情報処理推進機構

●

ニュースレター
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2015年12月・2016年1月のトピックス
●

悪意のある投稿を全体の約1/4が経験！
投稿を省みない傾向も

●

IoT時代の安全・安心なソフトウェアを目指して。
産業ロボット分野で実証実験を開始！

●

情報処理技術者試験の受験手数料が変わりました

●

政府要人がIPAセキュリティセンターを
視察されました

● 「攻殻機動隊

S.A.C.」
と
「情報セキュリティマネジメント試験」
が
コラボキャンペーンを実施！

●

サイバー攻撃に対する情報共有の枠組み
「J-CSIP」
に自動車関連業界が参加、
7業界72組織の体制へ！

12 月の活動内容

NEWS & TOPICS

セキュリティセンター

悪意のある投稿を全体の約 1/4 が経験！投稿を省みない傾向も
「2015 年度 情報セキュリティの脅威に対する意識調査」

「2015 年度 情報セキュリティの倫理に対する意識調査」
を
公開（2015 年 12 月 24 日）

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20151224.html
これらの調査は、IPAが 2005 年から毎年実施しているも
のです。今回の調査によると、インターネットにパソコンで投
稿経験がある人のうち、悪意の投稿経験がある人は 24.7%

今回は、このほかにSNSのID
（アカウント）をリセット・削除
した経験の有無や、脆弱性の悪用が懸念されるアプリケーショ
ンソフトの更新率なども調査しています。IPAでは、こうした
調査結果をふまえつつ、今後も情報セキュリティに関する啓
発活動などを進めていく予定です。
■ 調査結果のポイント詳細
パソコン利用者の悪意のある投稿の理由（倫理 調査報告書P.32より抜粋）

に上りました。その理由では「いらいらした」
「仕返しするため」

40%

3%増と、投稿を省みない傾向が見られます。
は、不特定多数とアクセス環境を共有するため、利用者自身

4.7

2.2
0.8

特にない／
なんとなく

2.2 0.8

その他

13.4
11.4
10.5

3.4
4.7

19.6
16.5

11.0
8.9

注目された
かったから

好奇心や
面白さから

18.0
13.1
18.4

3.4

自分が投稿したこと
がわからないから

6.2
5.3
4.9

いらいらしたから

皆がよくやって
いるから

15.5
12.1
10.5

14.5
12.8

13.4
11.4 10.5

12.8 11.0
14.5 16.5
8.9 19.6

情報処理技術者試験センター

情報処理技術者試験の
受験手数料が変わりました
国家試験「情報処理技術者試験」の受験手数料を改定

（ 2015 年 12 月 22 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20151222.html

IPAは、一般社団法人日本ロボット工業会、一般財団法人

IPAは、
「 情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改

機械振興協会と共同で、IoT時代に懸念される「異なる製品

正する政令（平成 27 年 12 月 22 日閣議決定）
」に基づき、経

同士をつないだ際に発生するリスク」を未然に防ぐための対

済産業省が所管する国家試験「情報処理技術者試験」の受験

策技術に関する実証実験を開始しました。

手数料の改定を発表しました。

実証実験は、工場内の産業機器を想定し、
「異なる機器をつ

「情報処理の促進に関する法律施行令」に定められている

なげてよいかを判断する信用確認の仕組み」と「 1 つの機器

同試験の受験手数料について、受験者数の動向などをふまえ、

の異常が、つながった先の他機器へ波及するのを防ぐための

経済産業省において今後も安定的に試験制度を運営するた

仕組み」の 2 つをテーマに行います。

めに見直しが行われました。

実証実験の結果は、IPAが設置した検討会＊で策定中の「ソ
フトウェア開発指針」に反映し、有効性の向上と内容の充実を
図るとともに、報告書として公開する予定です。

システム監査技術者試験

ITサービスマネージャ試験

情報セキュリティ
スペシャリスト試験

データベース
スペシャリスト試験

エンベデット
システムスペシャリスト試験

プロジェクトマネージャ試験

ネットワーク
スペシャリスト試験

システムアーキテクト試験

ITパスポート
試験

（IP）
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高度な知識・技能

情報セキュリティ
マネジメント試験

つながる世界の開発指針検討 WG
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/about/committee.html#001

（SG）

■ 平成 28 年度春期試験から適用

情報処理技術者（ベンダー側／ユーザー側）

全ての社会人

ITを利活用
するための
共通的基礎 知識

（製造ライン稼働時の異常検出と対策）

工場内の製造ラインを構成する装置から情報（ログなど）
を収集し、異常を検知した場合に速やかに装置を安全に停
止する仕組みなどを実装する。

IT を利活用する者
ITの安全な利活用を推進する者
ITの安全な利活用を

障害の波及防止対策

工場内の製造ラインの増設や新規に装置を追加する場合
に、その装置が信頼できる装置であることを確認するため
に、装置の「品質情報」をやり取りする仕組みを実装し、製
造ラインに組み込んで良いかの判断を行う。

■ 平成 28 年（ 2016 年）4 月 1 日から適用

推進するための

相互接続時の信用確認

（要求品質が異なる装置を
接続する時の対策）

■ 受験手数料改定の適用時期

基本的知識・技能

■ 実証実験の内容

■ 情報処理技術者試験の受験手数料の改定
【従来】5,100 円（税込み） ➡ 【改定後】5,700 円（税込み）

ITストラテジスト試験

＊ 昨年 8 月に発足。学術関係者や、ホームネットワーク（HEMS）
、自動車部品、家電製品など
の各産業界の有識者が参加し、IoT時代において信頼性を確保したソフトウェアを開発す
るための指針を検討している。

2

0.9
1.9
3.0

誰かがやるべきこと
だと思ったから

2013年 679 38.6 27.0 25.0
7.5
2014年 413 31.7 23.2 24.0
5.1
2015年 494 32.0 24.1 24.9 10.5

炎上させた
かったから

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20151202.html

人の投稿やコメントを

IoT時代（つながる世界）における安全・安心を確保する技術

に関する実証実験を開始（ 2015 年 12 月 2 日）

18.0 18.4

13.1
12.1
10.5
10.5
7.5
6.2
5.34.9
5.1
3.0
0.91.9

相手に仕返し
するため

IoT時代の安全・安心なソフトウェアを目指して。
産業ロボット分野で実証実験を開始！

見て不快になったから

体

ソフトウェア高信頼化センター

人の意見を非難・
批 評するため

全

Wi-Fiを「ネットショッピングやネットオークションでの買い物」
に利用する割合は 32.4%、
「 インターネットバンキングやオ

人の意見に反論
したかったから

0%

によるセキュリティ管理が強く求められます。しかし、フリー

前年比5.3％増加

前年比
5.4％増加 15.5

20%

外国人観光客向けなどに増加傾向にあるフリー Wi-Fiで

11.3%と、不安の残る結果となっています。

2013 年
2014 年
2015 年

32.0
31.7 27.0
25.0 24.9
24.1 24.0
23.2

が前年比約 5%増、投稿後「気が済んだ、すっとした」が同約

ンライントレード等の金融関連サービス」に利用する割合も

38.6

（ST） （SA）（PM）（NW）（DB）（ES） （SC）（SM）（AU）

応用的
知識・技能

応用情報技術者試験（AP）

基本的
知識・技能

基本情報技術者試験（FE）

NEWS & TOPICS

1月の活動内容

セキュリティセンター

政府要人がIPAセキュリティセンターを視察されました
林経済産業大臣、遠藤オリンピック・パラリンピック大臣、

ご紹介しました。

IPAにご来訪（ 2015 年 11 月 20 日〜2016 年 1 月 14 日）

の重要性が高まる中での課題等について意見交換なども行わ

萩生田内閣官房副長官、星野経済産業大臣政務官、

▶ https://www.ipa.go.jp/security/announce/20151228.html
▶ https://www.ipa.go.jp/security/announce/20160106.html
▶ https://www.ipa.go.jp/security/announce/20160122.html

積極的な質疑応答が交わされたほか、サイバーセキュリティ
れました。

昨年11月から今年1月にかけて、政府要人がIPAセキュリティ
センターを視察されました。11 月に萩生田内閣官房副長官、
12 月には星野経済産業大臣政務官と遠藤オリンピック・パラリ
ンピック大臣、さらに、今年 1 月には、林経済産業大臣がIPAに
来訪されました。

2016 年 1月14日
（木）
ご来訪
林経済産業大臣

2015 年 12 月17日
（木）
ご来訪
遠藤オリンピック・パラリンピック大臣（左）

IPAからは、サイバーセキュリティ人材の育成やサイバー攻
撃へ対処するためのIPAの取り組みのほか、新たに生じた課題
への対応および国民一般に向けた対策の事例などについての
説明を行いました。また、近年、その手口の巧妙化や被害の拡
大が懸念されている標的型攻撃メールについても、実機を用
いたデモンストレーションを行い、具体的な攻撃の手口などを
情報処理技術者試験センター

「攻殻機動隊 S.A.C.」
と
「情報セキュリティマネジメント試験」
が
コラボキャンペーンを実施！

2015 年 12 月11日
（金）
ご来訪
星野経済産業大臣政務官

2015 年 11月20日
（金）
ご来訪
萩生田内閣官房副長官
（右）

セキュリティセンター

サイバー攻撃に対する情報共有の枠組み
「J-CSIP」
に自動車関連業界が参加、
7業界72組織の体制へ！

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」
と

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）に自動車関連

（ 2016 年 1 月 21 日）

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160126.html

新国家試験「情報セキュリティマネジメント試験」がコラボ！

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160121.html

業界が新たに参加（ 2016 年 1 月 26 日）

IPAが運用するサイバー攻撃に対する情報共有の枠組み
「サ

IPAは、官民連携サイバーセキュリティ月間（ 2 月1日
（月）
〜

イバー情報共有イニシアティブ」
（J-CSIP）では、昨年 12 月に

3 月 18 日（金）
）のイベントとして、NISC＊1、JNSA＊2 などとの

新設し、試験運用を行っていた「自動車業界SIG＊」の正式運用

連携による普及啓発キャンペーンを実施しました。

を1 月26 日
（火）
に開始しました。自動車SIGには 10 組織が参

本年度は、講談社・攻殻機動隊製作委員会の協力により
「攻

加しており、J-CSIPは 7 業界（SIG）
・72 参加組織の体制に拡充

殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」
（攻殻機動隊 S.A.C.）

されます。また、2015 年度第 3 四半期の運用状況としては、

のメインキャラクター・草薙素子（くさなぎもとこ）の描き下ろし

参加組織から計 723 件の情報提供を受け、IPAによる分析を

イラストによるポスターを作成し、4月スタートの新国家試験
「情
報セキュリティマネジメント試験」の活用促進を訴求しました。
＊1 内閣サイバーセキュリティセンター
＊2 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会

行った上で、参加組織に向けて34 件の情報共有を行いました。
＊ SIG：Special Interest Groupの 略。J-CSIPでは、情報共有を目的に業界を軸にした
組織をグループ化しており、SIGと呼ぶ。

■ J-CSIPの運用体制図

NDAを締結し、IPAが
情報ハブとなり
組織間・SIG間での
情報共有を実施

化学業界SIG
（18組織）

電力業界SIG
（11組織）

新設

重要インフラ機器
製造業者SIG
（9組織）

石油業界SIG
（8組織）

1組織
追加

自動車業界SIG
（10組織）

ガス業界SIG
（11組織）

資源開発業界SIG
（5組織）

サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP
（ジェイシップ）
）
▶ https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/
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主 要 3 分 野 か ら

分 野 別 の 取り組 み 紹 介

情報セキュリティ

組み合わせで学ぶ、情報セキュリティ！
インターネットの普及により、社会生活の利便性が向上す

り、強化ポイントを把握するためのコンテンツなどを推奨して

る一方で、サイバー攻撃や内部不正による情報漏えいなどが

います。ご自身や自組織のセキュリティレベルの向上に、ぜ

多く発生し、情報セキュリティ対策への関心とその重要性は

ひご活用ください。

高まりつつあります。

■ 新社会人向け

そのような背景を受け、IPAでは、情報セキュリティ対策の
促進を目的に啓発用の冊子や映像コンテンツを多数公開して

情報セキュリティ対策の
基本を知る

組織における情報の
取り扱い方を知る

初めての情報セキュリ
ティ対策のしおり

3 つのかばん
－新入社員が知るべき
情報漏えいの脅威－

さまざまな脅威に
対する対処法を学ぶ

さまざまな
セキュリティ脅威を知る

います。特定のテーマや対象者に沿った教材も取り揃えており、
組み合わせてご活用いただくことでより深い知識が得られます。
この春から新社会人となる方や、情報セキュリティの基礎
知識を身につけたい方へは、情報セキュリティ対策の各種入
門向けのコンテンツでの学習が効果的です。
また、新年度から組織のセキュリティ対策の強化を目指す

映像で知る情報
セキュリティDVD

5 分でできる！
情報セキュリティポイント
学習

■ 経営者・管理者向け

経営者や管理者の方へは、自組織のセキュリティレベルを計

情報セキュリティ対策の
実施状況を確認する

■ 新作映像コンテンツ

自社のセキュリティ
レベルを知る

目的に合わせて
活用する

情報セキュリティ脅威の
トレンドを知る

パソコンやスマートフォンの乗っ取り攻撃の手口を、デモンストレーション
を交えながら解説する映像コンテンツを、1 月に公開しました！

5 分でできる！
情報セキュリティ自社診断

デモで知る！標的型攻撃によるパソコン
乗っ取りの脅威と対策
（約 7 分）

情報セキュリティ対策
ベンチマーク

情報セキュリティ
10 大脅威

対策のしおり シリーズ

情報セキュリティ啓発 コンテンツ一覧はこちら

デモで知る！スマートフォン乗っ取りの脅
威と対策
（約 6 分）

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

ソフトウェアの高信頼化

IoT時代のソフトウェア開発に役立つコンテンツのご紹介
スマートフォンで家電を操作したり、自動車の位置情報を

しています。

もとに混雑状況を把握したりと、さまざまなモノ
（製品やシス

「IoTにはどのようなリスクがあるのかわからない」
という経

テムなど）
がインターネットを通じてつながる
「IoT」時代。私

営者・管理者の方や「リスクに備えた信頼性の高いソフトウェ

たちの生活はより便利になる一方で、モノ同士がつながるこ

アを開発したい」といった技術者の方を対象とした入門向け

とにより、サイバー攻撃などのセキュリティ面での懸念や、1

のものから、具体的な開発技術を解説した専門性の高いもの

つの機器の不具合が他の機器にも伝搬するといった安全
（セー

まで、さまざまなコンテンツを取り揃えています。

フティ）
面での懸念など、IoT特有のリスクも発生しています。
IPAでは、そのようなリスクに備え、安心・安全なソフトウェ

ますます本格化するIoT時代のシステム開発やその管理に
あたっての新たな専門知識の習得に、ぜひご活用ください。

アを開発するために役立つさまざまな書籍やセミナーを公開
■ 技術者向け

IoT
IoT時代のシステム
設計の重要さと
その手法について知る

IoT・システム障害対策
IoT時代のシステムの
品質についての考え方と
国際規格を知る

■ 経営者向け

開発技術
IoT時代のシステムの安全性を
解析する技術について知る
【SEC特別セミナー 】
Engineering a Safer and More
Secure World（日本語音声あり）

システム障害対策

4
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つながる世界の
ソフトウェア品質ガイド

ESxR シリーズ

経営手法
大規模化する
システム障害に備える

つながる世界の
セーフティ&セキュリティ
設計入門

品質の高いソフトウェアの
開発を行う

【SECセミナー 】
事例から学ぶITサービスの
高信頼化へのアプローチ

組織の目標と戦略を
整理し明確化する
【SECセミナー 】
「ゴール指向経営」
で的を射た
IT投資、利益を生む組織に
GQM+Strategies概説

● 新年度準備のおすすめ情報 ●
もうすぐ迎える新年度。今号では新しい年度に向けての
ステップアップに役立つ情報をお届けします。

IT人材の育成

もっと知ってみませんか？
「ITパスポート試験」
「
、情報セキュリティマネジメント試験」
のこと
IPAが実施している国家試験「ITパスポート試験」は、ITを

試験の導入を検討されている企業や教育機関等への訪問

利活用するための基礎知識が身につく試験として、また、同

説明も実施していますので、新年度を迎えるにあたり、学

「情報セキュリティマネジメント試験」
は、より情報セキュリ

生や社員の総合的なスキルアップを図りたいとお考えの企

ティに特化し、IT利用者の立場から組織におけるセキュリ

業・教育機関のご担当者の方や、これらの試験に関してよ

ティ対策の知識を学べる試験として、幅広い層の方に関心

り詳しく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせくだ

を持っていただいています。いずれも、体系的な知識の習得

さい。

が可能なため「何から勉強すれば良いのか分からない」とい
う方でも、目的やご自身のスキルに合わせたスキルアップ
が期待できます。
IPA情報処理技術者試験センターでは、この 2 つの試験に
ついて企業や教育機関等で実施されるセミナーなどにIPA
職員を派遣し、各試験の対象者像や出題内容、試験活用のメ
リットなどをご紹介しています。意欲的な質問が飛び交う
など、セミナーは毎回好評をいただいており、
「 試験の必要
性と概要について理解できた」などのお声もいただいてい
ます。
試験に関するお問い合わせ先
情報処理技術者試験センター▶ TEL : 03-5978-7600

企業教育担当者さま向け

情報セキュリティマネジメント試験セミナーの様子

Special Contents

「映像で知る情報セキュリティ」
に最新作！
制作現場 潜入レポート
IPA

最新作のテーマは
「標的型攻撃メール」
。
2 月上旬、都内某所にて撮影が行われました。

「映像で知る情報セキュリティ 」は、IPAが 2011 年度から制作してい
る映像コンテンツ集です。
個人の学習や組織の研修などで、幅広くご活用いただいている人気教
材で、3 月末に
「標的型攻撃メール」
をテーマにした新作を公開予定です。
今回は、その制作現場に潜入してきました！

撮影の様子
撮影セット

今回のテーマは
「標的型攻撃メール」

標的型攻撃メールを受け取るシーンの撮影

秘
この日は、こちらのセットでオフィスシーン
の撮影です。

裏ではIPA職員による技術監修

映像撮影にはIPA職員が常に立会い、技術
監修を行っています。台本のセリフ一言一
句に至るまで、入念にチェック！

本編では、
ドラマ仕立てのストーリーで、さまざま
な標的型攻撃メールの事例をご紹介します。

「テーマは重いけど、キャラクターは明るく！」監督の演技指導にも熱が
入っています。

IPA職員もエキストラで出演

「映像で知る情報セキュリティ」
の作品には、IPA
職員がこっそりエキストラとして参加しているも
のもあります。今回もしっかり出演していますよ。

より分かりやすく、リアリティのある作品に仕上げるため、
IPA職員・制作スタッフが一丸となって撮影に臨みました。
「映像で知る情報セキュリティ 」最新作はYoutube「IPA
Channel」
にて 3 月末に公開予定です。乞うご期待！

Coming soon…
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解ける

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秋期 問2

 正競争防止法で保護される，自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで，いずれの
問不

場合も情報はファイリングされており，ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネット
に施錠保管し，閲覧者を限定して管理しているものとする。

ア：新製品開発に関連した，化学実験の未発表の失敗データ
イ：専門家，研究者の学会で発表した，自社研究員の重要レポート
ウ：特許公報に基づき調査した，他社の特許出願内容
エ：不正に取得した，他社の重要顧客リスト

マネジメント

27秋期 問36

問 システム監査人の職業倫理に照らしてふさわしくない行為はどれか。
ア：監査役による業務監査における指摘事項の確認
イ：成功報酬契約による監査
ウ：専門知識を持った他の監査人との共同監査
エ：前年実施した別の監査人による監査報告内容の確認

テクノロジ

27秋期 問58

問 情報セキュリティの観点から，システムの可用性を高める施策の例として，最も適切なものはどれか。
ア：生体認証を採用する。
イ：ディジタル署名を行う。
ウ：データを暗号化する。
エ：ハードウェアを二重化する。

担当からの一言

28 年春試験を受験される皆さんへ。

28 年度春期情報処理技術者試験（ 4/17（日）実施）
まであと1ヶ月ほどとなりました。
今回はいよいよ
「情報セキュリティマネジメント試験」の第 1 回目も実施されます。受験される予定の方は、最後の追い
込みをかけている頃でしょうか。
受験者の皆さんにとって、試験前はやはりドキドキするものですよね。どの試験にも共通して言えることですが、実力を最大限に発揮す
るためには、事前の準備をしっかりしておくことが、とても大事だと思います。受験票を忘れたり、受験票に写真を貼っていなかったりする
と試験を受けることができませんし、遅刻したために焦って実力が発揮できなかったという話を聞いたことがあります。事前の持ち物チェッ
クや入室時刻の確認などをしっかり行い万全の態勢で試験に臨むことも、良い結果を残すためにとても大切なことです。学習の成果を無
駄にしないために、今一度、受験票の注意事項や準備物などを確認してみてください。来る勝負の日、受験される皆さんの実力が 100%
発揮されることを願っています！
情報処理技術者試験センター

原田

みおり

受験に関するよくある質問 ▶ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_09faq/_index_faq.html
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正解： ストラテジ

ア

マネジメント

イ

テクノロジ

エ

情報セキュリティ

毎月の呼びかけ

12 月の呼びかけ

ウイルス感染を目的としたばらまき型メールに引き続き警戒を

〜 新たな攻撃の兆候を察知するための情報提供受付専用メールアドレスを新設 〜

▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2015/12outline.html

1 月の呼びかけ

ランサムウェア感染被害に備えて定期的なバックアップを
〜 組織における感染は組織全体に被害を及ぼす可能性も 〜

▶ https://www.ipa.go.jp/security/txt/2016/01outline.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

ソフトウェア高信頼化センター 調査役
（13thWOCS2 共同実行委員長）

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。

田丸 喜一郎

IoT 時代に活躍する中小企業の技術が
見えた― 13thWOCS2 開催レポート

4 月 April
■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

『ゴール指向経営』で的を射たIT投資、利益を生む組織に

IoT時代を見据えた「つながるクリティカルシステム」

〜「GQM＋Strategies」の活用で組織内の整合性確保と定量的管理を実現〜

をメインテーマに、今年の 1 月19 日（火）から3 日間、第 13 回クリティカル

［日時］4 月 15 日（金）13：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 40 名（参加費：2,000 円）

ソフトウェアワークショップ（以下、WOCS2）を開催しました。
WOCS2 は、IPAと国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が

■ セミナー

トウェアを開発する国内最先端の組織のひとつであり、IPAとタッグを組み、
他の産業界でも有効な技術を広く普及させる取り組みでもあります。
はIPA/JAXAの職員によるチュートリアルとIV&V
（独立検証／妥当性確認）
コンテストの発表、2 日目は海外から著名人を招聘する基調講演と一般投
のプログラム。
基調講演では、STAMP
（システム理論に基づく事故モデルと分析プロセス）
で著名なマサチューセッツ工科大学のナンシーレブソン教授に講演してい
ただきました。近年、STAMPは自動車業界をはじめ広く産業界から注目さ

（出展）
第 13 回 情報セキュリティEXPO【春】

第 20 回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム（出展）

［日時］5 月 19 日（木）
〜21 日（土）
［会場］和歌山県立情報交流センター Big・U、ホテルシーモア
＊詳細はウェブページをご覧ください。
■ セミナー

れており、聴講者からも大きな関心が寄せられました。

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

また、今回のWOCS2 で印象的だったのは、IoT時代のソフトウェア開発
における先進的な開発手法の研究や分析を募集した一般投稿の発表でし
た。中小企業の参加が目立つことは、WOCS2 の大きな特徴のひとつです

［日時］5 月 19 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

第 1 回定量的マネジメントセミナー（PPMA）

が、査読を通過した 12 件の発表のうちその半分が中小企業からの投稿で

［日時］5 月 27 日（金）15：00〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 40 名（参加費：無料）

した。これは、小回りの利く中小企業だからこそ、先端技術を実開発に素早
く適用でき、独自の工夫もすぐに試すことが可能であることを示しています。
システムが大規模・複雑化するIoT時代。一般にIoTは大企業だけの話と

るものでした。

■ イベント セキュリティセンター

［日時］5 月 11 日（水）
〜13 日（金）10：00〜18：00（最終日は 17：00まで）
［会場］東京ビッグサイト（参加費：事前登録された方は無料）

稿の発表、3 日目は招待講演と主催者（IPA/JAXA）講演と、盛りだくさん

主役となりえる時代であるということを、今回のWOCS2 は改めて感じさせ

［日時］4 月 22 日（金）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 30 名（参加費：無料）
5 月 May

今回のWOCS2 は、3 日間で延べ 400 名以上の参加がありました。初日

思われがちですが、水平分業化によって、技術と機動力のある中小企業も

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

共催するイベントです。JAXAは、高度な技術を適用して信頼性の高いソフ

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 4・5 月の
スケジュールは現在、調整中です。確定次第、随時ウェブページにてご案内いたします。
◦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

▶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。

Just Information

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

IPA理事長 交替のお知らせ

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

本年 1 月にIPA理事長が交替いたしました。
2016 年 1 月 4 日付 藤江 一正 退任
2016 年 1 月 5 日付 富田 達夫 就任

次号 IPA NEWS Vol.22は5 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。

役員の交替について

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160105.html

編集・発行

発行日

平成 28 年 3 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
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E-mail ▶ pr-inq@ipa.go.jp ／ FAX ▶ 03-5978-7510

故 水木しげる氏の作品で印象深かったのは、その背景描写の緻密さでした。物体の陰影や草木の細く細かい線は、
キャラクターの輪郭を成す親しみやすい線とはとても対象的。日本の風景であるのにどこか近寄りがたい、そんな「異
世界」の雰囲気が、読み手を惹きつける引力として作用しているように思われます。
今回は、IPAコンテンツの中でも人気の高い「映像で知る情報セキュリティ」シリーズ最新作の撮影現場にお邪魔し
ました。啓発映像というと一般的に少し退屈なイメージを持たれがち。そのイメージを覆さんと、現場では、人物の
撮り方からセリフの間、声のトーン、小道具の配置に至るまで、1カットに詰め込むあらゆる要素の細部にこだわり、い
かに見る人を飽きさせず作品に引き込ませるかを、丁寧に、徹底的に追求するスタッフの姿が印象的でした。最新作
はまもなく公開。新年度に向けた学習コンテンツとしても、ぜひご活用ください。
「IPA NEWS Vol.21」をお読みい
ただきありがとうございました。

