情報処理推進機構
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情報セキュリティ対策の実現

オープンソフトウェア「Vuls」を用いた脆弱性対策の解説書を公開
https://www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/20190221.html

ウェブサイトの構築に使用されるCMSやウェブアプリケー
ションソフト等の脆弱性を悪用する攻撃が数多く確認されて
おり、組織のシステム管理者には、組織内のシステムに影響
する脆弱性情報を適切に収集し、対策を行うことが求められ
ています。しかし、その情報収集には「工数がかかる」
「そも
そも情報収集の方法がわからない」などの課題があり、それ
らによって対策の遅延や被害が発生することが懸念されて
います。
本書は、それらの課題に対する解決策のひとつとして、脆弱
性関連情報の収集と検知を自動化するオープンソフトウェア
「Vuls」の活用を提案しています。
Vulsの活用により、組織内で管理しているサーバーにインス
トールされているソフトウェアの情報と脆弱性データベース*に
登録されている脆弱性対策情報の関連付けができ、インストー
ルされているソフトウェアに影響する脆弱性対策情報の検知・
一元管理が可能になります。本書では、IPAが行った検証の手
順と合わせて、ツールの活用方法を解説しています。
情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

「ワン・デイ・エクステンション」を大阪にて初開催！
https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/ode/2018.html

「ワン・デイ・エクステンション」は、IPAが実施するサイバー
セキュリティ人材育成プログラムの一部*を体感できるセミナー
です。昨年10月31日に東京、今年2月5日には初めて大阪での
開催となりました。
セミナーでは、主にインシデント対応の訓練や、制御システ
ムの実習機を用いた演習を紹介し、サイバー攻撃によるオペ
レーションの混乱を実演しながら、攻撃への対策などを解説し
ました。また、今回は「中核人材育成プログラム」の修了生によ
る講演を行い、本プログラムで学んだことや帰任後の活動など
も紹介しました。

* NISTが運営する「NVD」やIPAが運営する「JVN iPedia」など。
NVD : https://nvd.nist.gov/
JVN iPedia : https://jvndb.jvn.jp/

Vulsで実行できる脆弱性検知
❶「Local Scan Mode」
Vuls を導入したサーバー自身に対して行う脆弱性検知
❷「Remote Scan Mode」
Vuls 管理サーバーからリモート接続したスキャン対象サーバーに対して行
う脆弱性検知
スキャン
対象サーバー

Remote Scan Mode の利用イメージ
2 Remote Scan

１

スキャン
対象サーバー

Vuls管理サーバー

２

1 脆弱性検知

3 通知
スキャン
対象サーバー

３

IT人材の育成

京都・東京にて「量子コンピューティング技術
シンポジウム」を開催
https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2019/quantum_symposium.html

３月11日・18日に、京都・東京にて開催された本シンポジウ
ムでは、米国IBM社、カナダD-Wave Systems社から講師を
招き、世界最先端の量子コンピューティング技術についてご講
演いただいたほか、世界から見た日本の技術レベルや技術の可
能性などに関するパネルディスカッション、国内の研究事例・
ビジネスへの応用事例の紹介などを行いました。
また、IPAが実施する「未踏ターゲット事業」で開発が進め
られている量子コンピューティング技術のプロジェクトも紹介
し、聴講者からは多くの関心が寄せられました。

* IPA産業サイバーセキュリティセンターで実施している「中核人材育成プログラム」から「ハンズ
オン演習」、
「国際トレーニング」から「ウォーゲーム・セッション」を紹介。

「ハンズオン演習」の
デモンストレーション

「中核人材育成プログラム」
修了生の講演
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ジェイ・ガンベッタ博士（米IBM社）の講演

有識者によるパネルディスカッション

情報セキュリティ対策の実現

「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を実践するためのプラクティス集を公開
https://www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/ciso/index.html

経済産業省とIPAが共同で策定した「サイバーセキュリティ経
営ガイドライン」は、サイバー攻撃の脅威から企業を守るために
経営層がとるべき施策を示したもので、企業の経営者が認識
すべき「3原則」と、経営者がセキュリティ対策の責任者（CISO
等）に指示すべき「重要10項目」で構成されています。
今回IPAが公開した「サイバーセキュリティ経営ガイドライ
ンVer 2.0実践のためのプラクティス集」は、CISOやセキュリ
ティ責任者・担当者が、
「重要10項目」の実践に取り組みやすく
なるよう作成したもので、国内企業の実践事例をもとにした対
策の考え方やヒント、実施手順を具体的に解説しています。
また、本書では、セキュリティ担当者が対策を実施する上で
抱える悩みを取り上げ、解決に向けたアプローチの方法、そこ
から得られた知見なども紹介し、より現場に近い視点で、セ
キュリティ対策の実践的な方法をわかりやすくまとめていま
す。
経営層のサイバーセキュリティに対する理解の深化とそれに
よる対策推進のために、ぜひご活用ください。
IT社会の動向調査・分析・基盤構築

IT人材の育成

技術トレンドへの対応も課題に！
組込み/IoT産業の動向調査を実施

情報処理安全確保支援士
4月1日付登録人数を公表！

https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20190327.html

IPAは、組込み/IoT産業の実態や課題の把握等を目的に、関
連企業を対象にしたアンケート調査を実施しました。
調査の結果、技術の進展に伴い、組込み/IoT製品の開発に
おいても、設計品質や開発能力の向上に次いで、技術トレンド
への対応に関する課題意識が高いことがわかりました。
また、大企業でのAI製品開発やデジタルトランスフォーメー
ション（DX）への取り組みの主たる目的には、
「新ビジネスの
創出」、
「世の中のトレンドへの対応」などがあげられ、市場か
らの期待が大きいことがうかがえました。
開発の課題（調査報告書P.38）
1番目（N＝297）
0％
設計品質の向上
開発能力（量）の向上

２番目（N＝292）
10％

20％

30％

セキュリティ担当者の悩みと取り組みのプラクティス（一部抜粋）

40％

60％

70％

IPAは、4月1日付で1,052名を新たに情報処理安全確保
支援士に認定し、登録者情報を公開しました。これにより
2019年4月1日時点での登録者数の合計は18,330名となり
ました。
今回は経過措置期間終了後の初回の登録となり、2018年
度秋期「情報処理安全確保支援士試験」の合格者2,818名の
うち679名が登録申請しました。試験の合格直後に登録申請
する割合が一定数あること、また、登録者の多くが30～40代
であることから、ミドル世代が転職やキャリアアップなどのた
めに本制度を活用していることなどが考えられます。
2019年4月1日付登録者（1,052人）の内訳

３番目（N＝283）
50％

https://www.ipa.go.jp/siensi/data/20190401newriss.html

80％

男女別内訳

年代別内訳

女性 64名
（6.1%）

市場の拡大、新規市場の開拓

60代 8名（0.8％）

20代
50代
154名
177名
（16.8％） （14.6％）

新製品・新技術の開発
開発コストの削減
開発期間の短縮
技術トレンドへの対応

（IoT、ビッグデータ、AI等）

生産性の向上
セーフティ・セキュリティの確保
説明責任の遂行・能力向上
規格及び国・地域等に応じた
法令等への対応

男性 988名
（93.9%）

40代
349名
（33.2％）

30代
364名
（34.6％）

その他

IPA NEWS Vol.40 2019 ５月号

3

特集

!
Feature

創 設 50 周 年 記 念

情報処理技術者試験 特集

IPAが運営するIT国家試験「情報処理技術者試験」は、今年で創設50周年を迎えました。
累計応募者数も今年で2,000万人を突破し、国内最大規模の国家試験として、今も成長を続けています。
今号では、これまでの試験制度の変遷をたどり、50年の歴史を紐解いていきます。
情報処理技術者
試験の歴史

情報処理技術者試験とは？

者向けまでの各区分で構成されて
ITの知識・技能を認定する国家試験。初級者向けから上級
います。

IP

ITパスポート試験

FE

基本情報技術者試験

SG

ITの基 礎知識を問う試験

ITの基 本的知識・技能を問う試験

AP

情報セキュリティマネジメント試験

情報セキュリティの基 礎知識・管理能力
を問う試験

応用情報技術者試験

ITの応用的知識・技能を問う試験

高度試験 ＜ITプロフェッショナル向け試験＞
DB データベーススペシャリスト試験
ST ITストラテジスト試験

SA

システムアーキテクト試験

PM

プロジェクトマネージャ試験

NW

SC

ネットワークスペシャリスト試験

ES

SM

AU

エンベデッドシステムスペシャリスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験

1969年

【試験制度創設】
第二種情報処理技術者
試験（FEの前身）／
第一種情報処理技術者
試験（APの前身）開始

世界初のマイクロプロ
セッサが誕生

1971年

1972年
1973年

全国銀行データ通信
システム稼働

1986年

情報処理システム監査
技術者試験
（AUの前身）開始

1994年

コンピュータの利用拡大に伴い、システムエンジニアやプログラマの育成・確保
へのニーズが高まり、本試験はプログラマのための世界初の国家試験として1969年
（昭和44年）に創設されました。
初回の「第二種情報処理技術者試験」と「第一種情報処理技術者試験」は、主
に技術者を対象にしたものでしたが、社会のIT化などに伴い、試験は徐々に対象
者や分野を拡大し、一般のITユーザーのための試験も拡充してきました。

1969年（制度創設当時）
2019年（現在）

試験地

2区分
13区分

2試験地
61試験地

受験手数料

1,000円*
現在の物価で
5,700円 * 約3,300円に相当

1980年代
それまで軍事用や学術用として利用されていたインターネットが徐々に一般に
普及。試験も複数の分野に範囲を拡大するが、
その後、
バブル崩壊後の長期不況により企業は
IT投資を抑制する傾向へ。

2002年度に年間応募者数が80万人を
突破して最多に。その後、
リーマンショックや東日本大震
災による経費削減などの影響で応募者数は下降するが、
一方で情報セキュリティ対策の必要性が認知され始め
る。2016年、
2017年に相次いでセキュリティ関連の試験を
開始し、
応募者数が増加。
2000年代以降
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試験の応募者数推移
100

80.3万人

80
60

1996年
1997年
1999年

2001年

【試験制度改定】
試験区分全13種へ
情報セキュリティアド
ミニストレータ試験開始

2006年

テクニカルエンジニア
（情報セキュリティ）
試験（SCの前身）開始
【試験制度改定】
試験区分全12種へ
ITパスポート試験開始

2011年

ITパスポート試験
CBT導入

2016年

情報セキュリティ
マネジメント試験開始

2017年

40

情報処理安全確保支援士
制度開始

20
0

1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017

「Windows95」の発売によるインター
ネットの爆発的な普及や、
一般のITユーザーがITを業務に
役立てる「EUC（エンドユーザー・コンピューティング）
」の
ブームにより、
1990年後半から応募者数が増加。

1995年

「Windows95」発売

NTT、国内通信網の
デジタル化完了

2009年

ITを取り巻く社会の動きと試験の関係

1990年代

1993年

IIJ、国内初のインター
ネット接続サービス開始

上級システムアドミニス 国内初のポータルサイト
トレータ試験／マイコン 「Yahoo!Japan」サービス
応用システムエンジニア
開始
試験（ESの前身）開始

情報処理技術者試験のルーツは
“プログラマのための世界初の国家試験”

試験区分

1986年

パソコンに対する
世界初のコンピュータ
ウイルス「Brain」出現

1988年

オンライン情報処理技術者
試験（NWの前身）開始

1996年

情報処理技術者試験の
昔と今の比較

1971年

特種情報処理技術者試験
プログラム言語
開始
「COBOL」がJIS規格化

【試験制度改定】
試験区分を全11種へ
システムアドミニスト
レータ試験開始

情報処 理安全確保支援士試験

ITに関する
できごと

2019年現在
試験区分全13種

NTTドコモ、
「iモード」サービス開始

2001年

IT基本法施行

2003年

個人情報保護法施行

2006年

米フェイスブック
一般向けサービス開始

2008年

初代「iPhone」発売

2010年

初代「iPad」発売

2012年

スパコン「京」完成

2015年

日本年金機構、ウイルス
感染により約125万件の
個人情報流出

2017年

全世界で「Wannacry」
の感染被害が発生

50年前に
タイムスリップ！

問

1

「第二種情報処理技術者試験」の
初回問題にチャレンジ

こちらは1969年に実施された
第1回「第二種情報処理技術者試
験」の試験問題の一部です。
皆さんはどのくらいわかりますか？

次の記述のうち、正しいものを選べ。

１ プ ログラムは、プログラムテストをするうちに変更されてゆくので、プログラムの流れ図は、コーディングの前には書

かないで、プログラムテスト完了後に書くべきである。

２ コーディングをする前に、詳細で正確なプログラムの流れ図を書くべきである。
３ テストデータは、プログラムテストをしながら気がついたいろいろのケースのものを作るのがよい。
４ 机上デバッグは非常にむずかしいので、なるべく機械を使ってデバッグした方が能率的で経済的である。

問

磁気テープにデータを記録するとき、なるべくたくさんのデータを一度に書込むことが好ましいとされている

２ 理由は何か。正しいものを選べ。
１ 読 取り・書込み速度を速くするため

３ プログラムを読み易くするため

２ テープ一巻に収容しうる情報量をなるべく大きくするため

4 エラーの混入を防ぐため

問

３ 次の記述中の

に入れるべき字句として適当なものを下の解答群の中から選べ。（原文より一部抜粋）

ラインプリンタは、1行に約
解答群

１ 6 4字～72字

プリントできるものが多い。

２ 120字～160字

3 8 0字～90字

4 2 00字～250字

正 解 と 解 説
問

1
２

問

２
２

問

３
２

これは「プログラム開発の手順」に関する問題です。当時はまだパソコンが存在しておらず、複数名が1台の汎用コンピュー
タを交代で使用して開発を行うのが一般的でした。プログラムテストも短時間で効率的に行う必要があるため、まず正確な流
れ図を書いてコーディングし、テスト前にそれを紙の上でデバッグする「机上デバッグ」が推奨されていました。
これは「補助記憶装置」に関する問題です。当時の補助記憶装置の主流は、オープンリール型の磁気テープでした。磁気テー
プでひとつのデータにアクセスするには、テープの回転が一定速度に達していることが必要で、データとデータの間には加速の
ためのIBG（Inter Block Gap；ブロック間隔）という空白の領域が必要でした。データを書き込む回数が多いほどIBGが増え
るため、データはまとめて一度に書き込むことが推奨されていました。
これは「出力装置」に関する問題です。現在、オフィスや学校ではレーザプリンタ、家庭ではインクジェットプリンタがよく使
われていますが、当時の汎用コンピュータでは、ラインプリンタが使われていました。ラインプリンタは、アルファベットや数
字の活字が一列に並んだドラムやベルトを紙に押しつけて印刷するもので、ドラムやベルトの1回転（0.1秒程度）で1行分（約
120字～160字）を印刷することができました。

「情報処理技術者試験50周年に寄せて」
IPA IT人材育成センター 国家資格・試験部 部長

山内 健司
1969年に、IT技術者育成を目的に誕生した情報処理技術者試
験（当時は、情報処理技術者認定試験）は、このたび、50周年を迎
えることができました。この半世紀の間、当試験制度を活用してく
ださった方々、
そしてこれまでに当試験制度の運営に携わった全て
の方々に、心より御礼申し上げます。
その時代に合った試験制度とするべく、世の中のIT動向やニーズ
を先取りする形で、情報処理技術者試験では過去に3度、大きな試
験制度改定を行うとともに、適時、新たな試験区分の創設を行っ
てきました。また、かつては非公開であった個人成績や解答例につ

いて、2002年以降、情報公開を果たすとともに、2011年には、
ITパスポート試験を、
それまでの紙試験からCBT（Computer
Based Testing）に移行して受験回数を大幅に増やすなど、
受験者の利便性向上にも取り組んでまいりました。
最近では、AI、IoT、ビッグデータ、そしてデジタルトランス
フォーメーション（DX）といった、新たな動向が注目されて
います。情報処理技術者試験では、こうした最新の技術動
向も出題に適時取り込むことで、引き続き、より多くの皆さ
まに活用していただける試験制度を目指していきます。

試験制度の変遷 https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/shiken_hensen.jpg
情報処理技術者試験 https://www.jitec.ipa.go.jp/index.html
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IPAでは、中小企業を対象にした各種ガイドラインを公開しています。
今回は、
ITの活用促進とセキュリティ対策強化を目的にした2点をご紹介します。

中小企業向けガイドラインの紹介
ITシステム導入時の「要件定義」をサポート

「ストーリーで学ぶ要件定義実践入門」
要件定義とは、開発（導入）するシステムの機能をどのようなも
のにするか具体的に決めていくことです。ITシステムを導入する
際の最初の工程であり、中小企業においては、ITシステム導入で
既存の業務をどのように変えていくか、社内外のニーズや予算な
ども視野に入れて検討していくことがポイントです。
本ガイドではモデルケースを提示し、中小企業がどのようにIT
経営の専門家やベンダー企業を巻き込みながら要件定義を行え
ばよいかを、ストーリー仕立てでわかりやすくご紹介しています。

ストーリー設定
仕出し弁当会社グルメ亭が業務プロセス改
善のためのITシステムの導入を目指す。ほぼ
未経験のメンバーが、専門家の支援のもと
要件定義の作業に取り組む。導入するシス
テムは、クラウドサービスの標準機能を想定。
株式会社グルメ亭（主に企業・団体向けの弁当製造販売業）
月

登場人物

経営者

グルメ亭の人たち

営業課長
事務課長

ITコーディネータ*

* 経済産業省推進資格。真に経営に役立つIT利

活用に向け、IT経営を実現する人材（ITコーディ
ネータ協会ウェブページより）

商：5,000万円

売上高：6億円

従業員数：50名

目 次

製造課長

情報システム担当

中小企業向けの要件定義ガイド

ITシステム導入の
サポート役

第１話

夢と希望に満ちた皆の理想

第２話

視野を広げて解決策を考える

第３話

現実は厳しい

第４話

ワクワクの未来に契約

～みんなのベクトルを合わせよう！～
～みんなの理想をITで実現しよう～
～実現できる現実案に絞り込む～
～要件を具体化すべし！～

ストーリーで学ぶ要件定義実践入門
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20190327_2.html
ユーザのための要件定義ガイド
https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn16-008.html

社内のセキュリティ対策促進と強化をサポート

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」
日本企業の99％を占める中小企業において、今、喫緊の課題
となっているのがセキュリティ対策です。中小企業を狙ったサイ
バー攻撃も多く確認されており、経営に大きく影響する被害が
発生しています。
本ガイドは、中小企業における対策促進と強化を目的に公開し
ているもので、
今回、約2年ぶりに大幅リニューアルを行いました。
本ガイドでは、経営者とセキュリティ責任者・担当者の両者
で組織の対策実施体制をつくるためのノウハウを体系的に解説
しています。

中小企業における被害事例
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事例１

ウイルス感染で数日間業務が
停止し、被害額が数千万円に。

事例2

顧客情報の入ったパソコンを
紛失し、取引先の信用を失墜。

事例3

ウイルス感染により
基幹システムが一週間停止。
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実務で活用できる
7点の付録つき

構 成
【第1部 経営者編】
経営におけるセキュリティリスクや問われる
法的責任、経営者が何をやらなくてはいけ
ないのかを解説。
【第2部 実践編】
社内のセキュリティ責任者・担当者が行うべき実務的な対策を解説。
今回の改訂のポイント

1 組織での対策実施体制を初歩的なものから段階的に
強化できるよう構成を見直し。
2 クラウドサービスの選定・運用・セキュリティ管理に
関する注意事項などを追加。

3 技術的対策やより具体的な対策手法の解説を追加。
など
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第3版
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/index.html

主 な イ ベ ン ト・セ ミ ナ ー 情 報
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イベント

月

May

セキュリティセンター

イベント

セキュリティセンター

第23回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

サプライチェーンセキュリティシンポジウム（仮称）

●日程：5月23日
（木）～25日
（土）
●会場：和歌山県立情報交流センター Big・U
●シンポジウム参加費 : 一般参加 15,000円 学生 3,000円

●日程：5月28日
（火）
●会場：大阪市内を予定 （参加費：無料）

* 詳細はウェブページをご覧ください

セ キ ュリ ティ セ ン タ ー
セキュリティセンターが開催する定例セミナーのスケジュールは、
下記URLからご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/seminar.html

IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

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。

理事長 メッセージ

「光多き時代をめざして」
IPA理事長

富田 達夫

「年号の変わり目は激しい変化の年になる」といわれていま

だけでなく、これまでに培った業

す。平成元年となった1989年、国内では空前のバブル景気が

務知識を活かし、新たな価値を生

最後の輝きを見せ、日本の外では天安門事件やベルリンの壁

むために「ITをどう使いこなすか」

崩壊、ブッシュ・ゴルバチョフ会談による冷戦終結宣言など、新

を考える人材が必要です。そのニーズに応えるため、一人ひと

世界秩序の幕開けとなる事件が相次いで起こりました。ITの世

りが工夫を重ね、時間を有効に使って知識やスキルの幅を広

界では、世界初の商用インターネット接続サービスが立ち上が

げてゆく。それこそが「生産性を高める」というヒトの営みで

り、日米のインターネット・バックボーンが接続されるなど、イ

あり、働き方改革を進める真の意義でしょう。

ンターネットの黎明を告げる出来事がありました。

ビッグデータとAIによって、これまでの仕事のやり方、求め

それから30年。令和は、日本がデジタル化やモバイル化、少

られるスキル・能力がすべて変わる。そんな新しい時代を迎え、

子高齢化などの変化に応え、どう社会と産業のかたちを変え

「このままではAIに仕事を奪われる」という不安の声も聞かれ

て対応してゆくかを問われる時代となります。
「より速く大量

ます。しかしAIに限らず、本来ITは人間と競うためではなく、人

に業務を処理するためのプロセス改善」ではなく、
「情報化を

間のなりわいを補い、支えるためにあると信じています。

通じて新しい価値を生み出す仕組みづくり」であるデジタルト

IT化の影ともいうべき、ITへの依存により生じるさまざまな

ランスフォーメーション（DX）、そして長時間労働を美徳とし

リスク。それらを補ってなお余りある恩恵、すなわち「ITの光」

ない、働き方改革などの価値観の変革は、まさに必然です。

で社会を照らすことが、私たちIPAの使命です。新しい時代を

今、ITによる変革をリードしているのは米国や中国の企業
です。彼らに伍していくには、単に新しい技術に精通した人材

次号「IPA NEWS Vol.41」は７月中旬発行予定です。

「IPA NEWS」定期発送のお申込み・送付先変更・送付停止はこちらから
https://www.ipa.go.jp/about/ipa_news/index.html
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光多いものにするために、真摯な取り組みを続けて行こうと思
います。

「IPA NEWS」アンケート実施中！

本誌に関する感想やご意見、
ご要望をお寄せください。
皆さまからいただきましたご意見は、
より有益な情報を
お届けするための参考とさせていただきます。

いよいよ新元号がスタートしました。改元という大きな節目に時代の
移り変わりを実感する方も多いのではないでしょうか。
さて、デザインをリニューアルした今号では、
この節目に創設50周年を迎えた情報処
理技術者試験を取り上げました。昭和から平成、
そして今へと、時代の流れに寄り添い形
を変えながらこの試験が存在していたことは、実は、あまり知られていません。今回の特
集記事の制作にあたっては、当時の制度創設に関する資料や実際に使用された問題冊
子なども参考にしたのですが、長い年月で深い褐色を帯びたそれらの資料には、人の手
で書き込まれたものも多くあり、
まだコンピュータが普及していない当時の痕跡に、歴史
の重みを改めて感じました。新しい令和の時代。ITと私たちのくらしは、
これからどのよう
に変化し、
どんな歴史が刻まれていくのでしょうか。
「IPA NEWS Vol.40」をお読みいた
だきありがとうございました。
編集後記
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IPAの役割
ITを取り巻く社会
社会動向・産業動向・技術動向
動向把握

指針の提言
ガイドラインの公開

サービスの提供

情報セキュリティ対策の実現

IT人材の育成

IT社会の動向調査・分析・基盤構築

「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。

pr-inq@ipa.go.jp ／

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
CMYK / .eps

https://www.ipa.go.jp/

03-5978-7510

