情報処理推進機構

●

ニュースレター
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2 016 年 8 月・9 月のトピックス
● 「セキュリティ
・キャンプ全国大会」
開催！

最新の情報セキュリティ情勢を踏まえた
34種の講義を実施

●

若年層向けのセキュリティ啓発イベントに出展

●

アジア 7ヶ国で実施するITPEC試験の
普及キャンペーンにハローキティを起用

●

ウェブサイトのセキュリティ対策強化のための
2 つの技術レポートを公開

●

●

IPA前理事長 藤江 一正 氏が
「情報化促進貢献個人等表彰」
経済産業大臣賞を受賞しました！
サポートへの電話を誘導する
ウイルス感染の 偽警告 にご注意！

8 月の活動内容

NEWS & TOPICS

イノベーション人材センター

「セキュリティ・キャンプ全国大会」開催！
最新の情報セキュリティ情勢を踏まえた 34 種の講義を実施
「セキュリティ・キャンプ全国大会 2016」を開催

▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2016/zenkoku2016.html
IPAは、セキュリティ・キャンプ実施協議会と共同で「セキュ

まりなどの世情を反映した講義が実施され、参加者は、各自

リティ・キャンプ全国大会 2016」を開催しました。セキュリ

の興味に合わせて分野横断的に講義を選択し、情報セキュリ

ティ・キャンプは、ITに対する意識の高い若者に、情報セキュ

ティ技術の実践的な指導を受けました。

リティ技術や情報モラルに関する高度な教育を行う合宿形式
の研修会です。本年は、231 名の応募者から書類選考で選ば
れた、高校生から大学院生まで計 51名が参加しました。
本大会は、
「 全体講義」と「専門講義」から構成され、複数の
トラックからなる専門講義では、
「アプリケーション」や「IoT」
、
「検知」
「
、解析」のテーマ別に分かれて技術を学ぶトラックと、
約 8 時間の演習形式による「集中講義」を実施しました。講義
の数は合計 34 本で、マイナンバーに象徴されるIDの安全な
運用基盤、自動車の車載ネットワークに流れるメッセージの
解析、人工知能とセキュリティ、ゲームの不正対策、脆弱性の
発見と評価など、昨今のIT技術の進展やそれに伴う脅威の高
セキュリティセンター

IT人材育成企画部

若年層向けの
セキュリティ啓発イベントに出展

アジア 7ヶ国で実施するITPEC試験の
普及キャンペーンにハローキティを起用

「青少年いいねット京フォーラム」
、
「キッズICTサミット2016」に出展

▶ https://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/museum/event.html
IPAでは、若い世代に向けた情報セキュリティの啓発を目的

「日本再興戦略」外国人IT人材活躍促進に合わせ、
アジア 7ヶ国におけるキャンペーンの実施

▶ http://www.ipa.go.jp/about/press/20160824.html
IPAは、情報処理技術者試験をフィリピン、タイ、ベトナム、

に、地方で開催された 2 つのイベントに出展しました。

ミャンマー、マレーシア、モンゴル、バングラデシュの 7ヶ国

京都で開催された「青少年いいねット京フォーラム」は、スマー

に展開する「アジア共通統一試験（ITPEC試験）
」の普及活動

トフォンなどの普及で、より身近になったサイバー犯罪やネッ

において、ハローキティを起用したキャンペーンを実施します。

トトラブルなどの問題とその対策について、府内の中高生た

各国風にデザインされたハローキティを使ってポスターや

ちが議論し、府民へ発信するイベントで、IPAは、情報セキュ

ウェブサイトなどを制作するほか、ITPEC用にデザインされ

リティの脅威や対策についてご紹介しました。

たハローキティのクリアフォルダを配布します。これにより、

また、香川県で開催された「キッズICTサミット 2016」は、
プログラミングや情報セキュリティの重要性を学ぶ小学生向
けのイベントで、IPAは、情報モラルやセキュリティを学ぶミ
ニ教室を開講し、啓発マンガを作成するワークショップを実

ITPEC試験の一層の普及・認知度向上と受験者数の増加を図
ります。
■ ハローキティ国別デザイン

施しました。

「キッズ ICT サミット2016」
漫画作成ワークショップの様子
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9 月の活動内容

NEWS & TOPICS
セキュリティセンター

ウェブサイトのセキュリティ対策強化のための 2 つの技術レポートを公開
「CMSを用いたウェブサイト構築における

「ウェブサイトにおける脆弱性検査手法

情報セキュリティ対策 4 つのポイント」の公開

（ウェブアプリケーション検査編）
」の公開

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160928-1.html

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160928-2.html

「CMSを用いたウェブサイト構築における情報セキュリティ
対策 4 つのポイント」では、ウェブサイトの構築・運用に用い
られるCMS＊1 に着目し、ウェブサイトに対する攻撃の脅威と
その対策を解説しています。また、主要な 4 種類＊ 2 のCMSを
概説し、ウェブサイト構築・運用のポイント 4 点を解説してい
るほか、構築から運用までの各フェーズにおいて確認すべき
項目をまとめたチェックリストもご紹介しています。

「ウェブサイトにおける脆弱性検査手法（ウェブアプリケー
ション検査編）
」は、2013 年に公開した「ウェブサイトにおけ
る脆弱性検査手法の紹介」を更新したものです。情報セキュ
リティ対策への投資が困難な組織においても、手軽に検査が
実施できる 5 種＊の無償ツールを用いたウェブサイトの脆弱
性検出方法と検出結果などの解説のほか、無償ツールの活用
例もご紹介しています。

＊ 1 CMS（Content Management System）
：ウェブサイトを構築し、コンテンツ（ウェ
ブページ、テキストや画像など）を統合的に管理するシステム
＊ 2 WordPress、Movable Type、Drupal、Joomla!の 4 種類

＊ OWASP ZAP、SQLMAP、Fiddler、Paros、ratproxyの 5 種類

■ CMSでのウェブサイト構築・運用の
4 つのポイント
◦情報セキュリティ対策が実施されている
CMSの選定

CMS
拡張機能（プラグイン・テーマ）
◆ 脆弱性
◆（機能がある場合）
認証突破

◦適切なアクセス権の設定と確認
◦CMSで利用している拡張機能の
見直し
◦アカウントの適切な管理

設定ファイル
◆ 不正アクセス

セットアップファイル

アップロード
ファイル
（画像やファイル）

コア部分
◆ 脆弱性
◆ 不適切な権限付与
◆ 認証突破

■ 無償ツールの活用例 3 点
活用例 1

開発時点で作り込まれてしまった可能性のある脆弱性の検出

活用例 2

攻撃者に悪用される可能性のあるツールを利用した脆弱性の検出

活用例 3

脆弱性検出による、次期開発に向けたセキュリティ予算の確保

不正アクセス

悪意ある第三者

CMSで狙われる可能性のある箇所

戦略企画部

IPA前理事長 藤江 一正 氏が
「情報化促進貢献個人等表彰」
経済産業大臣賞を受賞しました！

セキュリティセンター

サポートへの電話を誘導する
ウイルス感染の“偽警告”にご注意！
偽警告で電話問い合わせへ誘導する手口の相談が

IPA前理事長 藤江 一正 氏が

月間 200 件に急増

▶ http://www.ipa.go.jp/about/20160920_gekkan.html

今年 6 月、パソコンにウイルス感染の偽警告を表示させ、
サポートへ電話をかけるよう仕向ける、通称“偽警告”の手
口に関する相談がIPAに多く寄せられました。この類の相談
件数が 8 月以降大幅に増加したことを受け、IPAでは、警告
画面に表示される電話番号の情報および偽警告による被害
の予防や、被害時の自己解決に役立つセルフチェック診断
チャートを新たに公開しました。
ウイルス感染や、エラー発生を警告する画面が表示された
場合は、安易に電話をかけずに適切に対処することが望まれま
す。万が一、電話をかけてしまったり、契約をしてしまった場合は、
その状況別の対応も診断チャートにてご確認いただけます。

「情報化促進貢献個人等表彰」経済産業大臣賞を受賞
経済産業省、総務省、文部科学省、国土交通省で実施して
いる「情報化促進貢献個人等表彰」において、IPA前理事長で
ある藤江 一正 氏が経済産業大臣賞を受賞しました。
「情報化促進貢献個人等表彰」は、経済社会の情報化の促進
に多大な貢献をなしたと認められる個人・企業などを大臣等
が表彰するもので、長年のインターネットITS協議会におけ
る活動のほか、標的型サイバー攻撃対策体制の整備や、情報
セキュリティマネジメント試験の創設など、IT産業の発展、
高度IT人材の育成やITを活用した社会課題の解決に大きく
貢献したことが認められ、今回の受賞に至りました。

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20160929.html

■ 安心相談窓口だより
偽警告で電話問い合わせへ誘導する手口の相談が月間 200 件に急増
〜被害防止に向けたセルフチェック診断チャートを公開〜
▶ https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20160929.html
■ 警告画面に表示される電話番号（ 2016 年 9 月 28 日現在）

03-4510-2310
03-4588-1412
情報化月間記念式典での表彰式の様子

03-4588-1468 03-4510-2484 03-4588-1340
050-5846-8249 050-5865-4046 050-5865-4085

■ セルフチェック診断チャート

表示される設問に回答していくと、
診断結果が表示されます。
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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

中小企業の皆さん、自社の情報セキュリティは万全ですか？
IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

IPAが実施した中小企業における情報セキュリティ対策に
関する実態調査＊によると、中小企業におけるITの利活用が進
む一方で、規模が小さい企業ほど情報セキュリティ対策の不
備が目立っています。
IPAでは、中小企業の情報セキュリティ対策を促進すべく、
「IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー 」を全
国 30ヶ所で実施しています。本セミナーでは、中小企業にお
いて取り組むべき情報セキュリティ対策や、それを実践する
にあたっての必要な知識、社内講習会を実施するためのノウ
ハウなどが学べます。
IPAが公開している各種資料を活用しながら、近年、被害が
増加している標的型攻撃や内部不正、ランサムウェア、ID・パ
スワードの不正利用などをテーマに取り上げ、その脅威と対
策を解説する講習会の組み立て方や進め方をご紹介するほか、
マイナンバーの安全管理措置等について、事例を交えた解説
も行います。また、中小企業においてセキュリティ対策の実
施を徹底するための関連ガイドラインの活用方法などもご紹
介しています。
近年、特に標的型サイバー攻撃などは、政府機関や大企業
だけでなく中小企業にも向けられており、直接の被害のほか、

取引先を標的とした攻撃の踏み台にされる場合もあるため、
中小企業の情報セキュリティ対策は喫緊の課題です。本セミ
ナーにご参加いただき、自社の大事な情報が脅威に晒されな
いよう情報セキュリティ対策を万全にしましょう。
＊ 2015 年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査
https://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/sme/

セミナーの様子

セミナー教材
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

ソフトウェアの高信頼化

信頼性の高いソフトウェア開発のための高度な技術をご紹介
第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ（ 14thWOCS2）
クリティカルソフトウェアワークショップ（WOCS 2：
Workshop on Critical Software System）は、IPAと
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が共催
するイベントです。これまで、宇宙・航空、医療、鉄道、自
動車などのミッションクリティカルなソフトウェアの開発・
運用・保守に関する技術やプロセスに焦点を当て、産業分
野の枠、さらには産・学・官の枠をも超えた技術者・研究
者の情報交換の場として実施してきました。
14 回目となる今回は、
「 より良き未来のために見る・知
る・学ぶ・考える」をテーマに、12 月 12 日（月）、13 日（火）
の日程で開催されます。特別基調講演には、国際宇宙安全
推 進 協 会（IAASS）のSafety Critical Software WGの
ChairであるLeslie Alford氏をお招きしてご講演いただ
くほか、国内外の有識者からは、WOCS 2 の原点に立ち返
り、ソフトウェアの高信頼化やデータ分析手法、先端技術
を実開発に適用した事例などを紹介していただきます。
大規模なシステムは、IoTの時代になり、より複雑化を
増しています。IoTのシステム開発は、大企業だけではなく、
機動力と高度な技術を持つ中小企業も重要な役割を果た
していきます。すべてのソフトウェア／システム開発者の
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ために、現場で役立つ情報を発信しますので、ぜひご参加
ください。

昨年度の13thWOCS2 の様子
第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ（ 14thWOCS2）
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/events/20161212.html

IPA注目イベント・セミナーのご紹介
IPAでは各種イベント・セミナーの開催を予定しています。
今号では、各分野で特に注目したいイベント・セミナー情報をご紹介します！

IT人材の育成

若きITクリエータによるイノベーションの可能性を初披露
2016 年度未踏事業 成果報告会

IPAは、2016 年度「未踏事業IT人材発掘・育成事業」
（ 以下、
未踏事業）の成果報告会を開催します。成果報告会は、未踏事
業で採択されたクリエータが、PM
（プロジェクトマネージャ ）
の指導のもとで取り組んだプロジェクトを一般に初公開する
場で、今回は、16 件のプロジェクト（クリエータ数：30 名）の
成果を発表する予定です。
今年度は手話の独習を支援するツールや、
「音」で農作物の
鮮度を計測するソフトウェア、文字を美しく書くためのソフ
トウェアといった、医療・福祉関連のテーマや、日常生活での
活用を想定したテーマなどが採択されています。
各クリエータは、現在、合同合宿やグループミーティング
などで、PMや未踏クリエータOB/OG、同期クリエータとの
議論や交流を重ねながらプロジェクトを進めています。これ
らの会合を通じて、クリエータは、プロジェクトに対する多角
的な考え方に触れ、自身の知見を広めるだけでなく、技術を
わかりやすく伝えるプレゼンテーション力や未踏事業実施後
のプロジェクトの展開の方向性を捉える視点も養います。
未踏成果報告会の開催は、2 月下旬を予定しています。詳細
は、今後ウェブページで公開予定です。ご確認のうえぜひご
参加ください。

クリエータ名

プロジェクト名

水橋 大瑶
長谷川 陸央

アクアポニックスによる植物生産工程の自動化

和田 夏実

手の動きに特化したコミュニケーションツールの開発

古川 翔一

音声に合う口の動きを実現した吹替え映像を容易に作成するソフトウェア

神野 響一

高品質なセンサシステムを容易に構築可能にするプラットフォーム

片山
健
永松 祐弥
組地 翔太

水と容器のメタファーを用いた録音再生デバイスの開発

中村 優文
山口 周悟

手書き文字を美しく書くためのソフトウェア

木村

カーネルソフトウェア開発支援ツール

廉

片岡 秀公

音を用いた農作物の鮮度計測

内橋 堅志
宮戸
岳
高濱 隆輔
寺田 凛太郎

個人に紐付くメディア情報を用いたコミュニケーション可視化ツールの開発

粟本 真一
包
含
関
祥吾

FPGAを活用したスケーラブルな高速分散データベースの開発

石井
翔
秋澤 一史
大谷 拓海
城山 賢人

Webサービス開発フローと親和するWeb3Dライブラリ

𣘺本

論

佐伯 学哉
西脇 友一

Web技術を利用したモダンなパケットアナライザの開発
ハイパーバイザ技術を用いたクロスOSな
Linuxバイナリ互換プラットフォームの構築

藤坂 祐史

音声に視覚的特徴を加えて振返りを支援するシステム

中野 哲平

日本の医療を救う電子カルテ検索システムの開発

怒田 晟也
左野 寛之

システムソフトウェア開発プラットフォーム

2016 年度未踏事業 採択プロジェクト一覧の詳細
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2016/koubokekka_index.html
未踏事業イベント・TOPICS情報
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html

Special Contents
まもるくんが行く！
「 ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」審査会
援隊長の
コンクール応
す！
まもるくんで
れた
9 月に実施さ
査会に
コンクール審
たよー！
行ってきまし

「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」は、情報モラル・セキュリティの大切さを呼びか
ける作品制作を通じて、子どもたちの意識向上を目指すものです。
対象は小学生から高校生（高専生）までで、毎年多くの児童生徒さんに参加いただいています。
今回は、コンクール応援隊長のまもるくんと一緒に審査会の様子をご紹介します！

コンクール作品募集部門
4コマ漫画
行動宣言

ポスター

標語

対象：中・高校生（高専生）

作品募集
今年度は4 月1日から9 月7日までの募集期間を経て、
全部門で合計 73,518 点の作品が集まりました！
全国から
たくさんの作品が
集まったよ !

受賞作品決定までの流れ
対象：小・中・高校生（高専生）
最優秀賞・優秀賞・地域賞対象企画
書写

対象：小学生

作品募集

事前審査

最終審査

全国の学校から
各部門の作品を募集

各部門の
上位 5 点程度を選定

各部門の
受賞作品を決定

インターネット・SNS 利用者の低年齢化や、インター
ネットを利用するうえで子どもたちが日ごろ問題視して
いることなど、作品を通して見えてくるものに、審査員
の皆さんも考えさせられることがあるのだそうです。

4コマ漫画部門

ボクも
審査に挑戦♪

受賞作品決定

審査会のちょっとウラ話
応募作品で意外と多かったのが、作品
中の誤字脱字。パソコンやスマートフォ
ンの普及で、字を書く機会が減ったこ
とに起因するのでは？との意見もありました。また、受賞作品
に選ばれるには、既存のイラストやマンガの模写は NG。本コ
ンクールへの応募が、生徒が著作権について学ぶきっかけに
なるという先生もいらっしゃいました。

最終審査

事前審査 4コマ漫画・ポスター・標語 部門
審査をするのは学校の先生や漫画の専門家、情報セキュリ
ティの専門家など。
作品 1 点 1 点をしっかり審査員
がチェックし、受賞候補の作品
を選定していきます。

オリジナリティあふれるポスターや 4コマ漫画の作品たち。
絵に自信がなくても、作品への思いはちゃんと審査員にも
伝わります。

標語部門

ポスター部門
みんな
上手だなぁ！

本コンクールで一番人気の標語部門。言葉だけの情報なの
で、審査員は言外にある作者の意図を汲み取ることも求め
られます。

事前審査で数点に絞り込まれ
た作品はいよいよ最終審査へ。
ここで各部門の最優秀作品が
決定しました！さて、最優秀賞
はいったいどの作品に・・・？？

？？？
!
g soon

Comin

受賞作品は 11 月下旬にウェブページにて
公開予定です。お楽しみに！
http://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/index.html

IPA NEWS Vol.25 2016 November

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

28春 問2

問 不正アクセス禁止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。
a Webサイトの利用者IDとパスワードを，本人に無断で第三者に提供した。
b ウイルスが感染しているファイルを，誤って電子メールに添付して送信した。
c 営業秘密の情報が添付されている電子メールを，誤って第三者に送信した。
d 著作権を侵害している違法なサイトを閲覧した。
ア：a

イ：a，b

マネジメント

ウ：a，b，c

エ：a，d

24春 問39

問 インシデント管理に関する記述のうち，適切なものはどれか。
ア：SLAで定められた時間内で解決できないインシデントは，問題管理へ引き継ぐ。
イ：インシデントの再発防止のための対策を実施する。
ウ：インシデントの原因追究よりも正常なサービス運用の回復を優先させる。
エ：解決方法が分かっているインシデントの発生は記録する必要はない。

テクノロジ

28春 問89

問 セキュリティを保つべきサーバルームの運用例として，適切なものはどれか。
ア：管理を容易にするために，入退室に使用するIDカードは個人ごとではなく部署ごとに発行する。
イ：全従業員や来訪者に所在が分かるように，入口に室名表示をする。
ウ：入退室の情報が漏えいすることを防止するために，入退室の記録は取らない。
エ：不正行為を防止するために，監督者がいないときはサーバ室で作業させない。
正解： ストラテジ

担当からの一言

ア

マネジメント

ウ

テクノロジ

エ

「CEATEC JAPAN 2016」
に行ってきました！

先月4 日（火）から7 日（金）にかけて幕張メッセで開催されたイベント
「CEATEC JAPAN 2016」に、IPAもブースを出展しました。
もともとは家電見本市として始まったCEATECですが、新時代のビジネスモデルを発信するCPS/IoT総合展として生まれ変わったこ
とにより、今年は金融など異業種からの新規出展もあったそうです。
IPAブースではサイバーセキュリティをテーマとして関連事業をご紹介しており、私たち情報処理技術者試験センターは、情報セキュ
リティマネジメント試験（以下、SG）のパネル展示や「ｉパスCBT疑似体験ソフトウェアCD」の配布などを行いました。会期中、たくさ
んの方にお立ち寄りいただきましたが、もともと情報処理技術者試験をご存知でなかった方にも興味を持っていただけたようで、大
変嬉しく思いました。
また、ブース内で実施したプレゼンテーションには、SG合格者である日経BP社の記者さんを講師としてお招きしました。講演テーマは、
その名も
「
『情報セキュリティマネジメント試験』を受けてみました」
。軽快な語り口で、受験体験談や試験問題の解説などをお話いただき、
通りかがった人が思わず足をとめて立ち見ができるほどの盛況ぶり。SGについては、
「良問ぞろい」
「すべてのユーザーが受けるべき
試験」など、ありがたいコメントもいただきました。試験センターでは、今後も積極的にイベントに参加し、有益な情報を発信していき
たいと思います。ぜひお楽しみに！
情報処理技術者試験センター

2016 年 9 月発行Vol.24 の情報セキュリティマネジメント試験 過去問題の冒頭文に一部誤りがございました。
（誤）情報セキュリティスペシャリスト試験 ➡（正）情報セキュリティマネジメント試験
訂正してお詫び申し上げます。
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原田

みおり

主なイベント・セミナー情報

職 員 コ ラ ム

12 月 December

セキュリティセンター 普及グループ

九嶋 真衣子

■ 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 in 北陸 2016（金沢）

［日時］12 月 3 日（土）一般講座、4 日（日）専門講座
［会場］金沢大学サテライト・プラザ
一般講座：定員70名程度 専門講座：20名程度
（参加費：無料）

中小企業向け情報セキュリティ
セミナー、好評開催中！

セキュリティ・キャンプ in 沖縄 2016

［日時］12 月 16 日（金）一般講座、17 日（土）
〜18 日（日）専門講座
［会場］内閣府沖縄総合事務局ほか
一般講座：定員70名程度 専門講座：20名程度
（参加費：無料）

IPAでは「中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー 」を全
国で開催しています。本セミナーでは、IPAの成果物である「情報セ
キュリティ10 大脅威 2016」や「映像で知る情報セキュリティ」等を
活用した自社内での講習会の組み立て方や進め方を解説しています。
セミナーの参加者は中小企業の経営者やシステム担当者、総務・

■ イベント HRDイニシアティブセンター

（共催）
日経BPマーケティング共催ｉCDセミナー（仮）

教育担当者のほか、中小企業の情報セキュリティ対策を支援する立

［日時］12 月 9 日（金）13：00〜17：00
［会場］TKPガーデンシティ博多新幹線口 定員100名
（参加費：無料）

場の方などさまざまですが、参加者に共通しているのは、企業の情

■ イベント ソフトウェア高信頼化センター

第 1 回STAMPワークショップ in Japan（共催）

報資産をどう守るか、情報漏えいや内部不正が起きないようにどう
対策するかを真剣に考えていることです。その期待に応えるべく、
私たちは、参加者の受講後の活動の支援となる、実践的なコンテン
ツ作り、セミナー運営を心がけています。

［日時］12 月 5 日（月）
〜7 日（水）10：00〜18：30
［会場］5 日（月）九州大学稲盛財団記念館 定員 120 名
6日
（火）
・7（水）
九州大学西新プラザ 定員80名
（参加費：無料）

第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ（ 14thWOCS2）

セミナー会場では、参加者から教材コンテンツの使いやすさや解

［日時］12 月 12 日（月）
〜13 日（火）10：00〜17：00
［会場］
ソラシティカンファレンスセンター 定員各日300名
（参加費：無料）

説のわかりやすさを評価していただくこともあり、大変嬉しく思う一

■ セミナー

方で、
「自社の情報セキュリティ対策を進めるために経営者に率先し

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

て動いてもらうためにはどうすれば良いか」というお悩みの声も聞

［日時］12 月 13 日（火）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）

かれます。経営者に“情報セキュリティ対策の必要性を認識してもら
うこと”はIPAにとっても重要な課題と考えており、その第一歩とし
て「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（ 2009 年発行）
」

1 月 January

を今年度改訂することとしました。本ガイドラインでは、経営者の意

■ セミナー ソフトウェア高信頼化センター

識啓発を盛り込み、情報セキュリティ対策に関して経営者が認識し、
自らの責任で対応しなければならない点や情報セキュリティ管理者
がどのように対策を進めるかなどについて解説しています。情報セ
キュリティ対策をどこからどのように始めればよいか悩んでいる方は、
ぜひご一読ください。
中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナーでは、11月以降、
本ガイドラインについても解説を追加しますので、お近くの会場ま
で足をお運びください。

SEC特別セミナー
（仮）
「レジリエンスエンジニアリングによる安全社会の実現」
［日時］1 月 12 日（木）13：00〜17：30
［会場］東京大学 伊藤謝恩ホール 定員 400 名（参加費：3,000 円）
＊ITC実践力ポイント付与

■ 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］1 月 19 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
12・1 月のスケジュールはウェブページをご覧ください。

IPA’
s Recommended reports

◦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

IPAの隠れ人気コンテンツ！ 「ニューヨークだより」

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ニューヨーク事務所が毎月お届け
しているレポート。
「IoT」や「人工知能」
など、月ごとにさまざまなトピックスを
取り上げ、アメリカの最新IT動向をご紹
介しています。

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.26は2017 年 1月中旬発行予定です。

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

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 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.25

「私もセキュリティも 毎日勉強 かしこくなるよ」
3 年前にIPAが開催したコンクールで、最優秀賞に選ばれたポスターのコピーです。作者は小学校 5 年
生の女の子。ウイルスやセキュリティソフトが日々進化していることと、毎日学校で新しいことを学ぶ自
分の姿を重ね合わせ、思いついた作品だそうです。
「学校」という学びの環境にいない大人には、なかなか
浮かばないコピーではないでしょうか。
今年開催された「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」でも、個性豊かな力作がたくさん集
まりました。作品の数々を目の前にしてみて、子どもたちだからこそ表現できる世界観や、伝えられる言
葉があるのだと、改めて思い知らされました。今年の受賞作品はまもなく公開。ぜひご注目ください。
「IPA
NEWS Vol.25」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/

