情報処理推進機構

●

ニュースレター
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2016年12月・2017年1月のトピックス
●

情報セキュリティの意識調査を実施、
SNSに性的画像を投稿することが
問題だと思わない人の割合は全体の過半数以上！

●

ソフトウェアバージョン確認ツール
「MyJVNバージョンチェッカ」
の対応製品に
Google Chrome iTunes LibreOﬃce が
仲間入り！

●

JAXAとの連携によるワークショップイベント
「14thWOCS2」
を開催

● 「情報セキュリティ10大脅威

2017」
を決定、
「IoT機器の脅威」
が初めてランクイン！

●

SQLインジェクションをはじめとした
ウェブサイトの脆弱性への注意喚起を実施

●

IPA×JASPAR、自動車産業の安全性の向上を
目指す相互協力協定を締結

12 月の活動内容

NEWS & TOPICS

セキュリティセンター

情報セキュリティの意識調査を実施、SNSに性的画像を投稿することが
問題だと思わない人の割合は全体の過半数以上！
「 2016 年度 情報セキュリティの脅威に対する意識調査」
・
「 2016 年度 情報セキュリティの倫理に対する意識調査」を公開
▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20161220.html

インターネットが日常生活に不可欠となる一方、現実社会

すいものを避けて設定している割合は 3 年前と比較し約10%

のトラブルがネットに潜行し、被害者の低年齢化や、脅威・ト

減となり、安易なパスワードを設定している利用者が増加し

ラブルが可視化されにくい状況を生み出しています。

ていることが判明しました。

本調査は 2005 年から毎年、パソコン等の利用者を対象に
情報セキュリティ対策の実施状況、情報発信に際しての意識、
法令遵守に関する意識についてアンケートを実施・集計して
いるものです。

80%

2016年

2015年

20%

54.9
46.1
47.9

44.9
44.5
37.7
43.3 50.6 42.4 51.0
44.5
41.9
40.9

35.7
37.4

20%

33.2
44.2
48.1
55.1
52.8

24.8
36.5
35.4
49.8
43.3

25.8
36.7
44.0
54.3
62.9

他人や企業に
迷惑をかけない
内容にする

20代
30代
40代
50代
60代

責任が持てる
内容にする

0%

人に非難されない
内容にする

セキュリティセンター

2014年

年代別

さらに、パスワード管理においては、誕生日など推測されや

60%

2015年 40%

9.8

ＳＮＳで性的な
写真や動画を
撮影して投稿した

がけ（マナー ）は継続して悪化傾向にあります。

2016年

2013年

炎上している事件の犯人の
個人情報を手に入れたので
ブログやＳＮＳに投稿した

また、悪意ある投稿をする人の自戒・自省感は減少し、20
代のパソコン利用者では、コメントや写真、動画の投稿時の心

45.1

29.7

友人と一緒に写った写真を
勝手に自分のブログに
貼り付けて公開した

0%

ニュース記事の本文と
写真を勝手にコピーして
自分のブログに貼り付けた

にのぼることが明らかになりました。

28.9

56.8

38.6

37.8

35.7

■ インターネット上に投稿する時の心がけ

45.7
49.0

47.2

2013年

人の感情を
害さない
内容にする

ることが問題だと思わない人の割合が、54.9%と過半数以上

40%

2014年

62.2

60%
46.6

今回の調査では、SNSで性的な写真や動画を撮影・投稿す

27.9
36.7
43.5
52.6
53.4

ソフトウェア高信頼化センター

ソフトウェアバージョン確認ツール
「MyJVNバージョンチェッカ」の対応製品に
“Google Chrome”
“iTunes”
“LibreOffice”が仲間入り！

JAXAとの連携によるワークショップイベント
「 14thWOCS2」を開催
「第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ

」を開催
（ 14thWOCS2）

ソフトウェアの最新バージョンを確認するツール

▶ http://www.ipa.go.jp/sec/events/20161212.html

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20161221.html

異業種同士の相互発展を目的に、国立研究開発法人宇宙航空

「MyJVNバージョンチェッカ」を機能拡充

IPAでは、使用しているソフトウェアのバージョンを簡単
に確認できるツール「MyJVNバージョンチェッカ」を 2009
年から公開しています。本ツールでは、広く普及し、攻撃に悪
用される可能性の高いソフトウェアや、修正パッチのタイム
リーな適用が必ずしも容易でないオープンソースソフトウェ
アなどを対象としています。今回、新たに普及が進む“Google
Chrome”
“iTunes”
“LibreOffice”の 3 製品に対応し、対応製
品は合計 15 製品となりました。
■ MyJVNバージョンチェッカ対応製品一覧
ベンダー名

2

■ 情報倫理意識・トラブル経験 問題があると思う行為

IPAは、クリティカルソフトウェア＊ 1 に関する情報交換と
研究開発機構（JAXA）と共同で「 14thWOCS2」＊ 2 を開催し
ました。
当日は、IPA富田理事長や、JAXA技術参与 武内 信雄 氏に
よる基調講演のほか、一般講演の発表・表彰を行いました。また、
パネルディスカッションでは、学会、スポーツ界、自動車業界な
どの有識者が集まり、各分野でのデータ活用や人材育成に関
する事例紹介をもとに、活発な意見交換が行われました。
＊ 1 航空・宇宙をはじめ、故障や停止により甚大な損害が発生しうるシステムにおける開発・
運用・保守の技術やプロセスに関するソフトウェア
＊ 2 Workshop on Critical Software System

商品名

Adobe

Adobe Flash Player、Adobe Reader、
Adobe Shockwave Player

オラクル

JRE

Lhaplus

Lhaplus

Mozilla Foundation

Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird

アップル

QuickTime、iTunes NEW！

Lunascape

Lunascape

リムアーツ

Becky！Internet Mail

OpenOffice.org

OpenOffice.org

VMware

VMware Player

Google

Google Chrome NEW！

The Document Foundation

LibreOffice NEW！
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JAXA 技術参与
武内 信雄 氏による講演

一般講演の表彰

（株式・上場）
（株式・非上場）
（その他）
公共団体

・学術機関
機関

1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 2017」を決定、
「IoT機器の脅威」が初めてランクイン！
「情報セキュリティ10 大脅威 2017」を決定 ▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20170131.html
「情報セキュリティ10 大脅威 2017」は、2016 年に発生し
た社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティ
に関するトピックなどを、
「個人」と「組織」という異なる視点
から選出し、トップ 10 にまとめたものです。
「個人」の1位は「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」
「
、組織」の 1 位は「標的型攻撃による情報
流出」で、昨年と同じ結果となりました。
また、今年の 10 大脅威ではIoT機器の脅威が初めてランク
インしました。マルウェア「Mirai」によりIoT機器が大規模
な DDoS攻撃に加担させられた事案＊ では、IoT機器のメー
カーがリコールに迫られたり、標的となったDNS
（Domain
Name System）サーバーを利用していたネットサービスが
数時間に渡って接続しにくくなったり、被害が広範に渡りま
した。また、
「個人」においては、機器への適切な設定が必要で
あることを知らなかったためにDDoS攻撃の踏み台になって
しまったり、ネットサービスが利用できなくなったりするな

どの影響がありました。
＊ Mirai等のマルウェアで構築されたボットネットによる DDoS攻撃の脅威
https://jvn.jp/ta/JVNTA95530271/

■「情報セキュリティ10 大脅威 2017」個人別・組織別 順位
（

）内は昨年順位、
（－）はランク外です。

個

人

順位

組

織

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）

1位

ランサムウェアによる被害（ 2 位）

2位

ランサムウェアによる被害（ 7 位）

スマートフォンやスマートフォンアプリを
狙った攻撃（ 3 位）

3位

ウェブサービスからの個人情報の窃取（3位）

ウェブサービスへの不正ログイン（ 5 位）

4位

サービス妨害攻撃による
サービスの停止（ 4 位）

ワンクリック請求などの不当請求（ 4 位）

5位

内部不正による情報漏えいと
それに伴う業務停止（ 2 位）

ウェブサービスからの個人情報の窃取（7位） 6 位

ウェブサイトの改ざん（ 5 位）

匿名によるネット上の誹謗・中傷（ 6 位）

7位

情報モラル不足に伴う犯罪の低年齢化（8位） 8 位
インターネット上のサービスを
悪用した攻撃（ 10 位）

9位

IoT機器の不適切管理（─）

10 位

標的型攻撃による情報流出（ 1 位）

ウェブサービスへの不正ログイン（ 9 位）
IoT機器の脆弱性の顕在化（─）
攻撃のビジネス化
（アンダーグラウンドサービス）
（─）
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（ 8 位）

セキュリティセンター

ソフトウェア高信頼化センター

SQLインジェクションをはじめとした
ウェブサイトの脆弱性への注意喚起を実施

IPA×JASPAR、自動車産業の安全性の
向上を目指す相互協力協定を締結

注意喚起「SQLインジェクションをはじめとした

一般社団法人JASPARと相互協力協定を締結

ウェブサイトの脆弱性の再点検と速やかな改修を」を公表

▶ https://www.ipa.go.jp/sec/info/20170116.html

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20170125.html

近年、自動車に組み込まれるソフトウェアは多機能化し、イ

昨年2月以降、中国のWooYun＊1 というポータルサイトで、

ンターネットにつながる「コネクテッドカー 」やAIを搭載した

SQLインジェクションの脆弱性＊2 が存在する日本のウェブサ

自動運転車など、従来の設計・検証方法では安全性確保が難

イトが約 400 件登録されていることが判明しました。また、

しい新たな製品が次々と生まれています。

脆弱性が確認された国内ウェブサイト 248 件のうち、67%は
一般企業でした。

今回の相互協力協定により、IPAが推進する安全解析手法
「STAMP/STPA」の知見と、自動車ソフトウェア分野の標準

この脆弱性は悪用された場合、ウェブサイトの改ざん・破壊、
情報窃取などの被害を及ぼす可能性があり、日本国内におけ

化活動や自動車産業の現場の技術力向上に取り組むJASPAR
の自動車関連開発の知見を合わせ、自動車の安全性解析手法

る脅威が看過できないことから、IPAではウェブサイトの運

の共同策定をはじめとした車載電子制御システムにおけるソ

営者に対し、改めて安全なウェブサイトの運営・維持に向け、

フトウェア開発技術力強化のための手法などの共同開発を目

SQLインジェクションをはじめとした脆弱性の再点検と改修

指します。

を促す注意喚起を行いました。
＊ 1 発見者が登録（投稿）したウェブサイトおよびソフトウェア製品の脆弱性情報につい
てコーディネーションしている中国のポータルサイト。現在は閉鎖中。
＊ 2 ウェブサイトの入力フォームなどへSQLコマンド（データベースへの命令）を入力し、
データベース内の情報が抜き出されたり、情報が書換えられたり、破壊されたりする
脆弱性のこと。

■ STAMPとは？
自動車での安全性解析の考え方

■ ウェブサイト運営者の運営主体内訳（件数）
21

0％

119

20％

企業（株式・上場）
企業（株式・非上場）
企業（その他）

25

40％

60％

地方公共団体
団体
教育・学術機関

5

35

27

80％

565

100％

政府機関
個人
不明
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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

「映像で知る情報セキュリティ」新作、鋭意制作中！
「映像で知る情報セキュリティ 」は、IPAが 2011 年度から
制作している啓発用映像集です。今回の新作は、
「標的型サイ
バー攻撃に対する組織的な対策」
「
、中小企業のセキュリティ
対策」
「
、偽警告」の 3 つをテーマに取り上げます。
「標的型サイバー攻撃に対する組織的な対策」の映像では、
標的型サイバー攻撃に対して組織的な対応ができていない場
合に、どのような問題が生じるのかを再現ドラマを交えなが
ら説明し、標的型サイバー攻撃に対して組織がどのような体
制で対策を行えばよいかなどをご紹介する予定です。

「中小企業のセキュリティ対策」
撮影の様子

「中小企業のセキュリティ対策」の映像では、昨今、規模の
小さい企業ほど情報セキュリティ対策が疎かになっている傾
向があること*を受け、中小企業において“今すぐにできる”
セキュティ対策の具体的な進め方をご紹介します。
「偽警告」の映像では、ウェブサイトを閲覧中に突然ウイル
スに感染したなどの警告メッセージが表示され、対応のため
のサポート料を請求する手口と、被害にあわないための対策
などをわかりやすく解説します。
最新作はYouTube「IPA Channel」にて 3 月末に公開予定

本作の舞台は
「病院」

です。ご期待ください。
＊ 「 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」報告書について
https://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/sme/

YouTube「IPA Channel」
▶ https://www.youtube.com/user/ipajp

ソフトウェアの高信頼化

「ユーザのための要件定義ガイド」
・
「システム再構築を成功に導くユーザガイド」を公開
プロジェクトの失敗や運用時のトラブル原因の多くは、ユー
ザ・ベンダー間の上流工程における、要件定義などの相互認
識が不十分であることに起因するといえます。
IPAでは、
「上流工程の不備による手戻り」という問題を解決
するために、
「ユーザのための要件定義ガイド」と「システム再
構築を成功に導くユーザガイド」の 2 種類のガイドブックを
公開しました。
「ユーザのための要件定義ガイド」は、ユーザ企業とベンダー
間の要件定義の認識の齟齬を防ぐためのガイドです。熟練の
有識者のプロジェクト経験をもとに、要件定義の抜け漏れに
つながる「ありがちな間違い」を課題として示し、その解決策
の勘どころについてご紹介しています。
また、
「システム再構築を成功に導くユーザガイド」は、ユー
ザ企業がシステムを再構築する際に、最適な手法を選択し、

ユーザのための要件定義ガイド

システム再構築を成功に導くユーザガイド

正確でかつベンダー企業側と齟齬を生じさせない「システム
化計画」の策定を支援するガイドブックです。仕様が不明瞭
になっている現行システムの再構築において、企画段階で検
討すべき観点を提示したもので、本ガイドの活用により、下流
工程でのトラブルのリスク回避が期待できます。

4
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システム開発における上流工程の課題を解決するユーザガイドを公開
▶ http://www.ipa.go.jp/sec/reports/20170131.html

IT人材の育成

未踏成果報告会「MITOU2016 Demo Day」を開催！
IPAでは、2016年度 未踏成果報告会
「MITOU2016 Demo
、19 日（日）に開催しました。未踏成果
Day」を 2 月 18 日（土）
報告会は、未踏事業で創りあげた成果の最終形を披露するイ
ベントとして開催するもので、今回は、2016 年度未踏事業に
採択された 30 名のクリエータたちが、プロジェクトマネージャ
の指導のもとで行った 16 件のシステム開発プロジェクトの成
果を発表しました。

「音声に視覚的特徴を加えて振返りを支援するシステム」のプレゼンテーション

授業の録音とリアルタイムなタグ付により、録音された授
業の効率的な振り返りを可能にするiOSアプリや、デバッグ
やテストなどの作業が非常に困難なデバイスドライバなどの
カーネルソフトウェアの開発効率を飛躍的に向上させる開発
支援ツール、さらに、3D CGエンジニアではないWebエンジ
ニアが、Webサービスの開発の流れに沿って容易にWeb3D
の開発を行えるようにするライブラリなど、画期的なアイディ

「カーネルソフトウェア開発支援ツール」のプレゼンテーション

アと技術を披露しました。
成果報告会の様子は、YouTube「IPA Channel」にて近日
公開予定です。また、特に優れたクリエータとして認定する
「スーパークリエータ」の公表は 6 月頃を予定しています。

MITOU2016 Demo Day
（ 2016 年度（第 23 回）未踏事業成果報告会）
開催のご案内
▶ http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2016/seikahoukoku23th.html

Special Contents

IPA サイバーセキュリティ
シンポジウム2017 開催報告

2 月8 日（水）
、
「IPA サイバーセキュリティシンポジウム2017」がベルサール
日本橋にて開催されました。本シンポジウムでは、
「グローバルな最新の脅威
と対策、サイバーセキュリティ人材の確保と育成、関連制度・施策」をテーマに
掲げ、国内外から多数のゲストをお招きし、計 7 つのセッションを行いました。

基 調 講 演 トークセッション

来賓挨拶

IT先進国であるエストニアから、
元大統領が来日！

経営者が日頃から備えておくべき
サイバーセキュリティ対策の教訓と
ITガバナンスの強化
内閣官房 情報通信技術（IT） 株式会社ベネッセインフォシェル
総合戦略室 政府 CIO 補佐官
代表取締役社長

ご挨拶に続くパネルディスカッションでは、
「サイバー攻撃
は、民間の企業だけでなく、政府関連のシステムなどへ
も影響が増大している」
「政府側の対策も必要」との意見
を述べられました。

根本 直樹 氏

丸山 司郎 氏

経営者を対象にしたセッション。
セキュリティ担当者、経営者の観点から、セキュリ
ティ対策における経営者の役割などについてトー
クセッションが行われました。

パネルディスカッション
社会インフラ及び産業基盤のサイバーセキュリティ
対策を担う人材育成、活用について考える
産業サイバーセキュリティセンター新設のご紹介
エストニア共和国 元大統領

トーマス・ヘンドリク・イルヴェス 氏

4 月にIPA が人材育成事業の一環として新設する「産業
サイバーセキュリティセンター」の講師予定者から、セン
ターのプログラム詳細を紹介などがありました。

株式会社サイバーディフェンス研究所
専務理事／上級分析官

名和 利男 氏

講演資料・動画は
「IPAサイバーセキュリティシンポジウム2017」
の詳細はこちら▶▶▶ http://www.ipa.go.jp/about/event/cyber-security2017/index.html
近日公開予定です！
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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19

 ンターネットで用いられるSEOの説明として，適切なものはどれか。
問イ
ア：顧客のクレジットカード番号などの個人情報の安全を確保するために，インターネット上で情報を暗号化して送受信する
仕組みである。
イ：参加者がお互いに友人，知人などを紹介し合い，社会的なつながりをインターネット上で実現することを目的とするコミュ
ニティ型のサービスである。
ウ：事業の差別化と質的改善を図ることで，組織の戦略的な競争優位を確保・維持することを目的とした経営情報システムである。
エ：利用者がインターネットでキーワード検索したときに，特定のWebサイトを一覧のより上位に表示させるようにする工夫の
ことである。

マネジメント

27春 問43

問 情報システムの品質マネジメントの考え方に関する記述a 〜 dのうち，適切なものだけを全て挙げ
たものはどれか。

ａ
ｂ
ｃ
ｄ

PDCAサイクルによる継続的な取組みが，品質の改善には有効である。
多くの機能をもつシステムほど品質が高い。
欠陥の予防コストは，不具合発生時に是正するコストよりも一般的に少ない。
適切な設計や製造によって品質を高めることができる。

ア：ａ，ｂ，ｄ

テクノロジ

イ：ａ，ｃ

ウ：ａ，ｃ，ｄ

エ：ｃ，ｄ

28春 問61

問 ランサムウェアに関する記述として，適切なものはどれか。
ア：PCやファイルを使用不能にするなどして，回復のための金銭を要求する。
イ：コンピュータの画面へ自動的に広告を表示する。
ウ：利用者がキーボードから入力した情報を記録し，外部に送信する。
エ：ワープロソフトや表計算ソフトの文書ファイルに感染する。

正解： ストラテジ

担当からの一言

エ

マネジメント

ウ

テクノロジ

ア

春期試験を受験される方必見！「うっかり忘れ」で失うモノ

皆さんは、何か大切なことをうっかり忘れてしまった経験はありませんか。

たとえば、出勤時の持ち物やクリーニングの受け取りなど、忘れても何とかしようがあるものから、取引

よく確認！

先との約束や、かばんを電車の網棚に・・・という大変な事態を招くものまで、いろいろなうっかり忘れが
あると思います。

情報処理技術者試験の受験の際にも、取り返しがつかないうっかり忘れが潜んでいます。それは、
「問題

選択欄のマーク」
。問題冊子や答案用紙に注意書きを記載しているのですが、それでも、うっかりマークを
忘れてしまう受験者の方が多く見受けられます。問題選択欄のマークを忘れてしまうと、その解答は採点

されません。問題選択欄にしっかりマークをしていれば合格できたのに、マークを忘れたために、得るはずだった点数を失い、不
合格になってしまったというケースが少なからずあります。

忙しい合間を縫って学習した成果を絶対に無駄にしないためにも、たとえば、
「試験終了 5 分前のマークの再チェック」などの対

策をしっかり行いましょう。

大事なときほど怖いうっかり忘れ。ちなみに、私は、初めての結婚記念日をうっかり忘れたまま過ごしたことがあり、そのせいで、

一年かけて得た「そこそこ気の利く夫」という称号を失ってしまいました（涙）
。皆さんも、うっかり忘れにはご注意を。
情報処理技術者試験センター

日頃の学習の成果を無駄にしないために

6
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▶ http://www.jitec.ipa.go.jp/1_00topic/topic_20090419.html

寛

マークシート例

職 員 コ ラ ム

主なイベント・セミナー情報

セキュリティセンター
情報セキュリティ分析ラボラトリー

4 月 April

田村 滋基

■ 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

2016 年度情報セキュリティの
意識調査について

［日時］4 月 13 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）

IPAでは、一般のインターネット利用者を対象に、情報セキュリ
ティの脅威に対する認識と倫理に対する認識を毎年調査しており、
2016 年度版は昨年の 12 月に公開されました。本稿では前者の
「 2016 年度情報セキュリティの脅威に対する意識調査」について

［日時］4 月 27 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）
5 月 May

お話ししたいと思います。

■ イベント セキュリティセンター

2016 年もさまざまな情報セキュリティ事件がありましたが、一

第 14 回 情報セキュリティEXPO（出展）

般のインターネット利用者にとって身近なものとしては、芸能人の

［日時］5 月 10 日（水）
〜12 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）

SNSへの不正アクセスが挙げられると思います。複数の芸能人の
FacebookやiCloudのアカウントに不正アクセスされた事件です
が、被害者の一部は「名前」や「誕生日」といったいわゆる「類推しや

第 21 回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム（出展）

すいパスワード」を使用していたと報道されました。この事件はテレ
ビのニュースやワイドショーでも取り上げられており、一般の利用者

［日時］5 月 25 日（木）
〜27 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
（参加費：有料、詳細はシンポジウム公式ページを参照ください）

にも広く認識されているはずですが、調査によれば、回答者の 53%
がパスワードに「誕生日など推測されやすいものを設定している」と
いう結果でした。

■ セミナー

先日、IPAより
「情報セキュリティ10大脅威2017」が発表され、
「個
人」の 2 位には「ランサムウェアによる被害」が登場しました。しかし、
一般のインターネット利用者でランサムウェアを「名前も概要も知
らない」と回答した人は 65.9%にのぼりました。
IPAの活動を通してITや情報セキュリティの最新動向に触れてい
る方には馴染みのある「パスワードの設定方法」や「ランサムウェア」
といった言葉も、一般のインターネット利用者の中にはまったく知ら
ないという方がまだたくさんいらっしゃいます。意識調査を通して、
こうした
「一般利用者との意識のギャップ」
を感じましたが、そのギャッ

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］5 月 11 日（木）15：30〜17：30
［会場］IPA 13 階会議室 定員 20 名（参加費：無料）
［日時］5 月 25 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
（出展）
IT導入で商売繁盛！「プラスITフェア」

プをどのように埋めていくのかがIPAとして重要な課題であると思

▶ http://www.it-fair.jp/

いました。

中小企業を対象に、情報セキュリティの課題や対策などについて講演
と展示を行います。4 月は全国 9ヶ所で開催予定です。
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未踏事業の卒業生 落合 陽一 氏 出演

「IPA未踏presents 夢みるインテリジェンスラボ」が
SoundCloudで聴けます！
2/17
（金）に、ラジオNIKKEI第 2
（RN2）で放送された落合 陽一 氏出演
の「IPA未踏presents 夢みるインテリジェンスラボ」が、SoundCloud
からいつでも聴けるようになりました！
未踏事業やテクノロジーに関するあれこれを、軽快なトークでわかり
やすくご紹介しています。
ダウンロードはこちらから

▶ https://soundcloud.com/rn2radio/ipa-presents-217oa

編集・発行

発行日

平成 29 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
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.27

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.28は2017 年 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。

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

ゲーテの作品に「魔法使いの弟子」という詩があります。師匠の留守中に水汲みを命じられた魔
法使いの弟子が、魔法で箒を操り仕事を手伝わせますが、かけた魔法の解き方を忘れたことで、コ
ントロールがきかなくなり家中が水で溢れかえってしまいます。戻ってきた師匠が魔法でたちま
ち事態を収拾し、事なきを得るという結末ですが、このお話も、他人事ではないかもしれません。
今回IPAが公開した「情報セキュリティ10 大脅威 2017」では、IoT製品にまつわる脅威が初めて
ランクインしました。その利便性から、IoT技術は、しばしば魔法とも形容されますが、その魔法を
自在に扱うには、安全に使うための知識や対策といった、使い手の腕が試されるということかもし
れません。
「IPA NEWS Vol.27」をお読みいただきありがとうございました。

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/

