ネット＆モバイル通販フェア開催

⑥

の開発と活用︑講師育成

スキームも検討する︒
参加団体は︑ＪＮＳＡ
のほかにＩＣＴ教育推進
協議会︑ＪＰＣＥＲＴコ

告書を作成し︑７月以降

および課題を整理した報
的な活動を開始する︒

に人材育成に向けた具体

インドに研究会社

合は︑必ず経営陣に報告 己負担や給付などの記録

響がある可能性がある場 や年金︑医療・介護の自

モバイル端末の進化お
情報セキュリティ人材

策が追いついていない︒

江崎浩教授が座長を務

要な情報セキュリティ人 ︵仮称︶
﹂で︑東京大学の

制度などの就業支援制度

Ｃクラスタシステムでも

０台のＰＣを利用したＰ

ついて研究し︑成果を堤

メカニズムの解明などに

クリートビルが被災する

ュレーション︑鉄筋コン

には︑富士通と理化学研

の防災・減災に役立てる

ガイドラインの開発など

ＨＡトータルコンサル

報告書によると︑同日

報が配信できなくなり︑

ムで一部の銘柄の相場情

挙げている︒

行わなかったことなどを

ただけで主体的な確認を

員が深夜帯も常駐するよ が︑実体は少子高齢化の

サービスと運用部門の職 に欠かせないとのことだ

ユーザーが検索しやすい

ル案件の事例が中心で︑

る為に使われることにな

ップ︑電車の乗降り︑携

ションズ︵デンソーコ

デンソーコミュニケー

成機能によりパソコンで の記録が結びついてしま

事前にドライブプラン作 る医療・所得・年金など

情報を同時に提供する︒ タ﹂とマイナンバーによ

電スタンドの情報と観光 のデータ＝﹁ビックデー

して︑Ｗｅｂサイトで充 いうちに蓄積された個人

サービスの利用者に対 帯位置情報等︑気づかな

た︒

け に サ ー ビ ス を 開 始 し ットゲーム︑ネットショ

ム﹂を開発し︑静岡県向 なく使っている検索︑ネ

Ｖ 観 光 プ ラ ッ ト フ ォ ー して少なくない︒なにげ

ブ旅行支援サービス﹁Ｅ れば︑漏れる可能性も決

︵ＰＨＶ︶向けのドライ

ラグインハイブリッド車 ットなどで個人を特定す

電気自動車︵ＥＶ︶／プ この番号が金融機関やネ

ム︶と日本ユニシスは︑ ︵最小︶にするためだ▼

無くしサービスを適正

進む中︑取りっぱぐれを
９時から東証の２４１銘

ラーの原因と対処方法を

うに体制を変更する︒

分に相場情報を配

無償で提供する検索サイ

ように表記方法を統一し

１時

ト﹁ＳＥナレッジ﹂を開

エラーの原因や対処方法

解決できないシステム

て掲載している︒

と︑サイトのデータベー

の登録︑サイト利用者へ

利用者は会員登録する

設した︒

スに登録されているシス

ザーからの投稿も受け付

対処方法についてはユー

けており︑同社で解決し

の情報提供依頼も可能︒

イトの開設時点で掲載さ

た案件と合せて今後もト

ーワード検索できる︒サ

れているシステムエラー

ラブルと解決策に関する

テムエラーについて︑キ

主に同社がこれまでに事

と対処方法については︑

と精神的な負担が増え︑長時間労

はリスクが高く︑トラブルになる

心してＥＶでドライブが ップシークレット情報漏

出さないＥＶ観光客向け かない▼ＩＤ再発行で︑

このほかに︑排ガスを などの高度な本人認証し

洩を防ぐために生体認証
前述の通り︑アレキシサイミア

の割引情報や︑エコポイ 素っ裸にされた個人情報

できる︒

め︑上司や周囲に

ントなどのインセンティ は消すことはできない︒

傾向を有する人には自覚がないた

よる気配りが必要

をもとに︑﹁静止中﹂﹁会

加速度センサーのデータ

ートフォンに内蔵された

ズは使って欲しくない︒

ブ情報も付加情報として もう想定外というフレー

相手の状況を推測し

提供する︒

問ほど

となる︒

で傾向の有無を識

の質問による検査

別できるので︑経
営者や管理者は傾

最適な連絡手段提示

議中﹂﹁歩いている﹂﹁電

車で移動中﹂﹁車で移動

ＮＥＣ

中﹂の５パターンの中か

ないかどうかを識

向を持つ社員がい

ＮＥＣは︑相手の状況

ら状態を推測し︑電話や

会社名

ーディネーションセンタ

予定している︒教育・メ

取引停止にまで至った

を行うとしている︒さら を政府は包括管理可能と

よびサービスやモノのネ
の育成は難しく︑教育機

材を個々で育成すること
め︑事務局をＪＮＳＡが

の構築と運用も予定して

信するゲートウェーサー

北大大学院の今村文彦教

５日間かかるほどの膨大

究所が現在共同開発して

システム学会は︑２つの提言を行

働となる︒下請に組み込まれた技

を推定して適した手段で

住所

新興市場のビジネス開発へ

ディア︑エンターテイン

共通番号制度

理由として︑障害の調査

に東証のＩＴ部門の職員 なる︒消えた年金問題の

ットワーク化が進み︑情
関では︑企業が求める情

になり︑対策が後手に回
担当する︒

いる︒さらに学生が就職

授が開発した津波伝播の

な計算量が必要となるた

津波が市街地に与える

データを蓄積していく︒

イブ旅行中には立ち寄り らけ出すことになり︑悪

の情報を把握でき︑ドラ る以上に自分の実体をさ

業で対応して来たトラブ

２つ目は︑﹁アレキシサイミア

ティングは︑システムエ

傾向を有する人を個人情報保護の

っている︒１つ目は﹁ＩＴ技術者

術者や現在のスキルが陳腐化する

別し︑いたらその

連絡できるスマートフォ

〒

ー︑日本セキュリティ監

ンガロールにＩＴ分野の

中東︑東南アジアなど他

▼社会保障と税

にかかわる個人

情報を﹁マイナ

ンバー﹂でまと

を実施した保守担当ベン

が︑障害対応時に直接状 ような︑ずさんな管理が

報セキュリティ人材像が

りがちになる構図となっ

した後も︑大学などで継

東北大学と富士通は︑

二次元シミュレーション

影響を計算する三次元シ

としている︒

と日本人は抽象よりもはっきりと 遂行するというプロセスを厳守す

可能な充電スポットへの 用できてしまう︒すでに

の能力開発に重点を置き技術者を

レスが蓄積されな

メールなど状況に適した

社員にかかるスト

ン向けのサービスを開発

無料おためし版申込書

査学会︵ＪＡＳＡ︶と︑

研究会社﹁リコー・イノ

名を

ほかに工学院大学の大木

メント︑金融︑ヘルスケ

で︑従業員数は約

榮二郎教授など４名の大
ベーションズ・プライベ

アなどの領域で研究開発

リコーは︑インドのバ

学教授が参加する︒民間
ート・リミテッド﹂︵Ｒ

教育界からは江崎教授の

からはＪＮＳＡやＪＡＳ

を行い︑新興市場である

ＩＴソリューションを開

の新興国市場への展開も

インドのニーズに合せた

ＩＰＬ︶を設立した︒

ンバレーの同社の研究開

発する︒現地でビジネス

ＲＩＰＬは︑米シリコ

Ａ会員企業のセキュリテ

ＩＴベンダーなどが参加

発子会社であるリコーイ

ィベンダー︑キャリア︑

する︒

今後の再発防止策とし

図る︒

分まで売

展開した後︑アフリカや

時

ダーの富士通が当日の売

況を確認するほか︑運用 なくなり︑運営コストが

める︒個人所得

東京証券取引所︵東証︶ ハ ー ド に 障 害 が 発 生 し

買業務に影響がないと誤

て︑障害時に業務への影

た︒その際に︑予備系シ

認したこと︑さらに東証

買停止となった︒

銘柄が

ノベーションの子会社

６月をめどに現状調査

詳細明らかに

システム
障
害

ステムへの移行が正確に

報通信技術への依存度が

わかりにくいということ

ている︒
ＷＧでは︑情報セキュ

柄と札幌証券取引所の全

三次元津波シミュレーシ

技術を連携させ︑新しい

防や避難ビルの設計︑ハ

三次元流体シミュレーシ

いる世界最速のスーパー

形を備えた具象に強いが︑システ ることを主張している︒技術上の

主旨を前提に識別し︑その人のス

距離や走行時間などの情 問題となっている﹁なり

旅行先での充電スポット うと︑自分が記憶してい

ムの分析や設計・開発には高い抽 問題は積極的に吸い上げるなどに

トレスの蓄積を回避する方策を採

はめるには文化の差の翻訳が必要 を託すに値する会社であることを

孤立させず︑的確に問題が解決で

といった今後のキャリア形成に対

報が表示されるため︑安 すまし﹂から︑個人のト

象化能力を必要とする︒また︑Ｉ より︑技術者を孤立させない仕組

に見えるが︑限界を超えると突然

になり︑すでに国民性という要因 部下や社員に語り続けていくこと

きる体制／仕組みの構築を﹂とい

そこで提言では︑経営者はこれ

して不安を抱える技術者も多い︒

簡単な質問で判別可能

る﹂という提言だ︒

感情に基づく身体の感覚を認識す

うつ病の症状が発症するというこ

部からの刺激を認知し︑それに単

うもので︑アレキシサイミア患者

いように配慮して

コミュニケーション手段

した︒

２０１１年秋・冬号の無料送付の申込受付中

高度情報セキュリティ人材育成

産学連携で育成スキーム

社などは︑産学連携で高度情

構築に向け取組み開始
日本ネットワークセキュリティ協会︵ＪＮＳＡ︶など４団体および

をはじめ︑産学双方向で

といった教育内容の整備

必要な教育を受けられる

報セキュリティ人材育成のスキームを検討するワーキンググループ︵ＷＧ︶
を立ち上げた︒ＷＧでは︑

界が連携して情報セキュリティ人材の育成やスキルアップに向けた課題を洗い出し︑高度人材育成の
受講環境や仕組みの構築

国内で継続的かつ効果的に情報セキュリティ人材の教育を行っていくことを目的に︑教育機関と産業

ための方策を策定していく︒そのほかに︑大学などで育成した人材の企業へのマッチングも行う︒

ィスキルを持つ学生と︑

は︑２月２日に発生した

行われなかったため︑７

再発防止に運用体制変更

そのスキルを必要とする

に関する詳細を明らかに

株式売買システムの障害

高まる一方︑サイバー攻

もあり︑適切な教員や教

リティ人材育成に求めら

バー８台のうち１台で︑

特定の情報セキュリテ

む︒名称は︑﹁産学情報

企業をつなぐために︑実

に取組む︒

セキュリティ育成検討会

践的なインターンシップ

れらの問題の解決に取組

http://www.josan.jp/

ベンダーの東証システム 減る︒福祉や税の公平化

撃によって企業や政府機

材が不足している︒教育
ＪＮＳＡなどは︑産学

続して学習できるような

せるには時間も足りな

ｉｎｆｏ＠ｊｏｓａｎ.ｊｐ

がベンダーの報告を受け

関の対策が不十分である

内容も日々変化し︑教育
れるスキルマップや教材

い︒

ご意 見・ご感 想 はメー ル で

分に株式売買システ

ＩＴ技術者教育

時

ことが露呈したように︑

連携でＷＧを立上げ︑こ

その結果︑企業側も必

組込みシステム

した︒

社会全体で情報技術の進
機関だけで教育を完結さ

ョンの共同研究を開始し

め︑共同開発した新技術

ザードマップ︑避難誘導

河川を遡上する際のシミ

市街地の浸水や津波が

ソースを活用する︒

い︶﹂の大規模な計算リ

コンピューター﹁京︵け

化に情報セキュリティ対

津波対策で共同研究

ビッグデータ

Ｔ技術は欧米文化の産物で︑日本 みや体制の構築が重要となる︒具

ＩＴ業界ではうつ病を患う比率

ることが困難で︑自分以外の人の

でストレスが発生する︒そのほか が欠かせない︒

人の要求を欧米発のモデルに当て 体的には︑自社のビジョンや今後

が他業種よりも高く︑経営者や上

とになる︒

にも︑システム構築プロジェクト

感情についても表現することが困

こういった事実を踏まえて情報

難といった特徴がある︒

外見は安定していても突然うつ病に

純に反応する傾向が強いという︒

が引き金になっている例が増えて 像の過程が限られているほか︑外

原因として﹁アレキシサイミア﹂

総じて︑感情を認識することが得

だけでなくＩＴ技術者に対する心

感情の表現ができない

自治体のＩＴ化

の候補が表示される︒

13

3

今後の特集テーマ

連絡したい相手のスマ

新媒体『 I T活用事例』

リコー

30

デンソーコム／日本ユニシス
欲しいとしてい
る︒

メール

38

司︑さらに業界全体でのメンタル

ているが︑その一環として情報シ
ステム学会が﹁アレキシサイミア
︵失感情症︶への対応についての

アレキシサイミアは︑失感情症 意でなく︑感情を言葉に出して話

らの現状を把握してＩＴ技術者の

提言﹂を発表し︑うつ病にかかる

のほかに︑﹁失感情言語化症﹂や
﹁感 すことや︑ストレスを持っていて

使いを説いた内容となっている︒

能力開発に重点を置き︑その開発

このほかにも︑空想が貧弱で想

情言語化困難症状﹂とも呼ばれて 苦しいという状況でさえも認識で

ＩＴ技術者は︑仕事でさまざま

いると指摘している︒

きないという症状が出る︒そのた

いる︒この傾向を有する人には︑

ＥＶ向けに旅行支援

27

された能力をベースにして業務を

め︑外部からは安定しているよう
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によるシミュレーション

富士通が開発した大規
ョン技術を開発する︒

ョン技術と︑日本の津波
ミュレーションは︑５０

模並列コンピューター用

研究の第一人者である東

アレキシサイミアに注意を

ＨＡトータルコンサルティング
なストレスを受けている︒もとも

自分の感情を認識することやその
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検索サイトで無償提供

ヘルス対策意識の向上が求められ

情報システム学会が業界の対応に提言
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米ベライゾンがデータ漏えい状況を調査
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技術者は内にこもりがちになるためメンタルヘル
ス対策では管理者のフォローが重要になる
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