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NEWS STORY
イノベーション人材センター

「MITOU2017 Demo Day」開催！
2017 年度未踏クリエータが開発プロジェクトを初公開
MITOU2017 Demo Day ／2017 年度（第 24 回）未踏事業成果報告会
▶ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2017/seikahoukoku24th.html

IPAは、2 月 10 日
（土）
・11 日
（日）
に富士ソフト アキバプラザにて
「MITOU2017 Demo Day」
を開催しました。2017 年度未踏事
業に採択されたクリエータ28 名が、約 8ヶ月間で取り組んだ開発プロジェクト20 件を公開しました。今年もIoTやAI、ロボットなどの
技術を取り入れ、さまざまな分野で実用が期待されるプロダクトの数々が登場しました。
プレゼンテーションの様子

ハンガー反射を用いた触力覚提示内蔵型HMD
「HangerOVER」

電気刺激による
リズム学習補助システム
「Stimulated Percussions」
（デモンストレーション）

ハンガーを頭に挟むと自然に頭が回ってしまう
「ハンガー反射」
と呼ばれる反射行動をVR
（Virtual Reality）
と組み合わせ、新感覚
のVR体験を実現するシステムや、電気刺激で筋肉を駆動するEMS
（Electrical Muscle Stimulation）
を利用したリズム学習補助シ
ステムなど、人間の身体機能とITを応用したユニークなプロダクトのほか、不足が懸念されるセキュリティ人材の育成プラットフォー
ムや、遺伝子の組み合わせの変異をグラフ構造で可視化・解析し、がんの解明を促進させるソフトウェアなど、社会的課題の解決や先
進医療への寄与を目的としたプロダクトなども公開されました。

環境に対して自動最適化する
高性能通信基盤
「susanow」

グラフゲノムブラウザ
「MoMIG」

また、データセンターなどで高額なハードウェアを使って制御されている超高速通信を、ソフトウェアで柔軟かつ効率的に制御でき
るようにした高性能通信基盤の開発や、物体に対する光の超短時間の反応から、その材質や密度の違いまでもが計測できるデバイス
の開発といった技術的難易度の高い開発に挑んだクリエータの発表は、多くの聴衆の関心を集めました。
今回の成果報告会で発表された各プロジェクトについて、PMや有識者等で審査を行い、特に優れた成果を挙げたクリエータを
「未
踏スーパークリエータ」
に認定します。未踏スーパークリエータの発表は今年 6 月ごろを予定しています。
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セキュリティセンター

Windows 7、
Windows Server 2008の移行作業は計画的に
安心相談窓口だより
「 2020 年 1 月にWindows 7、
Windows Server 2008 の延長サポートが終了」を公開

に登録された脆弱性対策情報の総件数のうち、深刻度が最も高

▶ https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20180122.html

2008ともに60 件以上となり、今後も深刻度が
「危険」
と分類さ

2020 年 1 月 14 日
（米国時間）
に、マイクロソフト社が提供し
ているOS Windows 7、およびWindows Server 2008 の
延長サポートが終了します。これを受け、IPAでは安心相談窓
口だよりを公開し、注意を呼びかけました。
延長サポート終了後は、当該OSに新たな脆弱性が発見され
ても更新プログラムが提供されないため、ウイルス感染や不正
アクセスによる情報漏えい、金銭被害などのリスクが高まります。
では、昨年 1月から12 月まで
IPAが運用する
「JVN iPedia* 」
1

■ 脆弱性深刻度別割割合
（ 2017 年 12 月時点）

60件、26％

危険

注意

警告

Windows 7

移行作業においては、延長サポート終了までに必要となる具
体的な作業や予算などは、現行システムの環境や業務内容に
よって異なります。事前に利用状況を把握し、サポート終了の
OSを継続使用せざるを得ない状況にならないよう計画的な移
行作業の実施が求められます。
*1	脆弱性対策情報データベース https://jvndb.jvn.jp/
*2	脆弱性対策情報データベースJVN iPediaの登録状況 [2017年第4四半期
（10月～12月）
]
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2017q4.html

88件、
36％

計画

2019年
検証
計画

C社

計画

91件、
38％

2020年

新システム開発

B社

警告

87件、
38％

脆弱性登録件数：計231件

注意

63件、
26％

84件、
36％

れる脆弱性対策情報が複数公開される可能性があります*2。

2018年

Ａ社

危険

い
「危険」
と分類されるものはWindows 7、Windows Server

検証

NEW

移行
発

新システム開

移行

移行

延長サポート
終了

2019年6月

Ａ社

Windows Server 2008
脆弱性登録件数：計242件

セキュリティセンター

●独自開発システム：有り
●パソコン台数：多い
念のため、新システム
開発期間を予定して
おいたのは正解だっ
たな。

B社

●独自開発システム：有り
●パソコン台数：多い

C社

●独自開発システム：無し
●パソコン台数：少ない

新システムの開発が
必要になるとは思わ
なかった。作業予定が
収まらない…。

パソコンの入れ替え
だけだったから特に
問題もなかったね。

企業・組織における環境の差異による移行計画の例（イメージ）

ソフトウェア高信頼化センター

「情報セキュリティ10大脅威 2018」
公開、
「偽警
告」
や
「ビジネスメール詐欺」
が新たにランクイン
「情報セキュリティ10 大脅威 2018」を決定

▶ https://www.ipa.go.jp/about/press/20180130.html

「情報セキュリティ10 大脅威 2018 」
は、2017 年に起きた情
報セキュリティの事案で社会的な影響が大きかったと考えられ
るもの選定し、上位10位までのランキングにまとめたものです。
「個人」部門で加わった
「偽警告」
は、パソコンに偽の警告を
表示させ、サポート窓口への電話をさせるよう促す手口で、
2016 年度以降にIPAへの相談件数が大幅に増加しています。
「組織」
部門の
「ビジネスメール詐欺」
は、細工したビジネスメー
ルで相手を信用させ、偽口座への送金を促すものです。昨年
12 月に国内大手企業の被害が大きく報道され、この手口に関

システム再構築のための
ユーザガイドを改訂
「SEC BOOKS システム再構築を成功に導く
ユーザガイド 第 2 版」の公開

▶ https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn16-009.html

ユーザー企業が現行システムを再構築する際に起きるトラ
ブルの多くは、踏襲する業務の要件定義の曖昧さや、かかる工
数・コストの見通しの甘さに起因しています。
本ガイドは、再構築で想定される特有のリスクを上流工程で
洗い出し、ユーザー企業と開発企業が連携してその対策を検討
するための手引きです。第 2 版では、業務パッケージ製品の導
入などの事例を新たに取り上げ、
リスク対策の観点を提示して
います。再構築で陥りやすい失敗を回避するためのポイントを

する認知の低さが浮き彫りになりました。

まとめた小冊子
（下記URL）
と併せてご活用ください。

■ 情報セキュリティ10 大脅威 2018

デジタル変革に向けたITモダナイゼーション企画のポイント集
～注意すべき 7 つの落とし穴とその対策～

「個人」の 10 大脅威
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）
ランサムウェアによる被害
（2 位）
ネット上の誹謗・中傷
（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の可能性
（3 位）

ウェブサービスへの不正ログイン
（4 位）

ウェブサービスからの個人情報の窃取
（6 位）
情報モラル欠如に伴う犯罪の低年齢化
（8 位）

ワンクリック請求等の不当請求
（5 位）
IoT 機器の不適切管理
（10 位）

）は昨年の順位

「組織」の 10 大脅威

1位

標的型攻撃による情報流出
（1 位）

2位
3位

ランサムウェアによる被害
（2 位）

5位
6位
7位
8位
9位

▶ https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180214.html

ビジネスメール詐欺
（NEW）

脆弱性対策情報の公開に伴い公知となる
脆弱性の悪用増加
（－）

4位

10 位

偽警告
（NEW）
（

順位

セキュリティ人材の不足
（NEW）

ウェブサービスからの個人情報の窃取
（3 位）
IoT 機器の脆弱性の顕在化
（8 位）
内部不正による情報漏えい
（5 位）

サービス妨害攻撃によるサービスの停止
（4 位）

犯罪のビジネス化
（アンダーグラウンドサービス）
（9 位）

NEWは初めてランクインした脅威
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NEW TOPICS

NEW TOPICS

「文字情報基盤整備事業」
漢字6万文字の国際規格化、ついに完了！
「文字情報基盤整備事業」漢字6万文字の国際規格化、ついに完了！
昨年12月、IPAが2010年9月から推進している
「文字情報基盤整備事業」
において、漢字約6万文字の国際規格化が完了しました。
昨年12月、IPAが2010年9月から推進している「文字情報基盤整備事業」において、漢字6万文字の国際規格化
今号では、身近でありながら、実はあまり知られていなかった電子文字のしくみや、文字情報基盤整備事業の取り組みをご紹介します。
が完了しました。今号では、身近でありながら、実はあまり知られていなかった電子文字のしくみや、文字情報
基盤整備事業の取り組みをご紹介します。

文字コード国際規
文字コード国際規格
格

コンピュータで
電子文字をやりとりできるしくみ
コンピュータで
文字
文字コード
電子文字をやりとりできるしくみ
普段皆さんがコンピュータで使っている英文字・かな・漢字は、
コード
一つひとつ「文字コード」と呼ばれる番号が与えられています。
普段皆さんがコンピュータで使っている英文字・か
な・漢字は、一つひとつ「文字コード」と呼ばれる番号
これは異なるシステム間の情報の処理や共有を行うために必要
が与えられています。これは異なる環境での情報処理や
なもので、国際的に統一された文字コードを付与することで、そ
共有を行うために必要なもので、国際的に統一された文
の文字がどのシステムでも文字化けを起こさずに使えるように
字コードを付与することで、その文字がどのシステムで
も文字化けを起こさずに使えるようになります。
なります。
5F25

5F25

5F25

弥

自治体A

弥

文字情報基盤整備事業の目的は
文字情報基盤整備事業の目的は
「外字」に頼らないための環境づくり
「外字」に頼らないための環境づくり

自治体B

自治体A
国際規格化された文字のやりとり

国際規格化された文字のやりとり

？

ISO/IEC 10646 (Universal Coded Character Set) 第5版
出典：ISO（国際標準化機構）

5F25

E012

E012

E012

自治体B

？夕

E012

従来、文字コードが付与されていない漢字は、それぞれの
従来、文字コードが付与されていない漢字は、それぞれの
システムで任意の文字コードを登録した
「外字」での表記が
システムで任意の文字コードを登録した「外字」での表記が
一般的でした。ただし、外字は環境依存するため、異なるシ
一般的でした。ただし、外字は利用環境に依存するため、異
ステム間では使用できないなどの欠点がありました。
なるシステム間では使用できないなどの欠点がありました。
文字情報基盤整備事業とは、それらの漢字に文字コードを
文字情報基盤整備事業とは、それらの漢字に統一的な文
付与し、国際規格に準拠したものとして公開することを目的
にした事業です。
字コードを付与し、国際規格に準拠したものとして公開する
ことを目的にした事業です。

2D6B6

自治体A

外字のやりとり
自治体A

2D6B6

自治体B

外字のやりとり

自治体B

6万文字の国際規格化でなにが変わる？
6 万文字の国際規格化でなにが変わる？

東日本大震災の際、システムで使う文字コードの違いに
より、応援のために持ち込んだ他の自治体のパソコンが、
東日本大震災の際、システムで使う文字コードの違いにより、応
被災した自治体のシステムでは使えず、現場では避難者名
援のために持ち込んだ他の自治体のパソコンが、被災した自治体
簿の作成・印刷にも困難をきたしました。今後、このよう
では使えず、現場では避難者名簿の作成・印刷にも困難をきたしま
な文字コードの違いで起こる混乱や、これまで文字化け解
した。今回の国際規格化により、今後、このような文字コードの違
消のためにかかっていた作業やコストが大幅に削減される
ことが期待できます。
いで起こる混乱や、これまで文字化け解消のためにかかっていた
作業やコストが大幅に軽減されることが期待できます。

「AMD
Award」優秀賞を受賞
「第23回AMD
Award」優秀賞を受賞
着想から15年かけて達成された漢字6万文字の国際規格化
着想から15 年かけて達成された漢字約 6 万文字の国際規格化
の功績が認められ、この度、IPA国際標準推進センターが
の功績が認められ、この度、IPA国際標準推進センターが「第 23
「AMD Award*」の優秀賞を受賞しました。
回AMD Award*」の優秀賞を受賞しました。
https://amd.or.jp/award/23/
https://amd.or.jp/award/

*一般社団法人デジタルメディア協会主催

*一般社団法人デジタルメディア協会主催。
デジタルコンテンツ産業の発展に寄与した作品やクリエイターなどを選定し表彰
する デジタルコンテンツ産業の発展に寄与した作品やクリエーターなどを選定し表彰する。
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漢字6万文字の国際規格化へのあゆみ
漢字 6 万文字の国際規格化へのあゆみ
1978年

日本初の標準規格が誕生。

1978 年 約6千文字の漢字が規格化される。
日本初の標準規格が誕生。
約 6 千文字の漢字が規格化される。

2002年
2002 年 経済産業省の調査により、行政業務において
経済産業省が、行政業務において
共通的に必要とされる漢字の整理を実施。
共通的に必要とされる漢字の整理を実施。
(2009
年に約 6 万文字が必要と判明。)
(2009年に約6万文字が必要と判明。)
2010 年 IPAが内閣官房IT総合戦略室、経済産業省と
IPAが閣官房IT総合戦略室、経済産業省と
ともに文字情報基盤整備事業を開始。

2010年

ともに「文字情報基盤整備事業」を開始
2017 年 ISO/IEC
10646 (Universal Coded
Character Set) 第 5 版に約 6 万文字の漢字の
2017年 約6万文字の漢字の国際規格化が完了
文字コードが登録され、国際規格化が完了。

文字情報基盤整備事業
文字情報基盤整備事業
▶ https://mojikiban.ipa.jp/
http://mojikiban.ipa.go.jp/
国際規格に準拠した漢字 6 万文字を収蔵「IPAmj明朝フォント」
国際規格に準拠した漢字6万文字を収蔵「IPAmj明朝フォント」
▶ https://mojikiban.ipa.go.jp/1300.html
https://www.mojikiban.ipa.go.jp/1300.html

※日常的なメール利用などにおいては送信先の環境なども考慮し、現在の市販パソコンに同梱されている
※ 日常的なメール利用などにおいては送信先の環境なども考慮し、現在の市販パソコン
（JIS第4水準の漢字範囲（約1万文字））を用いることが推奨されます。
に同梱されている
（JIS第4水準の漢字範囲（約1万文字）
）を用いることが推奨されます。
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了！

セキュリティのすゝめ

“ばらまき型メール”の進化がヤバい！

「ばらまき型メール」は、国内の一般パソコン利用者を攻撃対象に、広く大量に送信されているウイルスメールです。
2015 年の 10 月ごろから日本語のばらまき型メールが多く観測されるようになり、これまで添付ファイルやURLの開封に
よるウイルス感染を目的とした多様な手口が確認されています。攻撃手口が巧妙化していく中、特に 2017 年はその手
口に大きな変化が見られました。

進化 ①

メール文面のクオリティが向上

従来のばらまき型メールは、件名や文面が不自然な日本語になって
いるものが多くありましたが、最近では、流暢な日本語で実在の企業
を騙ったメールが確認されています。時間の経過とともに攻撃手口
は巧妙化し、偽メールと見抜くことが困難になりつつあります。
2016 年 12 月

ばらまき型メールの件名（実例）
⃝【NTT-X Store】商品発のお知らせ
⃝日本郵便追跡サービス
⃝Re:【お振込口座変更のご連絡】
⃝お支払いが確認できませんでした
⃝ご注文ありがとうございました
⃝【重要】カスタマセンターからのご案内 など
2017 年 7 月

2017 年 4 月

進化 ②

メールフィルタリング・セキュリティソフトをすり抜けることも

昨年 9 月ごろから、添付ファイルを送る手口のほかに、メール本文のURLから悪意のあるファイルをダウンロードさせる
手口も確認されています。そのため、ウイルスメール対策などのメールフィルタリングをすり抜け、組織内に流入してしまう
事例も発生しました。また、仕掛けられたウイルスの構造も変化を続けており、セキュリティソフトでの検知ができないケー
スも確認されました。

ウイルスに感染しないために
⃝ OSやブラウザ、セキュリティソフト、Office製品等は常に最新の状態にする。
⃝メールの添付ファイルや外部からダウンロードしたファイルは安全と判断で
きるもの以外は不用意に開かない。

Wordファイルを偽装した例
Wordファイルを偽装した
実行ファイル

⃝文
 書ファイルを開いた際に「マクロの有効化」
「警告ウィンドウ」などが表示
された場合、
「はい」や「OK」を不用意にクリックしない。
⃝ メールに記載されたURLは不用意に開かない。
⃝少しでも不審に感じたら組織内のシステム担当者に連絡する。
今後も新たな手口で攻撃をしかけてくることも考えられるため、
これらの対策を合わせて講じることが重要です

【参考】
サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）運用状況
[2017 年 10 月～12 月]
▶ https://www.ipa.go.jp/files/000063812.pdf
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過 去 問 題
ITパスポート試験（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！

ストラテジ系

【29秋 問22】

クラウドファンディングの事例として，最も適切なものはどれか。
ア：インターネット上の仮想的な記憶領域を利用できるサービスを提供した。
イ：インターネットなどを通じて，不特定多数の人から広く寄付を集めた。
ウ：曇りや雨が多かったことが原因で発生した損失に対して金銭面での補償を行った。
エ：大量の情報の中から目的に合致した情報を精度高く見つける手法を開発した。

マネジメント系

【28秋 問39】

20 本のプログラムを作成するに当たり，プログラム 1 本につき，作業期間が 1 日，コストが 4 万円と見積もり，作成に
着手した。開始からの 10 日間で 8 本作成し，累積コストは 36 万円になっていた。残りのプログラムは未着手である。
このままの生産性で進めると，見積りに対する超過コストは最終的に何万円になるか。
ア：4

イ：6

テクノロジ系

ウ：10

エ：18

【29秋 問96】

次の事例に該当する攻撃はどれか。
〔事

例〕広
 報担当のA氏宛てに，新聞社を名乗る相手から取材依頼の電子メールが届いた。送信元がフリーメー
ルのアドレスであり，本文にはURLとその参照を促す記載がされていた。A氏は不審に思い，セキュリ
ティ部門に連絡した。セキュリティ部門が調査を行った結果，このURLにアクセスするとウイルスに感染
し，PC内部の情報が全てインターネットへ送信されるおそれがあることが判明した。また，同様のメー
ルが各事業部の広報担当者にも届いていた。

ア：辞書攻撃

イ：スパムメール

ウ：標的型攻撃

エ：メール爆弾
正解：

問1

イ

問2

ウ

問3

ウ

受験票はしっかり管理 ～試験の当日も合格発表の時も～
4 月 15 日（日）には、いよいよ平成 30 年度春期試験が実施されます。この時期はどんなことを書いていたのか、過去の当コラ

ム欄を読み返すと、受験の際はうっかりミスに気を付けてという内容が多く見られます。うっかりミスで、これまでの勉強の努力を
無駄にしないで欲しいという私の前任者の思いがひしひしと伝わってきました。

さて、
「 試験当日、受験票を忘れない」
「
、 答案用紙の問題“選択欄”のマークをしっかり塗る」などはとても大事なことです。一方、

意外と多いのが合格発表の時に、
「 受験票を紛失してしまい受験番号がわからない」というお問い合わせです。受験票は試験当日、
受験するために必要ですが、記載されている受験番号は後日、合格発表の確認のためにも必要となります。また、得点を閲覧す

る成績照会用のパスワードも受験票に記載されています。

昔、高校受験の合格発表の時、合格者の番号が学校の掲示板に貼り出され、受験票を片手にドキドキしながら自分の番号を探

したことが思い出されますが、当試験では合格者の受験番号をウェブページに掲載し、官報でも公示します。お手元の受験票は、
ぜひ、合格発表まで大切に保管ください。

情報処理技術者試験センター

6

T.N.
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主 な イ ベ ン ト・ セ ミ ナ ー 情 報

5月

May

イベント セキュリティセンター

第 15 回 情報セキュリティEXPO[春]（出展）
［ 日 時 ］ 5月9日
（水）
～11日
（金）10:00～18:00
（最終日は17:00まで）

  東京ビッグサイト
［会場］
（参加費：事前登録された方は無料）

JUST INFORMATION

「映像で知る情報セキュリティ」
最新作、まもなく公開！
IPAの大人気コンテンツ「映像で知る情報セキュリ
ティ」に新作 2 本が加わります。
今回のテーマは「インターネットサービスの不正ア
クセス対策」
と
「インターネット接続機器のセキュリティ
対策」
。ここ数年で被害がメディアで取り上げられる
ようになったこの 2 つの事案について、手口とその対
策をわかりやすく映像で解説します。公開は3 月末予
定です。ぜひ、ご期待ください！
「インターネット接続機器のセキュリティ対策」
映像撮影の様子

▶ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/

「情報セキュリティ対策支援サイト」を
リニューアルしました
「情報セキュリティ対策が必要だけど、どう進めれば良いか
分からない…」本サイトは、そんな中小企業の皆さまの情報セ
キュリティ対策をサポートするサイトです。短時間で自社の対
策の実施状況を自己診断したり、対策のポイントを学習でき
る無料コンテンツのほか、中小企業の情報セキュリティの普
及活動を行う全国の“セキュリティプレゼンター”を 検索でき
るサービスも提供しています。自社の情報セキュリティ対策強
化にご活用ください。

▶ https://security-shien.ipa.go.jp/

次号
「IPA NEWS Vol.34」
は5 月中旬発行予定です。
「IPA NEWS」
定期発送のお申込み ·アンケートはこちらから
▶ https://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html

「IPA NEWS」送付先の変更・送付中止は、下記のメールアドレス、
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

今年度もまもなく終わります。今期、IPAでは、一つの事業が大きな節目を迎えました。

編集・発行

発行日

独立行政法人情報処理推進機構

平成30年3月

〒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▶https://www.ipa.go.jp/
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編 集 後 記

Vol.33

漢字 6 万文字の国際規格化の完了。今号の制作では、やむを得ない事情で掲載を断念した
1 枚の写真がありました。それは東日本大震災の際に撮影されたある避難所の掲示板の写
真。人の背丈ほどあるその大きな掲示板には無数のメモ紙が所狭しと貼られ、その紙の一
つひとつに、未曾有の大惨事から生き延びられた人たちの名前が手書きで書かれていまし
た。この巨大な避難者名簿は、個人の特定が必要な局面で正確な人名を表記できないデジ
タルの弱点を前に、人々はアナログ的な手法に頼るしかなかったという事実を象徴的に伝え
るものでした。文字コードの違いによる弊害の大きさを再認識し、はっとするような思いが
したのでした。
「IPA NEWS Vol.33」をお読みいただきありがとうございました。
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戦略企画部
財
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部

企画・管理部

産業サイバー
セキュリティセンター

産業サイバーセキュリティセンターの事業の企画、
広報、
国際関係業務お
よび管理等を実施

事

業

部

産業サイバーセキュリティ人材の教育プログラム、
制御システムの安全性・
信頼性検証事業、
サイバー脅威情報の調査・分析事業を推進

事業推進部
理

教育プログラムの受講者募集など、
産業サイバーセキュリティセンターに
おける事業のプロモーションを実施

事

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

技

術

本

部

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

イノベーション人材センター
IT人材育成本部

「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

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、国家資格
「情報処理安全
確保支援士」
制度における登録・講習業務の実施

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」
の実施、
国家資格
「情報処理安全確保
支援士」
制度における試験業務の実施

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

▶ https://www.ipa.go.jp/
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