情報処理推進機構

●
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2 016 年 4月・5月のトピックス
● 「IT人材白書2016」
を発行！欧州のIT人材動向や、

IT業界で働くフリーランスに関する調査結果を初掲載

● 「ｉコンピテンシ

ディクショナリ」
が海外連携で拡充、
アイルランドの研究機関
「IVI」
と相互協力協定を締結

●

安全性解析手法
「STAMP/STPA」
を
分かりやすく解説した、初の日本語による
入門書を公開

●

IoT時代の安全な製品開発のための手引きを公開

● 「企業のCISOやCSIRTに関する実態調査」

報告書を公開

● 「セキュリティ
・ミニキャンプ」
を四国地方で初開催！

4 月の活動内容

NEWS & TOPICS

IT人材育成企画部

「IT人材白書 2016」を発行！欧州のIT人材動向や、IT業界で働くフリーランスに関する調査結果を初掲載
「IT人材白書 2016」を発行

況、IoTに関わる人材に必要な能力・技術力などについても調

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160422.html

査を行いました。

「IT人材白書 2016 多様な文化へ踏み出す覚悟」は、IT関連
産業の人材動向や産学におけるIT教育の状況、IT人材個人の
意識などについて、2015 年度の調査に基づく最新の動向や
実態をまとめたものです。
今回は「IoT」に着目し、新事業や新サービスなどを提供す
る
「ネット企業およびネット部門」や、ITを活用した製品などの
研究開発を行う
「R&D部門」を調査対象に加えました。さらに、
教育機関に関しても、情報系以外の学科におけるIT教育の動
向を調査しています。
また、IT人材白書として初めて、欧州におけるIT人材の職種別
割合や人材育成施策を掲載したほか、国内IT産業に関与する
「企
業に属さないフリーランス」
についても、仕事・報酬に対する満足
度や、顧客獲得方法の実態に関する調査結果を掲載しています。
このほか、国内IT企業におけるIT人材の「量」に対する過不
足感や、IoT関連技術を活用した新事業・新サービスの実施状
HRD イニシアティブセンター

本書は、Amazonおよび全国官報販売協同組合販売所で
購入できるほか、全国の書店からも取り寄せ可能です。
■ フリーランスが担当する仕事の事業内容（IT企業 IT技術者との比較）
0％
フリーランス全体
（N=473）
フリーランス
30-40代
（N=223)

25％

29.6

50％

15.4

11.4

75％

10.6

100％

6.3 6.6
3.6

28.3

15.2

13.9

11.2

6.7

14.8
0.8

8.1
2.2

IT企業 IT技術者
30-40代
（N=583）

49.1

18.2

0.8
13.0
0.9

6.3 5.3 7.5

1.5
3.3
受託系事業（システム受託開発・運用、
システムインテグレーション）
パッケージソフトウェア開発、販売、導入、
カスタマイズ
ウェブサービス企画、開発、運用（自社サービス）
コンサルタント他（業務改革、
システムコンサルティング、IT 投資評価、
システム監査など）
インフラ系業務（ハウジング、
ホスティング、受託計算サービス、遠隔監視サービスなど）
ウェブサイト構築、
デザイン
（受託）
アウトソーシング
ASP サービス、SaaS サービス
PaaS サービス
（構築・運用）HaaS、IaaS サービス
（開発・提供）
その他（データベース／専門情報提供、教育研修サービス、PC ／ハードウェア等製造販売など）

IT人材白書

0.4
5.7
1.9
1.2

▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html

ソフトウェア高信頼化センター

「ｉコンピテンシ ディクショナリ」
が
海外連携で拡充、
アイルランドの
研究機関
「IVI」
と相互協力協定を締結
IT人材育成のための「ｉコンピテンシ ディクショナリ」の拡充を

目的に、アイルランドの研究機関「IVI」
と相互協力協定を締結

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160420.html

今回の相互協力協定は、IPA が提供する
「ｉコンピテンシ
ディクショナリ
（iCD）
」
と、IVI

＊1

が提供する
「IT-CMF 」
との連
＊2

携強化に向けたものです。

安全性解析手法
「STAMP/STPA」
を
分かりやすく解説した、初の日本語による
入門書を公開
「はじめてのSTAMP/STPA ～システム思考に基づく新しい
安全性解析手法～ 」を公開

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20160428.html
IoTの普及拡大に伴い、システムの障害や事故がますます大
規模化・複雑化しています。本書は、こうした障害や事故を防
止するための手法「STAMP/STPA＊」を国内に普及させること

iCD は、組織内の IT 人材育成ツールとして、IT 人材に求

を目的とした、初の日本語による入門書です。開発初心者向け

められる業務
（タスク）
とスキルを整理・体系化したものです。

に、踏切の安全設計などの具体例によって、最新のSTAMP/

一方、IT-CMF は、企業の CIO
（最高情報責任者）
などに求め

STPAの手順を分かりやすく解説しています。IPAは、本書を通

られる能力を整理・体系化した国際的なツールです。両者の

じてSTAMP/STPAの普及を促進することにより、大規模かつ

連携が進むことで、iCD を活用する企業におけるIT 人材育成

複雑なシステムの安全な開発・運用に貢献していきます。

の進展が期待されます。
＊1 IVI
（Innovation Value Institute）
：アイルランド国立大学Maynooth校とインテル・コー
ポレーションが共同で設立した非営利の研究機関。
＊2 IT-CMF
（IT Capability Maturity Framework）
：CIOやITの意思決定者を対象に、企
業・組織のIT能力成熟度を測定・改善するための枠組み。

＊ マサチューセッツ工科大学のNancy Leveson教授が提唱するSTAMP
（System Theoretic
Accident Model and Processes）理論に基づく、新しい危険分析手法。

■ 従来手法との比較
手法名

分析方法

特徴

従来手法
◦フォールトツリー図や影響分析表 ◦機器や組織の単一故障をハザー
ド要因として識別する
（FTA、FMEA） を用いてハザード要因を分析する
◦システムの構成要素と故障モード ◦分岐条件を論理的に組むことで
が決まるアーキテクチャ設計の段
網羅的に分析できる
階から適用できる
◦深く分析できる反面、全体的な視
野での分析が難しい
STAMP/STPA
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◦コントロールストラクチャーとコン ◦複数の機器や組織（人間）が、相
トロールループ図を用いてハザー
互作用を行う複雑なシステムに
ド要因を分析する
おいて、相互作用のハザード要因
を識別する
◦システムの大まかな構成要素が
決まる概念設計の段階から適用 ◦過去のアクシデント事例データに
できる
基づくガイドワードにより網羅的
に分析できる
◦システム全体の振る舞いを確認
しながら分析ができる

5 月の活動内容

NEWS & TOPICS
セキュリティセンター

IoT時代の安全な製品開発のための手引きを公開
「IoT開発におけるセキュリティ設計の手引き」を公開

なお、この手引きは本年 3 月に発表した安心・安全なIoT製

〜4 分野のIoTの脅威分析と対策検討の実施例を図解〜

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160512.html

品を開発するための 17 の開発指針＊とも対応しています。
＊ つながる世界の開発指針

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20160324.html

IPAは、現在では「IoT」と分類されるようになった組込み機
器の情報セキュリティについて、2006 年から調査を実施して

■ IPAのIoTモデルの全体像

きました。今後のIoTの普及により、従来、単体での動作を前

クラウド

提としていた機器がネットワークにつながることで生じる脅威
にも備えが必要であることから、本手引きを公開しました。

サービス提供サーバー

本手引きでは、IoTの構成要素を 5 つに分類し、それぞれに

インターネット

おける課題の抽出・整理を行いました。また、これまで蓄積し

中継機器

てきた知見をもとに、
「デジタルテレビ」
「ヘルスケア機器とクラ
ウドサービス」
「スマートハウス」
「コネクテッドカー 」の 4 分野に
ついて、想定される脅威とその対策を明確化し、具体例を挙げ
て図解したほか、業界のセキュリティガイドが挙げる要件との
対応も示しています。さらに、付録には、IoTで使用される暗号
技術に関して、安全性を客観的に確認するためのチェックリス
トも収録しました。
セキュリティセンター

ファイアウォール

システム
制御システム
病院内医療ネットワーク
● スマートハウス など
●
●

ゲートウェイ

家庭用ルータ

直接相互通信する
デバイス
ゲーム機
● Car2X など
●

スマートフォン

デバイス
情報家電
自動車
● ヘルスケア機器 など
●
●

イノベーション人材センター

「企業のCISOやCSIRTに関する実態調査」
報告書を公開
情報セキュリティに対する経営者の関与、組織的な取り組み

について日・米・欧で比較調査（ 2016 年 5 月 10 日）
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160510.html

「セキュリティ・ミニキャンプ」を四国地方で
初開催！
“通信”をテーマにセキュリティ・ミニキャンプを高松で初開催
▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160516_2.html

今回のミニキャンプでは、香川県およびかがわ情報化推進

今回の調査は、文献・アンケート・ヒアリングの 3 段階で実
と
施し、
「 企業のCISO＊1 やCSIRT＊2 に関する実態調査 2016」
して報告書をまとめました。アンケート調査は日米欧の大企業
を中心に実施し、相互に比較しています。

協議会のご協力を得て一般講座と専門講座を実施し、それぞ
れ 91 名、22 名が参加しました。
1 日目の一般講座では、香川県警察本部におけるサイバー
犯罪の現状と対策、香川大学病院における患者情報管理など

その結果、日米欧を問わずCISOが経営層として任命されて

の講演を行いました。2 日目の専門講座では、Web通信ツー

いると、情報セキュリティ対策の実施率が高いことや、日本で

ルの基本的な使い方やパケット盗聴装置を実際に作る演習講

はCSIRTの能力・スキルに不安を感じる企業が多いこと、また

義を行いました。専門講座は地元の先生方が多数聴講され、

日米欧とも半数以上の企業でサイバー攻撃を受けた経験が

教育機関における情報セキュリティへの関心の高さが表れて

ないことなどが分かりました。

いました。

＊1 Computer Security Incident Response Teamの略。サイバー攻撃による情報漏え
いや障害など、コンピュータセキュリティにかかわるインシデントに対処するための組織。
＊2 Chief Information Security Officerの略。最高情報セキュリティ責任者。本調査では
組織全体の情報セキュリティ対策を統括するCISOまたは同等の責任者を指す。

■ CISOの任命と情報セキュリティ対策推進状況の関係

経営層が参加する情報セキュリティに
関する意志決定の場がある

＊1：日（n＝225）
、米（n＝248）
、欧（n＝223）

CISO任命なし＊2

日

89.3%

37.3%

米

77.4%

39.4%

欧

78.0%

36.1%

日

84.9%

米

83.5%

欧

78.0%

42.6%

日

71.6%

34.7%

米

69.4%

27.7%

欧

81.2%

27.9%

2

倍

サイバー攻撃が発生した場合を想定した
被害額を推定している

経営層として
CISO任命＊1

約

リスク分析を実施している

地域

43.3%
46.8%

＊2：日（n＝150）
、米（n＝94）
、欧（n＝61）
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未踏事業

IT人材育成事業 特集

未踏事業
（未踏IT人材発掘・育成事業）
とは？
ITを駆使してイノベーションを創出できる若い才能を発掘し、育成する事業。25 歳未満の独創的なアイディアと優れ
た技術を持つ IT クリエータを募集し、PM（プロジェクトマネージャー）のサポートのもとで行う開発プロジェクトを通
じて、クリエータの才能・アイディアを磨き上げます。
未踏事業における開発プロジェクトはほぼ非公開で進められますが、今号では、2015年度の未踏事業を取り上げ、その様子を少しだけご紹介します！

未踏事業は、新しいITの未来を拓く人材の発掘・育成を目的に、IPAが2000年から実施している事業です。
これまで数多くのクリエータの手によってさまざまなアイディアが形となり、世に送り出されてきました。

はじめに…

公募・採択

育成（約 9 ヶ月間）

評価

天才的ITクリエータの発掘
（開発テーマの募集・採択）

産学界のトップで活躍するPMが、独自の視点で
クリエータを育成
（開発プロジェクトを通じた人材育成）

開発した成果物を発表。卓越した成果を挙げた
クリエータを
「スーパークリエータ」
に認定

ユーザーの好みを反映した
メイク手法推薦システム
「YUMEKA」

一般社団法人 情報処理学会
ソフトウェアジャパンアワード2015受賞
パターンマッチ指向プログラミング言語
「Egison」

未踏事業の流れ

過去の主な成果物

髪の毛で音を感じる新しい
ユーザインタフェース
「ONTENNA」

2015年度未踏事業

ホビー性と実用を兼ね備えた
手のひらサイズ飛行ロボット
「PHENOX」

クリエータの採択にあたっては、PMが独自の視点で審査を行います。2015年度未踏事業では計23名
の未踏クリエータが誕生し、4名のPMのもとでそれぞれのプロジェクトが進められました。

公募・採択

石黒 浩 PM 担当プロジェクト：4 件（クリエータ 7 名）

藤井 彰人 PM 担当プロジェクト：4 件（クリエータ 5 名）

首藤 一幸 PM 担当プロジェクト：4 件（クリエータ 5 名） 後藤 真孝 PM 担当プロジェクト：4 件（クリエータ 6 名）

ここからは採択された1人のクリエータと、そのプロジェクトに焦点を当てて、未踏事業の流れをご紹介します。
クリエータ

石丸 翔也 くん

プロジェクト

大阪府立大学大学院 工学研究科 修士2年
（当時）
在学中はセンサーを使った人の行動認識に
関する研究に従事。

PM

首藤 PM

東京工業大学 情報理工学院 准教授
自身も2006年度未踏事業のスーパークリエータ。
2009年よりPMに就任。

心の状態を可視化するシステムの開発

特定のアプリやデバイスから収集した行動ログ
（睡眠量、読書量、
会話量など）
から、
心の状態を定量化・可視化するソフトウェア
「心温
計」
を開発。気分の浮き沈みを体温にマッピングして可視化するこ
とで、
ユーザーに心の状態の認識とそのケアを促し、
日常生活をよ
り快適なものにすることを目指した。
心温計▶ https://shinonkei.com

石丸プロジェクトの軌跡 〜「心温計」ができるまで〜
2015年7月
ブースト会議

ブースト会議

2015.7.11 〜 12

採択後に行われる最初のイベント。
クリエータのOB・OG
やIT業界の前線で活躍するゲストたちを前に、全クリ
エータが自分のプロジェクトを発表します。
この時点の
各プロジェクトの構想は、
まだ「 原石」
の状態。今後、
さま
ざまなミーティングでPM、
OB・OGたちと議論を重ねて
構想をブラッシュアップしながら開発を進めていきます。
プロジェクトには多くの
人の支援と期待が
かかっていることを
実感した
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心の可視化という構想の根底にあったのは、
現代のスト
レス社会における
「心の病」
への問題意識。
OBからのコメントで、
「まずターゲットユーザーをどこに
設定するか、
そのターゲットに対してどんなアウトプット
が適切なのか」
という課題が見えてきました。

未踏人材たちとの交流
2014年度
スーパークリエータ

2011年度
スーパークリエータ

未踏事業ではOB・OGや、
ほかの現役クリエータと接触
する機会も多くあります。互いに刺激し合い、
未踏事業の
苦楽を共有できる仲間は、
とても大きな存在となります。

未 だ誰も 踏 み入れたことのない

新しい IT の世界を創り出す「天才」を発掘し、育成する
クリエータ訪問

8月

クリエータ訪問

事業

2015.8. 31

ブースト会議後、首藤PMが恒例で行うのがクリエータ訪問。PMがクリ
エータの研究室や仕事場を訪問し、
クリエータ自身やプロジェクトのバッ
クグラウンドを踏まえながら、
改めてプロジェクトの方向性を検討します。

クリエータを訪問するのは、
彼らがどんな環境で、
何を考えているのか知るため

ブースト会議で見えた課題を踏まえ、
PMと議論。大学での研究分野などに
も話をふくらませながら、
プロジェクト
で何を実現したいのか、
もう一度、
探り
出します。歩数、まばたき、心拍数…
「人の心の状態を読み取る」
という難
題には 、人 のどん な 情 報を、どん な
ツールで計測するのがよいか、
その後
も、
何度も検討・検証を重ねました。

首藤 PM

10月

首藤PM・藤井PM
合同進捗ミーティング

合同進捗ミーティング

中間全体合宿

2015.10.11〜 12

必要に応じて開催される、
ほかのPMのチームとの合同ミーティン
グ。各会合では毎回異なるOB・OGが参加し、
多面的に助言を行
います。

ブースト会議から約4ヶ月が経過。未踏
事業の折り返し地点で行われる全体合
宿では、再度、全クリエータが集結して
各プロジェクトの進捗を報告します。
各プロジェクトの成長が見え始
め、
これがクリエータたちにとっ
ても新たな刺激に。未踏事業の
歴史上、
ここから数ヶ月の追い込
みで飛躍的な進化を遂げるプロ
ジェクトが多いのも事実。

11月

中間全体合宿
新たにターゲットユーザーを設定し、
少しずつ構想を固めていきま
す。
「 視点の動きや睡眠も心を読むヒントになるのでは？」
「 自己
チェックシートの要素も取り入れたら面白そう？」
OB・OGやPMから
ヒントになる数々のコメントがありました。

12月

首藤PM
チームミーティング

2016年1月

首藤PM・石黒PM
合同進捗ミーティング

2月

いいと思った意見は
どんどん取り入れて。
でも、
自分のプロジェクトの
「軸」
は見失わないように

成果報告会

他のクリエータの
プレゼンを聞いて
自分のプロジェクトが
このままでいいのか焦った

藤井 PM

イベント以外でもPMと情報を共有しながら、
開発はい
よいよ佳境へ。一般公開される成果報告会では、
各クリ
エータが未踏期間中に開発した成果物を発表します。
首 藤PMが 見守るなか、
完 成した
心温計で計った自分の心の状態を、
発表時のスライドで披露しました。

成果報告会の様子はこちら▶
https://www.youtube.com/watch?v=OkSGvlJLE4Y

修了式＆スーパークリエータ認定式

成果報告会

6月

修了式
スーパークリエータ
認定式

Turning point
この焦りが、
自分のプロジェクトを深く
見つめなおすきっかけになったという
石丸くん。中間合宿後以降、
徐々に計
測する対象が絞られていくとともに、
実装の追い込みへ。

2016.2.20
2016.2. 20 〜 21

首藤PM
チーム内覧会

2月

2015.11. 21 〜 22

2016. 6.2

未踏事業の卒業式。PMの評価のもとに選
考された2015年度のスーパークリエータ
10名が発表されました。
心温計というシステムの新奇性、有用性な
どが高く評価され、見事、石丸くんがスー
パークリエータに選ばれました。
式典ではクリエータ代表のスピーチも務
めました。

これまでの苦労が
形になったんだと実感した。
未踏事業に参加して、
ものづくりに対する考え方が変わった

未踏プロジェクトを終えて…
当初は、提案したシステムを
「どうやって作るか」
をずっと考えていましたが、議
論を重ねるうちに、
まず
「何をつくるか」
を、改めて考えることが大事だと気づ
きました。心温計の開発過程では、心の状態を、何で、
どう読み取るかに悩み、
首藤PMをはじめ、心療内科の先生にも意見をいただいたり、大学の友人など
にも検証の協力をしてもらったりしました。さまざまな人に自分から相談し、協
石丸 翔也 くん 力を求められるようになれたことは、非常に大きな経験でした。また、周囲の協
力を得ながらひとつのプロジェクトを完成させるには、きちんと道筋を立て、
考えながら作業を進めることが大切だということも学びました。未踏事業に参
加できたことは、本当にありがたいことでした。

首藤 PM

本プロジェクトでは、彼のあとに続く心の研究者たちへの基盤を作ることを期
待していました。心温計の開発においては、自らの知見を広めながら、人の行
動ログを身体行動
（睡眠）
、認知行動
（読書）
、社会行動
（会話）
という概念で区
分し、そこから収集した情報を統合的に扱える基盤を構築できた点を高く評
価しています。心温計は、専門医にかからなくとも、手軽に自分の心の状態を
推定することができ、さらに、それを家族や周囲の身近な人に把握してもらう
ことも可能にします。こういったサービスはこれからの社会においてとても大
切ですし、いろんな方に使ってもらいたいと思います。

http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html
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?

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

27春 問17

問 企業の商品戦略上留意すべき事象である“コモディティ化”の事例はどれか。
ア：新商品を投入したところ，他社商品が追随して機能の差別化が失われ，最終的に低価格化競争に陥ってしまった。
イ：新商品を投入したところ，類似した機能をもつ既存の自社商品の売上が新商品に奪われてしまった。
ウ：新商品を投入したものの，広告宣伝の効果が薄く，知名度が上がらずに売上が伸びなかった。
エ：新商品を投入したものの，当初から頻繁に安売りしたことによって，目指していた高級ブランドのイメージが損なわれて
しまった。

マネジメント

28春 問36

問 ITサービスマネジメントにおける可用性管理の目的として，適切なものはどれか。
ア：ITサービスを提供する上で，目標とする稼働率を達成する。
イ：ITサービスを提供するシステムの変更を，確実に実施する。
ウ：サービス停止の根本原因を究明し，再発を防止する。
エ：停止したサービスを可能な限り迅速に回復させる。

テクノロジ

28春 問77

問 セキュリティリスクへの対応には，リスク移転，リスク回避，リスク受容，リスク低減などがある。
リスク移転に該当する事例はどれか。

ア：セキュリティ対策を行って，問題発生の可能性を下げた。
イ：問題発生時の損害に備えて，保険に入った。
ウ：リスクが小さいことを確認し，問題発生時は損害を負担することにした。
エ：リスクの大きいサービスから撤退した。
正解： ストラテジ

担当からの一言

ア

マネジメント

ア

テクノロジ

イ

リオ五輪とITと情報処理技術者試験

「リオ五輪での日本のメダル獲得数は 38 個、獲得順位は 9 位（ 2016 年 3 月時点）
」という予測があるそうです。これは、ある企
業が開発した専用システムが世界中から収集したデータを分析した結果に基づくものだそうで、過去にはロンドン五輪、ソチ五輪
の結果を高い精度で予測しており、同社が提供する分析サービスは、日本を含む五輪強豪国が軒並み導入して選手強化等に取り
組んでいるとのこと。スポーツとITの結びつきやITの活用による可能性の広がりが感じられるトピックスです。
さて、今年は、五輪開催時期と試験の申込み受付期間がちょうど重なることから、28 年秋期情
報処理技術者試験のパンフレットに、五輪の競技種目である
「水泳」
と
「ラグビー 」
を取り上げました。
情報処理技術者試験は、ITエンジニアの方の成長を応援する試験。代表選手の皆さんが日々
の鍛錬を積み重ねて五輪の切符をつかんだように、ITエンジニアの皆さんもスキルアップを図り、
夢を実現してみてはいかがでしょうか。ITスキルの証明に、是非ご活用いただければ幸いです。
がんばれ日本！がんばれITエンジニア！
情報処理技術者試験センター
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主なイベント・セミナー情報
8 月 August

IT人材育成企画部長

片岡 晃

■ 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

未踏事業とイノベーション

［日時］8 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）

未踏事業は 2000 年に始まり、2012 年か
らは 25 歳未満を対象とした、尖ったIT人材

9 月 September

の発掘・育成に絞って事業を進めています。これまでにのべ1,600

■ イベント イノベーション人材センター

名以上のクリエータを輩出し、株式会社Gunosyやスマートニュー

セキュリティ・キャンプ九州 in 福岡 2016

［日時］9 月 16 日（金）一般講座、17 日（土）
～19 日（月）専門講座
［会場］JR博多シティ会議室ほか
一般講座：定員 70 名程度 専門講座：20 名程度（参加費：無料）

ス株式会社など著名なベンチャーの起業、大学等での優れた研究
など、クリエータたちは多方面で活躍しています。
未踏事業の特徴のひとつに、経験と実績の豊富なPMの存在が

セキュリティ・ミニキャンプ in 関東 2016（甲府）

［日時］9 月 17 日（土）一般講座、18 日（日）専門講座
［会場］山梨大学
一般講座：定員 70 名程度 専門講座：20 名程度（参加費：無料）

あります。PMは、応募者のアイディアと技術、本人の思いなどを
判断し、独自視点で審査・採択をします。平均点ではなく、PMそ
れぞれが自らの意志で採択することで、強い当事者意識が生まれ

セキュリティ・ミニキャンプ in 中国 2016（広島）

［日時］9 月 23 日（金）一般講座、24 日（土）
～25 日（日）専門講座
［会場］サテライトキャンパスひろしま
一般講座：定員 70 名程度 専門講座：20 名程度（参加費：無料）

ていると思います。
どのような社会的価値、インパクト、ビジネスモデルが実際に
あるのか、これらを見据えながら、ひとつのシステムを仕上げて

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

いくプロセスを通じて、PMはクリエータを育成し、評価、認定を

JEITA/IPA共催セミナー ～モデリングを成功させるには～［共催］
［日時］9 月 2 日（金）午後
［会場］広島県内を予定 定員 50 名程度（参加費：無料）＊ITC実践力ポイント付与

します。新しい技術やアイディアなどを提案するだけではアイディ
アコンテストの域を出ませんが、未踏はそのようなものとは全く

非機能要求の明確化に基づく、災害にも安心な
ITサービス継続のためのシステム基盤の構築

異なります。
育成の過程では、多様な価値観、専門性を持つOB、OGなど多

～「非機能要求グレード」
・
「高回復力システム基盤導入ガイド」の解説～
［日時］9 月 7 日（水）13：30～17：15
［会場］IPA 13 階会議室 定員 50 名（参加費：1,000 円）＊ITC実践力ポイント付与

くの人と議論する場も多数あり、そこからタテヨコナナメの繋が
りが生まれます。さまざまな発想を共有する議論を繰り返すこと

「非機能要求グレード」実践セミナー

で、クリエータはさらに新しい価値に気づいていきます。

～システム基盤の非機能要件定義を講義と演習で身につける～
［日時］9 月 12 日（月）10：30～18：00
［会場］IPA 13 階会議室 定員 60 名（参加費：3,000 円）＊ITC実践力ポイント付与

今、IoTの浸透やビックデータの利活用で、製品の価値や顧客
ニーズに変化が起こり、産業の垣根を越えたイノベーション創出

■ セミナー

が期待される中、未踏クリエータのような価値創造のできる人材
の必要性を痛感しています。
今年度からは、さらに未踏事業を進化させていくため、PMを 2
名増員しました。また、この事業を支えるIPAのメンバー自身が、
今までにないような「新しい」ことを喜び、自由闊達な議論ができ
る環境作りをしていくこともとても大事だと思っています。

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］9 月 15 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 8・9 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/seminar.html

◦インターネット安全教室

IPA’
s Recommended Media

▶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。

ウイルス感染によるパソコン・スマホの乗っ取りの実演映像や
標的型サイバー攻撃をテーマにした最新作が加わりました！

「 映像で知る情報セキュリティ」DVD-ROM

IPA NEWS ウェブページ版はこちら

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

情報セキュリティに関するさまざまな脅威と対策
についてドラマや図表を用いて分かりやすく解説した
映像コンテンツを収納したDVD-ROM。2016 年
度版では新作 4 本を追加しています。

次号 IPA NEWS Vol.24は9 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、

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/disk/index.html
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未踏事業のクリエータ育成期間の中で開発されるシステムは、採択当初、その多くに名前がありません。

クリエータたちは、はじめから決まったものを作るわけではなく、PMと二人三脚でさまざまな議論と自問
を重ねながら、未知数のアイディアを多様に変化させ、ひとつの形にしてこの世に誕生させます。

期間中には、一般には公開されない多くの議論の場があり、そこでのPMやOB・OGのアドバイス、叱

咤激励などから、アイディアの種は新しい価値へと昇華していきます。まさに、この過程に未踏事業の奥
深さが凝縮されていて、生まれる成果物の数だけクリエータの成長があります。

クリエータの成長の軌跡をたどることで、少しでも未踏事業とそれに関わる人々のことを知っていただ

けたら…、今号では、そんな想いを込めて特集をお届けしました。長期にわたり取材にご協力いただきま

した石丸くん、首藤PM、関係各位の皆さまに心より御礼申し上げます。
「IPA NEWS Vol.23」をお読み
いただきありがとうございました。

IPA

組織図
理事長
監事

監事室
監査室

理事
技術本部

セキュリティセンター
サイバー攻撃に関する情報の収集・分析・共有（J-CRAT、J-CSIP）や、
情報セキュリティ対策の調査・分析、普及啓発、ITセキュリティ評価・認証、
暗号技術等のセキュアな情報インフラの促進に関する事業を推進

ソフトウェア高信頼化センター
重要インフラを支える情報処理システムの障害情報の収集・分析・共有、
IoTに対応した安全・安心な製品・システムの開発促進に関する事業を推進

国際標準推進センター
電子行政分野におけるシステム間の情報連携やデータの二次利用を
円滑にするための「共通語彙基盤」、
「文字情報基盤」の整備事業を推進

IT人材育成本部

IT人材育成企画部
IT人材の動向調査、
「アジア共通統一試験（ITPEC試験）」のサポート業務等を推進

HRDイニシアティブセンター
スキル標準を活用した IT 人材育成事業の推進

イノベーション人材センター
「未踏事業」、
「セキュリティ・キャンプ」等の IT人材育成事業の運営・実施

情報処理技術者試験センター
国家試験「情報処理技術者試験」の運営・実施

戦略企画部
総務部
財務部

IPAのSNS公式アカウント、メールニュースの配信登録はこちら

▶ http://www.ipa.go.jp/

