情報処 理推進機構

●

ニュースレター
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2 016 年 2 月・3 月のトピックス
● 「情報セキュリティ10大脅威

2016」
を発表！
新たに
「個人」
・
「組織」
それぞれのランキングを選出

●

システム障害を未然に防止するための
ガイドブック2編を公開

●

共通語彙基盤
（IMI）
への取り組みがJDMCデータ
マネジメント賞特別賞を受賞しました！

●

国内初、IoT製品の安全性やセキュリティ確保を
目的とした17の開発指針を公開

●

内部不正に関する実態調査の報告書を公開！
情報持ち出し手段の最多はUSBメモリ

● 「先進的IoTプロジェクト支援事業」
が始まります！

2 月の活動内容

NEWS & TOPICS

セキュリティセンター

「情報セキュリティ10 大脅威 2016」を発表！新たに「個人」
・
「組織」それぞれのランキングを選出
「情報セキュリティ10大脅威 2016」
を発表
（2016年2月15日）
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160215.html

今回、IPA が発表した
「情報セキュリティ 10 大脅威 2016」
は、2015 年に起きた情報セキュリティ分野の事故・事件から、
社会的な影響が大きかった 10 件を選出したものです。選考
は、研究者や実務担当者など約 100 名で構成される
「10 大
脅威選考会」
の審議・投票で行われ、今回は新たに
「個人」
・
「組
＊
の 2 つの分類で、10 大脅威を選出しました。
織」

「個人」
では、その被害が信用金庫や信用組合など地域の
金融機関にも拡大していることから
「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」
が 1 位となりました。2

た。
「 個人」
と
「組織」
のランキングでは傾向が大きく異なり、両
者の違いが浮き彫りになりました。
＊ 個人：スマートフォンやパソコンでインターネットを利用する一般ユーザー
組織：企業、政府機関・公共団体などの組織、およびその組織内のユーザー

■「情報セキュリティ10 大脅威 2016」個人別・組織別 順位
（

）内は総合順位、
（－）は総合順位でのランク外です。

個人

順位

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（ 1 位）

組織

1位

ランサムウェアを使った詐欺・恐喝（ 3 位）

2位

内部不正による情報漏えい（ 8 位）

審査をすり抜け公式マーケットに紛れ込んだ
スマートフォンアプリ
（ 7 位）

3位

ウェブサービスからの個人情報の窃取（4位）

標的型攻撃による情報流出（ 2 位）

巧妙・悪質化するワンクリック請求（ 9 位）

4位

サービス妨害攻撃によるサービス停止（−）

位には
「ランサムウェアを使った詐欺・恐喝」
が入りましたが、

ウェブサービスへの不正ログイン（ 5 位）

5位

ウェブサイトの改ざん（ 6 位）

これは最近の感染被害件数の増加を反映したもので、昨年の

匿名によるネット上の誹謗・中傷（−）

6位

対策情報の公開に伴い公知となる脆弱性の
悪用増加（ 10 位）

11 位から急浮上しています。

ウェブサービスからの個人情報の窃取（4位） 7 位

ランサムウェアを使った詐欺・恐喝（ 3 位）

8位

の増加を受けて
「標的型攻撃による情報流出」
が 1 位となりま

情報モラル不足によるサイバー犯罪の低年
齢化（−）

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（ 1 位）

職業倫理欠如による不適切な情報公開（−）

9位

ウェブサービスへの不正ログイン（ 5 位）

した。また、2 位には
「内部不正による情報漏えい」
が入りまし

インターネットの広告機能を悪用した攻撃
（−） 10 位

一方
「組織」
のランキングでは、標的型攻撃による重大事件

過失による情報漏えい（−）

ソフトウェア高信頼化センター

国際標準推進センター

システム障害を未然に防止するための
ガイドブック2編を公開

共通語彙基盤
（IMI）
への取り組みが
JDMCデータマネジメント賞特別賞を
受賞しました！

「情報処理システム高信頼化教訓作成ガイドブック
（ITサービス
編）
」
および
「情報処理システム高信頼化教訓活用ガイドブック
（IT

サービス編）
」を公開（ 2016 年 2 月29日）

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20160229.html
今回、IPA が新たに公開した 2 編のガイドブックは、自社内
で発生したシステム障害事例の分析から導いた再発防止策な
どから
「教訓」を作成し、それらを企業間や業界内でも共有・
活用可能とするためのものです。本ガイドブックを通じて、企
業間・業界全体でシステム障害を未然に防止するための情報
共有体制や枠組み構築の促進を目的としています。
作成ガイドブックは、自社内で発生したシステム障害事例を
分析し、原因や再発防止策などから
「教訓」を作成するための
手法を、活用ガイドブックは、自社で作成した教訓や、IPA を
はじめとする第三者が提供する教訓を自社内で活用するため
の手法を解説しています。

事例から障害防止に
役立つ 教訓 を抽出！

教訓 の活用方法を解説

教訓活用ガイドブック

共通語彙基盤（IMI）がJDMCデータマネジメント賞特別賞

を受賞（ 2016 年 3 月 11 日）
▶ http://goikiban.ipa.go.jp/

は、データマネジメント
（デー
「JDMC＊データマネジメント賞」
タの蓄積・管理・活用）
において他の模範となる活動を実践す
る団体に与えられるものです。
IPA 国際標準推進センターが推進している
「共通語彙基盤
（IMI）
」
は、個々のデータを表す言葉
（単語）
に関して、その表
記や意味・構造を統一し、意味が通じるようにするための基
盤を構築するもので、今回、その取り組みが高く評価されま
した。3 月に開催された
「データマネジメント2016」
では授賞
式が行われ、IPA からは共通語彙基盤の講演を行いました。
＊ JDMC：一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム
IT ベンダー企業・ユーザー企業が参加して、データ活用で企業の競争力に貢献することを
目指したコンソーシアム
（2015 年 12 月30日現在  会員企業数：192）

共通語彙基盤
オフィシャルキャラクター「ゴイラ」

他社・他業界の 教訓 を自社に
活かして障害を未然に防ぐ！
事例
情報処理システム
高信頼化教訓集
＊2013年度より公開

さまざまな
企業

2
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教訓 の作成方法を解説

教訓作成ガイドブック
自社の失敗・気付きから
教訓 を抽出して今後に活かす！

【報道発表資料】
JDMC、2016 年度データマネジメント賞が決定
▶ http://japan-dmc.org/?p=5862

3 月の活動内容

NEWS & TOPICS
ソフトウェア高信頼化センター

国内初、
IoT製品の安全性やセキュリティ確保を目的とした17の開発指針を公開
国内初 安全・安心なIoT製品の実現に向けた

るよう提案していきます。

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160324.html

＊ つながる世界の開発指針検討WG：
学術関係者や、ホームネットワーク（HEMS）
、自動車部品、家電製品などの産業界から13
名の有識者が参加するWG。

17 の開発指針を公開（ 2016 年 3 月 24 日）

IoT社会の到来により、日常生活が便利になる反面、利用者・
製品の安全性やセキュリティを脅かすリスクも増大しています。
きリスクや対策を明確化し開発指針としてまとめました。
国内初のIoTに関する開発指針です。IoT製品を開発するにあ

大 項 目

分析

本指針は、産学官の有識者が参画するWG＊にて検討された、

■ 開発指針一覧
方針

そこでIPAでは、安全・安心なIoT製品の開発において考慮すべ

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/about/committee.html#001

たっての「方針」の策定から、リスクの「分析」
、リスクに対応した
体において考慮すべきポイントを、全 17 の指針として明示し

設計

「設計」および「保守」
「 運用」といった、開発ライフサイクル全
ています。また、特定の製品分野・業界に依存せず、分野横断

推進するための組織「IoT推進コンソーシアム」で現在策定中の
「IoTセキュリティガイドライン」に、本指針の内容が反映され
セキュリティセンター

運用

同で主導し、産官学のIoT関連団体が多数参画しているIoTを

保守

的に活用できるのも特徴です。今後は、経産省と総務省が共

指針 1
指針 2
指針 3
指針 4
つながる世界の 指針 5
リスクを認識する 指針 6
指針 7
指針 8
指針 9
守るべきものを 指針 10
守る設計を考える 指針 11

指

針

安全安心の基本方針を策定する
安全安心のための体制・人材を見直す
内部不正やミスに備える
守るべきものを特定する
つながることによるリスクを想定する
つながりで波及するリスクを想定する
物理的なリスクを認識する
個々でも全体でも守れる設計をする
つながる相手に迷惑をかけない設計をする
安全安心を実現する設計の整合性をとる
不
 特定の相手とつなげられても安全安心を確保できる
設計をする
指針 12 安全安心を実現する設計の検証・評価を行う
市場に出た後も 指針 13 自身がどのような状態かを把握し、記録する機能を設ける
守る設計を考える 指針 14 時間が経っても安全安心を維持する機能を設ける
指針 15 出荷後もIoTリスクを把握し、情報発信する
関係者と一緒に
指針 16 出荷後の関係事業者に守ってもらいたいことを伝える
守る
指針 17 つながることによるリスクを一般利用者に知ってもらう
つながる世界の
安全安心に企業
として取り組む

イノベーション人材センター

内部不正に関する実態調査の報告書を公開！
情報持ち出し手段の最多はUSBメモリ
「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」
報告書の公開（ 2016 年 3 月 3 日）

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160303.html

「先進的IoTプロジェクト支援事業」
が
始まります！
先進的IoTプロジェクト支援事業採択結果の公開

（ 2016 年 3 月 15 日）

▶ http://www.ipa.go.jp/about/kobo/kobo20151218.html

内部不正による情報漏えいの未然防止は、企業・組織に

IPA では、
「IoT 推進コンソーシアム」
の先進的モデル事業＊1

とって喫緊の課題です。しかし、内部不正は正当な職務権限

を推進するWG「IoT 推進ラボ」
における具体的な IoT プロ

を使って行われるため、対策が困難であることも事実です。

ジェクト創出支援の一環として、ソフトウェア開発や利活用に

今回の調査では、企業の従業員だけでなく、内部不正を
行ったことのある経験者
（内部不正経験者）
にもアンケートを
実施しました。その結果、故意的な内部不正も一定程度存在
するものの、故意ではない違反による不正が約 6 割であるこ

関わる技術を駆使したモデル事業を企画・実施する企業の
支援事業を開始しました。
本事業は、独創的なアイデアを駆使し、IoT・ビッグデータ・
人工知能
（AI）
等に関するイノベーションを創出することので

とや、情報の持ち出しは USBメモリの利用が最多であること

きる事業テーマを対象にしたもので、IPA は資金支援に加え、

などが分かりました。また、内部不正経験者と経営者・シス

メンター＊2 による指導・助言などを通じてモデル事業実施に

テム管理者とで、有効と考える対策に違いがあることなども

係る事業の支援を実施する予定です。今年 1 月に支援先事業
者の公募を行い、審査の結果、下記 2 社を採択しました。

明らかになりました。
■ 内部情報の持ち出し手段

内部不正
経験者すべて
（n=200）

故意の内部
不正経験者のみ
（n=98）

1位

2位

3位

USBメモリ

電子メール

パソコン

43.6%

34.3%

25.5%

USBメモリ

電子メール

紙媒体

53.0%

28.9%

18.8%

＊1 製品・サービスの展開地域または時期等を模範的に事業化して展開しその効用を確認
し評価する事業。
＊2 優れた能力と実績を持ち支援先事業者への指導・助言などを通じてモデル事業の実現や
事業化を加速させる役割を担う。

採択企業（支援先事業者）

モデル事業

アルカディア・システムズ株式会社

センシング運動促進事業

株式会社ルートレック・ネットワークス

M2Mとクラウド技術による
全天候型栽培アルゴリズムの
研究開発

（複数回答）
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アジアのIT人材を育てる─

IT人材育成事業 特集

アジアトップガンプログラム
ITPEC試験を実施しているアジアの国々

まずはじめに知っておきたい

ITPEC試験のこと

モンゴル

IPAが実施している「情報処理技術者試験」の制度は、アジア諸国にも展開されてい
ることをご存知でしょうか？
2016 年 4 月現在、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
ングラデシュの 7カ国では、日本の情報処理技術者試験にあたるITPEC試験（アジア共

バングラデシュ

通統一試験）が実施されています。ここでは、IPAの「ITパスポート試験」
「
、基本情報技

ミャンマー

術者試験（FE）
」相当が年 2 回、
「応用情報技術者試験（AP）
」相当が年 1 回実施され、い
ずれも 7カ国で同一日に同じ試験問題が出題されます。これらの試験は、参加各国の

ベトナム

代表からなる協議会（ITPEC）によって運営され、IPAは試験の実施の支援や問題作成
の積極的な指導を行っています。

フィリピン

タイ

また、日本政府により、FE、AP相当試験の合格者に対しては、日本での就労に必要な
上陸許可基準の特例なども適用されています。

ITPEC 試験について

マレーシア

▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/asia/kaigai/002.html

What’s “Asia Top Gun Program”?

Schedule

アジアトップガンプログラムとは？

研修スケジュール

アジアトップガンプログラムは、ITPEC試験を各国で推進す
るリーダーを育成するための事業。アジア各国のITPEC試験

2/22（MON）

の成績上位者を日本に招聘し、プロジェクトマネジメントや日

2/23（TUE）

本のITビジネスを学ぶ研修を行います。
本事業では、各国におけるITPEC試験の普及と、それに伴う
アジア諸国のIT技術者の技術・知識レベルの向上をねらいとし
ています。

今年は、2/22（月）
～3/2（水）の期間で、
アジアトップガンプログラムが開催されました。

Members

オリエンテーション、アイスブレイク
NTTコミュニケーションズ関連施設見学

データセンター、とう道（地下トンネルの通信ケーブル）見学

2/24（WED）

江戸東京博物館 見学
経済産業省 情報処理振興課 訪問・日本科学未来館 見学

2/25（THU）

プロジェクトマネジメントの講義
NTTコミュニケーションズ訪問

2/26（FRI）

プロジェクトマネジメントの講義

2/29（MON）

NECソリューションイノベータ訪問

3/1（TUE）

参加者プレゼンテーション

3/2（WED）

修了式

WEEKEND

成績上位者 14 名が、7カ国から集まりました。
フィリピン

ラファエルさん
（日系IT企業）

ミャンマー

アントニオJr.さん
（日系IT企業）

タイ

ピラサックさん
（通信企業）

Program

今回は、2015 年 4 月・10 月に実施したITPEC試験（FE・AP相当）の

参加者たち

4

Day

メルビンさん
（IT企業）

ネイジーさん
（日系IT企業）

ベトナム

キティポンさん
（学生）
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タンさん
（学生）

モンゴル

アウンさん
（学生）

バングラデシュ

ヒェウさん
（IT企業）

ナヒアンさん
（学生）

ロビンさん
（学生）

バヤールさん
（IT企業）

デレグさん
（学生）

マレーシア

クオリナさん
（学生）

IPAではアジア諸国におけるIT人材育成の支援を行っています。アジア諸国で展開されているITPEC試験のサポートのほか、
2014 年度からは、アジアの優秀なIT人材を日本に招聘し、研修を行う
「アジアトップガンプラグラム」がスタートしました。今号では、
今年 2 月に実施されたアジアトップガンプラグラムの様子をご紹介します。
Snapshots

研修の様子
Feb.

22

Feb.

26

（MON）

（FRI）

メンバー同士の親睦を深める「アイスブレイク」
トップガン初日。言葉も文化も違うさまざまなメンバーたちが各国から集合
しました。アイスブレイクではすぐに緊張が解け、チームとしての一体感が生
まれました。
Feb.

24

ワークショップで「プロジェクトマネジメント」を学ぶ
講師を招いてのカリキュラムでは、プロジェクトマネジメントの基礎を学ぶワー
クショップを行いました。プロジェクトを円滑に進めていくためにはどうすれ
ばよいか、アイディアを出し合いました。

（WED）

Feb.

29

「江戸東京博物館」で日本の文化と歴史に触れる
日本の歴史や文化に触れてもらうことも、プログラムの目的のひとつ。メンバー
のほとんどが初来日のため、展示物にも興味深々。

（MON）

Feb.

25

（THU）

日本のIT技術を知る「NTTコミュニケーションズ訪問」
NTTコミュニケーションズで働く外国人のITエンジニアとの意見交換。情報
セキュリティ、ウェブテクノロジー、クラウドストレージなど、分野ごとのグルー
プに分かれ、同社で進めている開発技術やサービスなどについてディスカッショ
ンを行いました。自国の技術との比較や、新しい技術に関する展望など、さま
ざまな意見が飛び交いました。

日本で働くアジアのITエンジニアを訪ねる
「NECソリューションイノベータ訪問」
NECソリューションイノベータでは、同社が開発しているITシステムの数々を
見学。メンバーからは積極的に新しいアイディアの提案などもあり、社員の
方から「とても参考になる」との声をいただきました。また、同社で働くアジ
ア出身のITエンジニアたちとの意見交換では、日本で働くうえでの課題など、
キャリアに関する話も伺いました。
Mar.

2

（WED）

Voices

参加者の声
プログラムの中で最も印象に残ったものは、
日本のビッグデータ分析の技術です。過去
の膨大なデータを分析することによって、未
来を予測し、最善の判断を導くというのは、
とても素晴らしいことだと思いました。
トップガンプログラムでは、日本のことをた
くさん知ることができ、そして、たくさんの
国から来た参加者とさまざまな議論をする
ことができます。とても素晴ら
しいプログラムなので、ぜひ
多くの方に参加してほしい
です。

ネイジーさん

（日系IT企業・ミャンマー ）

以前から、なぜ日本企業がとても成功している
のかというところに興味がありました。
日本に来て、日本の文化や日本人の仕事への姿
勢などが、そういった成功を生んでいるのだと
わかりました。また、日本の先端技術を見せて
いただいたことで、10 年後、モンゴルにどんな
技術が必要になるのかということのインスピレー
ションを得ることができました。
モンゴルでは、まだITPEC試験や試
験のメリットがあまり知られてい
ません。今後は、この試験の重要
性をたくさんの人に伝えていき
たいと思います。

バヤールさん

ITPECアンバサダーに認命「修了式」
10 日間 の 研 修 期 間 が 終 了。IPA富 田 理 事 長 か ら
ITPECアンバサダーの任命状が手交されました。今
後は、各国でITPEC試験を普及・展開する活動を行っ
ていきます。

（IT企業・モンゴル）

IPA NEWS Vol.22 2016 May

5

?

かな !

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

25秋 問22

 ーゲットマーケティングの説明として，適切なものはどれか。
問タ
ア：企業活動を個別の価値活動に分解し，各活動の付加価値について分析する。
イ：事業や製品を成長性や市場シェアの観点で分類し，ポジショニングに応じた最適な資源配分を行う。
ウ：市場を幾つかのセグメントに分割し，少数のセグメントに絞ったアプローチを行う。
エ：商品が市場に導入されて衰退するまでの期間を分割し，各期間に対応した戦略を設定する。

マネジメント

26秋 問43

問 内部統制の整備と運用に関する基本方針に基づいて，内部統制を整備，運用する役割と責任を
有している人又は組織として，適切なものはどれか。

ア：監査役
イ：経営者
ウ：取締役会
エ：内部監査人

テクノロジ

25春 問52

問 DoS（Denial of Service）攻撃の説明として，適切なものはどれか。
ア：他人になりすまして，ネットワーク上のサービスを不正に利用すること
イ：通信経路上で他人のデータを盗み見ること
ウ：電子メールやWebリクエストなどを大量に送りつけて，ネットワーク上のサービスを提供不能にすること
エ：文字の組合せを順に試すことによって，パスワードを解読しようとすること
正解： ストラテジ

担当からの一言

ウ

マネジメント

イ

テクノロジ

ウ

内部不正の発生リスクを減らすには、情報セキュリティマネジメント試験！

一度起きれば 1 件あたりの平均想定損害賠償額が 1 億円を超えるとも言われる情報漏えい＊1 ですが、その発生原因のひとつで
ある内部不正の約 6 割は、ついうっかり持ち出してしまった」
「 ルールを知らずに持ち出してしまった」など“うっかりミス”によって
引き起こされているということが、IPAの調査＊2 で明らかになりました。
ここから分かることは、こうしたうっかりミスが防げれば、大きな損失を出すリスクが低減できるということ。そのためには、個人
のセキュリティ意識の向上や、現場の運用ルールの作成・徹底、現場の各部署・部門レベルにおける適切な情報管理などが必要だということです。
今年度から新しく始まった「情報セキュリティマネジメント試験」は、内部不正への具体的な管理策や対策、社員への教育に関する問題なども
積極的に取り上げており、組織における情報管理をはじめとしたセキュリティマネジメント力の向上が期待できます。
4 月に実施された初回試験には、約 2 万 3 千人もの方にご応募いただきました。また、社会人応募者のうちユーザー企業（非IT企業）勤務者は
4 割を超え、業界問わず情報セキュリティマネジメントへの関心が高まっていることが伺えました。
「組織全体の意識を変え、内部不正の発生リスクを少しでも低減させたい」という組織の皆さまにも、ぜひご活用いただきたい試験です。
＊1 「2013 年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書〜個人情報漏えい編〜」
（JNSA）▶ http://www.jnsa.org/result/incident/
＊2 「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」
（IPA）▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160303.html

情報処理技術者試験センター

原田

みおり

情報セキュリティマネジメント試験初回問題
▶ http://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
4 月 14 日（木）より九州地方にて発生した大型地震により、
「平成 28 年度春期 情報処理技術者試験」につきましては、九州地方（沖縄県を除く）
での実施を中止させていただきました。被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
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職 員 コ ラ ム

主なイベント・セミナー情報
6 月 June

IT 人材育成本部 本部長補佐

■ イベント 国際標準推進センター

小川 健司

活用が広がる「共通語彙基盤（IMI）」

アジアトップガンプログラムを終えて

［日時］6 月 3 日（金）10：30〜16：20
［会場］東京グランドホテル（桜の間）定員 150 名（参加費：無料）
＊詳細はウェブページ（http://goikiban.ipa.go.jp/node1212）
をご参照ください。

IPAは、日本の情報処理技術者試験に相当す
るアジア共通統一試験を実施するために、ア

■ イベント セキュリティセンター

ジア 7ヵ国で構成されるITPEC（IT Professionals Examination

CRYPTRECシンポジウム 2016（共催）

Council）を 2005 年の設立時から支援しています。さらにこの
政策に加え、アジアIT産業で最も必要とされるチームリーダクラ

［日時］6 月 27 日（月）13：00〜17：00
［会場］都内を予定  定員 200 名程度（参加費：無料）

スの技術者を育成すべく、試験の成績優秀者 14 名を日本に招聘

■ セミナー

各国から集まった参加者の中には、海を見るのも初めてという
方や、飛行機や地下鉄に乗ったことがないという方などもいて、
日本では当たり前のことが、彼らにはとても新鮮な経験だったよ

7 月 July

Embedded Technology West 2016（ET West 2016）／
組込み総合技術展 関西（出展）

の日本の歴史を体感するプログラムを通して、日本の産業や文化
の奥深さに対し敬意を持ってくれるようになりました。

［日時］7 月 7 日（木）
〜8 日（金）10：00〜17：00
［会場］グランフロント大阪 内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・招待券持参者は無料）
）

アジア各国ではテクノロジーに重きをおいた教育が主流となっ
ており、日本でリーダークラスに期待される実践的なプロジェク

■ イベント HRDイニシアティブセンター

トマネジメントのトレーニングがほとんどされていないのが現

ITを駆使したグローバル競争力強化のために

状です。そのため、プログラムでは簡易なPBLを通したPMトレー
ニングを実施しました。全員参加型のワークショップ形式に当初
は戸惑いがあったようですが、理解の速さや積極的な参画姿勢で、
講師も驚くほどの成果を上げてくれました。また、彼らの語学力

〜 i コンピテンシ ディクショナリを用いた経営改革の実現〜（仮）
［日時］7 月 12 日（火）13：00〜17：00（仮）
［会場］ニッショーホール（東京都港区）
  定員 500 名（参加費：無料）
■ イベント セキュリティセンター

未来貢献プロジェクト シンポジウム − IoTとサイバーセキュリティ －
（共催）
IoTで変わる私たちの暮らし（仮）

を目の当たりにし（ITPEC試験・プログラム中の会話は基本すべ
て英語）、今後ますますグローバル化が進むIT産業に対して、日本
のIT技術者はもっと危機感を持つ必要があるのではと感じました。
本プログラムは、幸いにも参加者から 100%近くの高い満足度

［日時］7 月 29 日（金）午後
［会場］よみうり大手町ホール・小ホール  定員 500 名（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

を得ることができました。日本に好意的なチームリーダクラスの
人材育成のために、さらに発展させたプログラムを今後も継続し、
目指していきたいと考えています。

［日時］6 月 23 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室  定員 20 名（参加費：無料）

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

うです。さらに、日本の最先端技術を学ぶ企業訪問や、博物館で

各国のみならず日本のIT産業にも貢献できるコア人材の養成を

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

し 10 日間のトレーニングを実施しました。

［日時］7 月 21 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室  定員 20 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
6・7 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

IPA’
s Recommended Books

◦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。

サイバーセキュリティの基本をマンガで学ぶ！
学習マンガ「 サイバーセキュリティのひみつ」

インターネットの脅威や守るべき情報をマンガでわ
かりやすく解説した1冊。小学生でも楽しくサイバーセ
キュリティの知識が学べます。3 月に電子書籍版が公
開されました。

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

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

次号 IPA NEWS Vol.23は7 月中旬発行予定です。

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/security-himitsu/

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・発行

発行日

平成 28 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

Vol.22

「一期一会」
。トップガンプログラムの締めくくりとして、14 名のメンバーにこの言葉が贈られました。
一生に一度しかない出会いはとても尊いものだという、言わずと知れた茶の湯の名言ですが、この意味を
改めて噛み締める機会でありました。
今号でご紹介したアジアトップガンプログラムは、一昨年度から始まったばかりの新しい取り組みです。
言葉も文化も違う国から集まったメンバーが、同じ時間を共有する10日間。この再現性のない時間の中で
彼らが得るものは、技術的な知識やスキルだけではありませんでした。新たな仲間とのつながりや異文化
への理解、仕事への考え方まで、新たな気づきを得たメンバーも多く、今回の取材を通し、逆に、彼らから
学ぶところも大きかったように思います。取材にご協力いただきました参加者の皆さま、各関係者の皆さま
に心から御礼申し上げます。
「IPA NEWS Vol.22」をお読みいただきありがとうございました。

