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2 015 年10 月・11月のトピックス
● 「IPAシンポジウム2015」
を開催
● 「CEATEC

JAPAN 2015」へ初出展！
IPAの主要事業を一挙にご紹介

●

IoT時代における「セーフティ設計」
・
「セキュリティ設計」
・
「見える化」を
実現するための入門書を発行

●

i パスの出題構成と試験時間が変わります！

●

IoT時代を見据えた組込みソフト開発のための
書籍2冊を発行

● 「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

受賞作品を発表！

10 月の活動内容

NEWS & TOPICS

戦略企画部

「IPAシンポジウム2015」
を開催
「IPA シンポジウム 2015」の開催報告（2015 年 10 月 21 日） ▶ http://www.ipa.go.jp/about/event/ipasympo2015/index.html
「IPA シンポジウム 2015」
は、国内外から有職者を招き、IT
による つながり と 情報の新しい価値 、そして 変革 をテー
マに、ビジネス戦略、人材育成を含むマネジメント、テクノロ
ジーの観点からそれぞれの課題を明確にし、我が国の成長と
発展への寄与を目的にしたものです。
基調講演では、パナソニック株式会社 ソフトウェア戦略担
当理事 梶本 一夫 氏にご講演いただきました。マネジメント

基調講演 梶本 一夫 氏
「IoT
（Internet of things）
の最新技術動向と
ビジネスインパクト」

マネジメント・トラック

ジム・カークパトリック 氏

「現代社会における教育のシンプルで効率的な
評価の秘訣」

分野では、米国からジム・カークパトリック 氏を招き、現代社
会における効果的な人材育成・教育評価についてご講演い
ただいたほか、ストラテジー分野では、国内外のサイバー攻
撃の事例をもとにその実態を解説し、IoT 社会を見据えた企
業経営とセキュリティ対策、2 つの観点を軸にしたテーマでセ
キュリティ業界の有職者によるパネルディスカッションを行い
ました。また、テクノロジー分野では、東京大学大学院の松
尾 豊 准教授を招き、注目の高まる人工知能、ディープラー
ニングの最新動向についてご講演いただきました。
ソフトウェア高信頼化センター

ストラテジー・トラック パネルディスカッション
左から、IPA 理事 立石 譲二、高橋 正和 氏、
名和 利男 氏、西本 逸郎 氏
「つながる時代におけるサイバー攻撃の潮流と
企業におけるセキュリティ」

テクノロジー・トラック 松尾 豊 氏
「人工知能は人間を超えるか
〜ディープラーニングの先にあるもの〜」

「IPA シンポジウム 2015」
プログラムの詳細、講演資料などはこちら
▶ http://www.ipa.go.jp/about/news/event/ipasympo2015/index.html

ソフトウェア高信頼化センター

「CEATEC JAPAN 2015」
へ初出展！
IPAの主要事業を一挙にご紹介
「CEATEC JAPAN 2015
（シーテック ジャパン 2015）
」
へ
出展（2015年10月7日〜10日）

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/events/20151007.html
IPA は、10 月 7 日
（水）
から開催された
「CEATEC JAPAN
2015」
へ初出展しました。展示ブースでは、IPA の取り組み
や事業成果の紹介として、共通語彙基盤
（IMI）
を活用したアプ
リ
「減災クエスト」
、未踏スーパークリエータの作品である動作
拡大型スーツ
「Skeletonics
（スケルトニクス）
」
などの実物展示
や若手クリエータらによるデモンストレーションのほか、IPA
職員や各界の専門家による、安全・安心なソフトウェア開発を
はじめとした、IoT 時代を支えるための技術や取り組みなどに
ついての講演を行いました。4 日間で計 35 回の講演を行い、
約 7,000 名の方にお越しいただきました。
◀ IPA 展示ブースの様子

IoT時代における
「セーフティ設計」
・
「セキュリティ設計」
・
「見える化」
を
実現するための入門書を発行
「つながる世界のセーフティ & セキュリティ設計入門」
を発行
（2015 年 10 月 7 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20151007.html
本書は、これからの IoT 時代において安全・安心な製品や
・「セキュリティ
サービスの開発に重要な
「セーフティ設計＊1」
・「見える化＊3」
を導入するためのガイドブックです。
設計＊2」
ネットワークを介して異なる製品やサービスがつながること

で、製品単体の不具合やセキュリティ上のリスクがつながった
先にまで影響を及ぼすといった、IoT 特有のリスクを挙げなが
ら、技術者だけでなく経営者の視点からセーフティ設計・セ
キュリティ設計・見える化の重要性と、それらを実現する手法
について事例を交えて解説しています。本書の活用によって
IoT 時代に対応した安全・安心な製品やサービスの開発が期
待できます。
＊1 人命や財産の安全を確保するため、設計の段階で安全性に関わるリスク分析とリスク低
減を行うこと。
＊2 情報の機密性や完全性などセキュリティを確保する
ため、設計の段階で脆弱性の低減や脅威への対策
を考慮に入れたリスク分析とリスク低減を行うこと。
＊3 セーフティ設計やセキュリティ設計などの設計の品
質を、エビデンス
（証拠）
に基づき第三者でも容易
に理解できる表記で論理的に説明すること。
発 行：独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）
ISBN：978-4-905318-35-4
定 価：600 円
（税込）
A5 版・90 頁（IPA 直販・Amazonにて購入可）

▶未踏スーパークリエータの成果物
Skeletonics
（スケルトニクス）
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▶ http://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn15-001.html

11月の活動内容

NEWS & TOPICS
情報処理技術者試験センター

i パスの出題構成と試験時間が変わります！
i パス
（IT パスポート試験）
の出題構成と試験時間の
見直しについて（2015 年 11 月 30 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20151130_1.html
2009 年からIPA が実施しているi パス
（IT パスポート試験）
は、IT を活用するため基礎知識を問う国家試験です。
＊1
では、IT 人材の
国家戦略
「世界最先端 IT 国家創造宣言」

創出のための指標として i パスの延べ合格者数が挙げられて
おり、わが国全体の ITリテラシー向上とIT 人材の裾野拡大

の負担感を軽減します。本改正は、本年 3 月 5 日
（土）
の試験
から適用される予定です。
＊1「世界最先端 IT 国家創造宣言」の変更について（平成 27 年 6 月30 日改訂 閣議決定）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20150630/siryou1.pdf
＊2 1 問の中に4 つの設問がある試験問題。1 つの状況設定に対し、複数の視点から知識・
理解を問う。
＊3 1 問の中に1 つの設問がある試験問題。

■ 現在
試 験

の重要性はますます高まりつつあります。これを受けて、より
多くの方へ i パスの活用を促進するためには、時代に即した質
の高い試験問題を出題と、受験意欲を増進するような施策の
実現が重要であると考え、出題構成と試験時間の見直しを実
施しました。
主な見直し点として、解答に時間を要する中問＊2 を廃止し

出題数

■ 見直し後
165 分

試 験

100 問
出題方式
小問：84 問
中問：16 問
（1 中問につき 4 小問出題）

120 分
100 問
出題方式
小問：100 問

出題数

出題分野
35 問程度
ストラテジ系
マネジメント系 20 問程度
45 問程度
テクノロジ系

出題分野
35 問程度
ストラテジ系
マネジメント系 20 問程度
45 問程度
テクノロジ系

て同数の小問＊3 に置き換え、現在 165 分となっている試験時
間を120 分へ短縮します。全体の出題数
（100 問）
は変えな
いことによって、試験結果の信頼性は維持したまま、受験者
ソフトウェア高信頼化センター

i パスの試験内容・出題範囲
▶ https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html

セキュリティセンター

IoT時代を見据えた組込みソフト開発の
ための書籍2冊を発行
「組込みソフトウェア開発データ白書 2015」及び

「組込みソフトウェア向け プロジェクトマネジメントガイド

［定量データ活用編］
」を公開（2015 年 11 月 16 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20151116.html

「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
受賞作品を発表！
第 11 回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ

コンクール」受賞作品発表（2015 年 11 月 19 日）
▶ https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/

IPA は、第 11 回 IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティ

IPAでは、ソフトウェア開発における定量データに基づいた

コンクール」
受賞作品を発表しました。今年度は、昨年 4 月1

プロジェクト管理の推進を目的に、2005 年よりエンタプライズ

日
（水）
から9 月 7 日
（月）
までの募集期間中に、66,858 点の

分野を中心にさまざまな企業から収集したプロジェクトデータ

応募があり、前回の過去最多記録をさらに上回る結果となり

をとりまとめた
「ソフトウェア開発データ白書」
を発行しています。

ました。各部門の最優秀賞のほか、優秀賞、地域賞など、受

IoT 時代の到来を見据え、組込み分野においても同様に定

賞作品総数は延べ 376 点となりました。

量的なプロジェクト管理が必要と考え、この度、組込み分野

今年度は、一度送ってしまったメールは取り返しがつかない

のプロジェクトデータをとりまとめた
「組込みソフトウェア開発

ことや、悪意がないのに人の心を傷つけることがあるといった

データ白書 2015」
を新たに発行しました。また、経営者の視

ような、ネット社会の問題点をついた作品が多くみられました。

点から定量データ活用の利点や組織の改善方法などを解説し
た
「組込みソフトウェア向けプロジェクトマネジメントガイド」
も

受賞作品は上記 URLにて公開しているほか、無償で作品パ
ネルの貸出を行っています。

同時に発行しました。

発行：
独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）
ISBN：978-4-905318-36-1
定 価：2,000 円
（税込）
A4 変形判・180 頁
（IPA 直販・Amazonにて購入可）

発行：
独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）
ISBN：978-4-905318-37-8
定 価：500 円
（税込）
A5 判・86 頁
（IPA 直販・Amazonにて購入可）

ポスター部門

最優秀作品

小島 彩華 さん

愛知県 刈谷市立依佐美中学校 1 年
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特集

教えて！情報セキュリティ安心相談窓口

よくあるインターネットトラブル
Q1

パソコンでアダルトサイトの
料金請求画面が消えません！
！

A1

ワンクリック請求

解説

「ワンクリック請求」
による被害と
考えられます。

パソコンの「ワンクリック請求」とは、アダルトサイト等の閲覧により、ユー

ザー登録画面完了の画面や料金請求の画面が表示され、金銭を要求されると

いうものです。ウイルス感染によるものであるため、パソコンを再起動してもこ
れらの画面は消えません。対処方法としては、
「システムの復元」やパソコンの
初期化などが有効です。

「ワンクリック請求」に関する相談は、窓口に寄せられる相談の中でも最も件

数が多く、最近では、スマートフォンのワンクリック請求に関する相談件数も増
加傾向にあります。

対処方法
「システムの復元」
を実施する
パソコンを初期化をする
予防策
意思確認画面で、安易に
「はい」
ボタンをクリックしない
CHECK！
IPA Channel 動画コンテンツ

Windowsでの
「システムの復元」
の実施手順
▶ https://www.ipa.go.jp/security/restore/

アダルトサイトの
不正画面が表示
「システムの保護」が
有効になっている？

Q& A

ワンクリック請求のワナを知ろう！ −巧妙化する手口とその対策−
URL ▶ https://www.youtube.com/watch?v=8VHBkZi9sHg

いいえ

はい
＊が
「復元ポイント」
作成されている？

いいえ
＊アダルトサイトの不正画面が表示される前の日時で
作成された「復元ポイント」

はい

「システムの復元」が
正常に完了した？

いいえ

「パソコンの初期化」の
方法を知っている？

はい

いいえ

パソコンの初期化完了
（不正画面消去）

メーカーへ問い合わせ

パソコンのファイルが開きません！
開くには支払いが必要みたいなんですが…
解説

URL ▶ https://www.youtube.com/watch?v=f7DbLwEGX-Q

はい

システムの復元完了
（不正画面消去）

Q2

検証！スマートフォンのワンクリック請求

A2 「ランサムウェア」による被害と
考えられます。

ランサムウェア

「ランサムウェア」とは、ウイルスの一種で、勝手にパソコン内のファイルを

暗号化し、そのファイルの復元と引き換えに金銭を要求する不正プログラムの

ことです。一般的なウイルスの感染経路と同様、メール内の URLをクリックし
たり、攻撃者が細工したウェブページを閲覧したりすることで感染します。

ランサムウェアに感染すると、パソコンに保存されている特定のファイル（オ

フィスドキュメントや圧縮ファイル、音楽、画像など）が勝手に暗号化されるこ
とで読みとれない状態になり、その後、そのファイルの復元と引き換えに金銭
を要求するような文面が表示されます。

金銭を支払ったとしてもファイルが元に戻る保証はなく、たとえウイルスを駆

除できたとしても、暗号化されたファイルは元に戻らないため、基本的には事

前にバックアップしていたデータからパソコンを復旧させる以外の方法があり
ません。予防策を確実に行ってください。

「ランサムウェア」
相談件数の推移
35
〜.encrypted

相談件数
（内：被害あり）

30
25

〜.encrypted

27

対処方法
パソコンを初期化し、ファイルは事前に
バックアップしていたデータから復旧させる
予防策
セキュリティソフトを導入し、常にアップデートしておく

OSおよび利用ソフトウェアを常にアップデートしておく
重要なファイルを定期的にバックアップしておく

CHECK！
2015年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〜

URL ▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/06outline.html
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安心相談窓口では、昨年から

2015/
4〜6

ランサムウェアに関する相談が
急上昇しました。

IPA では、
インターネットを利用する上で皆さんが直面したトラブルや、
ウイルス・不正アクセスに関する技術的なご相談を受け付ける
「情報セキュリティ安心相談窓口」
を開設しています。
今号では、最近、特に相談件数が多いインターネットのトラブルと、その対処方法、予防策について解説します。

Q3

A3

SNSの招待メールを承認したら、自分名義の
友達リクエストがばらまかれたみたいなんですが…
解説

サービス連携の許可によるSNS招待メールの拡散

ふと届いた友達リクエストメール。差出人が知人だったので承認をした

ら、自分の名義で同様の友達リクエストのメールがばらまかれてしまった
というトラブルが、昨年 8月から増加しています。

この友達リクエストメールとは、Googleアカウントに登録されている連

絡先に送られた海外SNS の招待メールです。友達リクエストを承認する際

に、各ネットサービスの一般的な機能である サービス連携 を許可してし

まうと、海外SNSに対してGoogleアカウントの連絡先情報（コンタクト）
へのアクセスを許可してしまうことになり、これが自分名義の友達リクエス
ト拡散の原因になります。

招待メールが届いた場合、招待者に確認をすることが有効です。また、

表示されている内容をよく読み、誤ってサービス連携を許可しないよう心
がけましょう。

海外 SNS に対して Google の
連絡先情報へのアクセスを許可

Google の連絡先情報を読み取って
登録されているアドレス宛に送信

OK
アクセス

サービス連携を
許可した海外 SNS

メールサービスの
「サービス連携」
を許可した
可能性があります。

対処方法
意図せず許可したサービス連携は削除する

意図せず登録されてしまったSNSアカウントを解除する
予防策

招待メール本文中のリンク箇所を不用意にクリックしない
不用意にサービス連携の許可をしない
CHECK！
2015年10月
【注意喚起】
SNSの友達リクエストを承認したら、連絡先情報を読み取られ、
自分名義の招待メールが拡散！
〜Google Appsでメール機能を運用している組織は
取引先に招待メールが届くことも〜

URL ▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20151028.html

SNS招待メール
（本文）

ユーザー A
サービス連携を許可することで
連絡先のアドレスに対して
海外 SNS から招待メールが送信される

ユーザー B

ユーザー B の友人

ユーザー A の友人
「承認する」
以外のリンクをクリッ
クしても、
サービス連携の許可を
求められるケースがあります。

連鎖的に招待メールが
送信される

招 待メー ル のリンク
をクリック後、サービ
ス連携の許可を求め
る画面表示される

サービス連携 の許可によって海外SNSの招待メールが連鎖的に送信されるイメージ

情報セキュリティ安心相談窓口
TEL ▶ 03-5978-7509

受付時間／平日の10：00〜12：00、13：30〜17：00

FAX ▶ 03-5978-7518
ADDRESS ▶

〒113-6591 東京都文京区本駒込 2-28-8
文京グリーンコート センターオフィス 16 階
IPA セキュリティセンター 安心相談窓口

インターネットトラブルやウイルスなどのご相談はこちら。
ご相談はお電話、
メール、
FAX、
またはご郵送にて受け付けております。
（直接お越しいただいてもご対応いたしかねますので、予めご了承ください。）

E-mail ▶ anshin@ipa.go.jp

大量または大きなサイズ（目安として 3MB 以上）のファイルを添付したメールを送信しないでください。
フィルタリング設定をしている場合「ipa.go.jp」
ドメインのメールを受信できるようしてください。
特定電子メール（いわゆる迷惑メール）の転送、送信はご遠慮ください。

URL ▶ https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html
＊FAXや書面のご郵送の際は、必ず連絡の取れる宛先（電話やFAX 番号、住所など）
をご明記ください。

▶ご相談にあたっては、事前に次のような情報を整理していただけますと、スムーズな対応を行うことができます。
対象となる端末の種類
（パソコン、スマートフォンなど）

利用しているクラウドサービスの名称

ウイルスまたは不正アクセスによる原因と判断された根拠

対象となる端末のOS
（Windows 8など）

時系列を含めた具体的な事象

ほかに相談をした窓口や機関

インストールしているセキュリティソフトの名称

情報提供の専用窓口
E-mail ▶ teikyou@virus.ipa.go.jp

昨年12月より情報提供専用の窓口を開設しました。受信したメールやアクセスしたウェブサイト、あるいは利用している
インターネットサービスで不審を抱いたものについて情報提供を受け付けています。

URL ▶ https://www.ipa.go.jp/security/teikyou/index.html

▶ 情報提供の際は、以下の事項にご注意下さい。
本メールアドレスは情報提供受付専用であるため、
ご質問やご相談などへの回答は出来かねます。

内容によっては、詳細確認のためにIPAから連絡をさせていただく場合があります。

提供情報に含まれる個人情報は、
ウイルス・不正アクセス届出等における個人情報の取扱いに準じます。
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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7

NDA
（Non Disclosure Agreement）の事例はどれか。
ア：IT サービスを提供する前に，サービスの提供者と顧客の間で提供されるサービス内容について契約で定めた。
イ：コンピュータ設備の売主が財産権を移転する義務を負い，買主がその代金を支払う義務を負うことについて契約で定めた。
ウ：システム開発などに際して，委託者と受託者間でお互いに知り得た相手の秘密情報の守秘義務について契約で定めた。
エ：汎用パッケージ導入の委託を受けた者が自己の裁量と責任によって仕事を行い，仕事の完了をもって報酬を受けること
について契約で定めた。

マネジメント

22春期 問36

合意済みのシステム要件に対し，機能追加となる変更依頼を顧客から受けた。
このときの受託側の対応として，適切なものはどれか。
ア：運用設計担当者が，変更を行うかどうかを判断する。
イ：決定権をもつ会議や責任者が，変更を行うかどうかを判断する。
ウ：当該顧客の営業担当者が，変更を行うかどうかを判断する。
エ：変更に係るソフトウェアの開発担当者が主体となって，変更を行うかどうかを判断する。

テクノロジ

25春期 問62

ランサムウェアの説明として，適切なものはどれか。
ア：ウイルスなどを検知して，コンピュータを脅威から守り，安全性を高めるソフトウェアの総称
イ：感染すると勝手にファイルやデータの暗号化などを行って，正常にデータにアクセスできないようにし，元に戻すため
の代金を利用者に要求するソフトウェア
ウ：キーボード入力や画面出力といった入出力機能や，ディスクやメモリの管理などコンピュータシステム全体を管理する
ソフトウェア
エ：ローマ字から平仮名や片仮名へ変換したり，仮名から漢字へ変換するなどコンピュータでの利用者の文字入力を補助する
ソフトウェア
本年 3 月 5 日（土）の試験より出題構成と試験時間が変わります。詳しくは P.3 またはウェブページをご覧ください。

担当からの一言

28 年度春期情報処理技術者試験の申込み受付が始まります！

新年明けましておめでとうございます。本年も情報処理技術者試験をよろしくお願い致します。
さて、いよいよ2016 年が始まりました。皆さんの今年の目標は決まりましたか？まだという方は、情報処理技術者試験への挑戦を目
標にしてはいかがでしょうか。
情報処理技術者試験は、今年で 47 年目を迎える歴史のある国家試験です。実務に役立つ試験であり続けるため、時代の流れに寄り添
いながら、制度や出題構成などを変更してきました。特に今年は7 年ぶりに新しい試験区分を追加し、28 年度春期試験から
「情報セキュリティマネジメント
試験」
を開始します。本試験は、昨今の情報漏えい事件の発生などにより、多くの方に注目いただいている試験です。
28 年度春試験は、1 月18日
（月）
から申込み受付が開始されます。
「情報セキュリティマネジメント試験」
をはじめ、年 1 回しか受験チャンスのない高度試験
区分を含む全 8 区分の試験が実施されます。そろそろお正月気分も抜け、心機一転、何か新しいことを目指したいという方は、ぜひ挑戦してみてください！
情報処理技術者試験センター

28年度春期情報処理技術者試験の詳細

新試験はじまる！情報セキュリティマネジメント試験

▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_02annai/h28haru_exam.html

▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/sg/

受験手数料
改定のご案内

6

原田

みおり

28 年度春試験より受験手数料が改定されます。IT パスポート試験を含む情報処理技術者試験の受験手数料は、すべて 5,100 円
から 5,700 円に改定されます。詳しくは上記ウェブページをご覧ください。
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正解： ストラテジ

ウ

マネジメント

イ

テクノロジ

イ

情報セキュリティ

毎月の呼びかけ

10 月の呼びかけ

ワンクリック請求の被害に備えシステム保護の設定を
〜Windows 10 向けの復旧手順書を新たに公開〜

▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/10outline.html

11 月の呼びかけ

不用意なクリックによって自分名義の招待メールが友人に送信される可能性
▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/11outline.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

イノベーション人材センター

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。

未踏人材ブループ

髙橋

2 月 February

富人

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター
（出展）
Software Japan 2016「人工知能が 2020 年を変える」
［日時］2 月 4 日
（木）9：30 〜 18：45
［会場］一橋大学 一橋講堂会議室／学術総合センター 国立情報学研究所
（参加費：
［午前］無料 ［午後］12,000 円 ＊一般参加者、当日申込みの場合）
＊参加費、定員数の詳細は、ウェブページをご覧ください。

未踏交流会レポート
「日本初、民間月面探査プロジェクト」
いやまさに、未踏です。
昨年 11 月17 日
（火）
、秋葉原ダイビルで
「未踏交流会」
が開催されま

した。今回の目玉は、日本初の民間月面探査プロジェクト
「HAKUTO」
の講演。

これは、地球から月面探査ローバーを操って、民間の力だけで月面で

の複数のミッションを遂行しようという
「前人未踏」
づくしのプロジェクト。
今回は、未踏事業の OGでもあり、HAKUTO のコミュニケーションリー

2008 年 度 の 未 踏クリエータで ある米 澤さんは、未 踏 事 業 では

「Human Pet Interaction Platform の構築」
なるプロジェクトで採択

されました。簡単にいうと、猫の行動データ収集デバイスの開発、と

いったところ。猫好き女子。でも、大学では宇宙工学を専攻だったそう。
講演では、将来、宇宙開発の基地になるかもしれないという月面の 巨

大な穴 を探索するミッションなどについてお話をしていただきました。

こんな話って、なかなか聞けないですよね。

3 月 March
■ イベント セキュリティセンター
サイバーセキュリティシンポジウム道後 2016（出展）
［日時］3 月 3 日
（木）
・4 日
（金）
［会場］松山市立子規記念博物館・ホテル椿館本館 定員 300 名
（参加費：
［シンポジウムのみ］無料 ［意見交換会・ナイトセッション］8,000 円）
■ 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 2016
［日時］3 月 4 日
（金）13：00 〜 16：00
［会場］フクラシア東京ステーション5F 定員100 名（参加費：無料）

未踏事業では、現役クリエータの育成期間中はほとんどの情報が公

開されず、クリエータと接触できる機会も限られます。そんな中で、彼

らとも触れ合えるチャンスのある
「フルオープン」
なイベントが、この未

踏交流会です。第一部を講演、第二部を懇親会
（会費制）
という構成で、

多彩な才能がある未踏人材から未知の分野の話が聞けるだけでなく、
通常の講演イベントとは一味違った
「講演者とも交流できる」
距離の近

さがあります。また、会場内では、共催いただいているアキバテクノク
ラブの皆さんの温かくも力強い協力により、参加者同士を自然に交流

未踏交流会は不定期開催ですので、時々（いや、いつも）
IPA のサイ

トをチェックして、ぜひ一度ご参加ください。

■ 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］2 月18 日
（木）15：30 〜 17：30
［会場］IPA 13 階会議室 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
SEC 高信頼化技術適用事例セミナー
情報システムが仕掛ける業務改革！ 事例からBPM の実効性を探る
［日時］2 月 23 日
（火）14：00 〜 18：00
［会場］IPA 13 階会議室 定員 50 名（参加費：2,000 円）＜ITC 実践力ポイント付与＞

ダーという重責を担っている米澤香子さんに、ご講演いただきました。

させる雰囲気が醸成されているように思います。

■ イベント イノベーション人材センター
第 22 回未踏事業成果報告会
［日時］2 月 20 日
（土）
・21日
（日）時間未定
［会場］富士ソフトアキバプラザ 5 階 アキバホール 定員150 名程度（参加費：無料）

■ イベント セキュリティセンター
SECURITY SHOW（出展）
［日時］3 月 8 日
（火）〜 11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］3 月17 日
（木）15：30 〜 17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 30 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2・3 月の
スケジュールはウェブページをご覧ください。
IPA 中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

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

インターネット安全教室

Just Information

▶ 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 NEWS アンケートのお願い

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

IPA NEWSに関するアンケートのご協力をお願いします。
本誌に関するご意見、取り上げてほしいテーマや、興味のある
IT 関連のテーマなどをお寄せください。

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

次号 IPA NEWS Vol.21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。

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

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

編集・発行

発行日

平成 28 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

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

編 集 後 記

Vol.20

新年明けましておめでとうございます。新しい年の始まりに今号からデザインをリニューアルしました。
さて、かの有名な
「源氏物語」
。その登場人物たちの
「病気」
に焦点を当て、現代医学の観点から物語を読み解く
という本がありました。原文の描写から、桐壺の更衣はストレスによる心身症、葵の上は糖尿病前状態ゆえの難産
だったと推測されるそう。物の怪と恐れた原因不明の病の多くは、実は、治せる病だったのかもしれません。
今号では、
「情報セキュリティ安心相談窓口」
に関する特集をお届けしました。インターネットで不意に患った 原因
不明の病 を訴えるユーザーの声に耳を傾け、事象を冷静に分析し、対策の案内や注意喚起を行う窓口。ここには
日々さまざまな相談が寄せられ、そこからトラブルの傾向や未知の脅威が発覚することもあります。皆さんが直面
するインターネットのトラブルも、治る病かもしれません。何かお困りのことや不審に思うことがありましたら、一
度ご相談ください。「IPA NEWS Vol.20」
をお読みいただきありがとうございました。

