPA NEWS Vol.19」をお読みいただきありがとうございました。

