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パシオン通信 ４月号
今年は4名の新人が入社し、ささやかに入社式を執り行いました。
自己紹介は2～3面です。皆様には4月18日のキックオフにてお目にかかります。
どうぞ よろしくお願いたします。

不正ログイン対策 システム開発2部
セキュリティ委員会
Ｓ・Ｒ
入社おめでとうございます。早速ですが、
ネットショップの住所やクレジットカード情報やWebメー
ルやSNSなどの個人情報、ネットバンクや仮想通貨などの
資産といったネット上の個人情報・資産を守るために、
不正ログイン対策に関する特集がIPAのサイトに公開され
ていたので紹介します。
●パスワードについて
パスワードについては、従来どおり他人に推測されに
くいパスワードを設定する必要があります。
しかし、10桁以上・英大文字・英小文字・数字・記号
を混在させるなど、かなり複雑なパスワードでなけれ
ば、あまり意味はありません。
IPAでは、覚えやすく強度の高いパスワードをつくるた
めに、自分で決めたフレーズに対し、一定のルールで文
字を追記・変換してつくるコアパスワード作成の考え方
を紹介しています。

●2段階認証の設定について
最近、2段階認証の機能を実装して、設定を促すサイ
トが増えているように思います。
認証プロセスはサイトによりますが、たとえば、ま
ず自分のスマートフォンにGoogleやMicroSoftが提供し
ている2段階認証アプリをインストールし、アプリとサ
イトを紐づける設定を行っておくことで、アカウント
のID・パスワードを入力後、2段階認証ページに遷移
し、アプリを起動したときに表示されるコード（数分
ごとに更新される）を入力しなければログインできな
くなります。
万が一パスワードが突破されても、アプリによる認
証がなければログインすることはできないため、不正
ログイン対策には大きな効果があると考えられます。
＜出典＞
情報セキュリティ安心相談窓口 不正ログイン対策特集
ページ
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
account_security.html
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新入社員
はじめまして、Ｋ・Ｋと申しま
す。よろしくお願いします。 平成
２７年３月に九州大学工学部電気
情報工学科を卒業しました。その
後、同大学院を中退し、出身地で
ある静岡東部で１年間、スーパー
のアルバイトをしたり工場で短期
のライン工をしたりしていまし
た。現在２５歳です。この四半世
紀はさんざんなことばかりでしたが、今、こうして求
めていた方向の職につき、それなりに安定して生きて
いける運びとなったので良かったです。
情報系の学生の例に漏れず、自分もどちらかといえ
ばオタクな方なのでオタク界隈で有名な話やネットス
ラングはそこそこ分かると思います。ただ、広く浅く
なのであまり深いところの話は出来ません。
趣 味 は 読 書 や 音 楽 を 聴 く こ と、寝 た ふ り で す。
中学、高校の休み時間はずっとそれらをして過ごしま
した。あとは漫画も趣味です。昔、同人誌を作ってみ
たこともありますが、クオリティが低すぎて一冊もは
けませんでした。いつかリベンジしたいです。
博多のとんこつラーメンが好きです。麺の硬さを指
定出来たり、替え玉が出来たりするやつです。先日、
大船駅の近くで、そういった博多式のラーメン屋を
発見出来たのでとても嬉しかったです。
人間、どうしても相性の問題があって、どちらが悪
い訳でもなく、なんとなく価値観が合わないというよ
うなこともあるかと思いますが、そういった時にも
「仲良く」とまではいかなくても「仲は悪くない」程
度に良好な人間関係を築けたらいいなと思います。
最近、記憶力・体力・聴力などの衰えを感じます
が、社会人としてのマナーやオブジェクト指向プログ
ラミングの基本、Javaを覚えてしっかりと業務が出来
るように頑張っていきたいと思います。

自己紹介
初めまして、湘南工科大学工学
部情報工学科卒業のＵ・Ｓと 申し
ます。
大学ではプログラミングを始め、
広く浅く様々な事を学びました。
この知識が仕事をする上で少し
でも役に立てられるといいなと思
います。

卒業研究では音声の有無による学習効果の分析を行
いました。
内容は音声があるのとないのを比較して、どちらの
方が学習効果が高いのかを分析したものになります。
結論から言いまして、結果は統計的に有意な差は確認
できなかった、しかし確かな差は確認出来た。
でした。
一つの事に長期間集中して取り組み、結果を出した事
は大きな経験になったと感じます。
趣味はゲームと読書です。
ゲームはPCで出来るものに限り、家庭用ハードのもの
はほとんどやりません。
基本的には海外産の3Dゲームをデバックをするのが
趣味です。
デバックと言うとあれですが、本来起こり得ない事
や開発者が想定していない事をするのが好きで、不具
合の報告はついでだったりします。
それ以外はFPSやローグライク系、ハックアンドスラッ
シュ系のゲームが好きです。
あと麻雀を少し齧ってます。ゲーム以外で打った事な
いですが…。
読書は9割がライトノベルになります。他人の自由な
思想、世界が見えるのでライトノベルが好きです。
早めに足を引っ張らない程度には仕事が出来るくら
いになれるように頑張ります。
礼儀作法など不出来な事が多いかと存じますが、これ
からよろしくお願いいたします。
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東京電機大学理工学部理工学科
情報システムデザイン学系卒の
Ｔ・Ｙです。
あまり見ない漢字ですが名前は
“Ｙ・・・”と読みます。字面に
対して読みは普通だなと思うこと
があります。
大学では1,2年時に主にプログラミングや回路の勉
強をしていましたが、3,4年時にはデザインやサブカ
ルチャー寄りの分野を学びました。学業以外では
サークルや部活動にはほとんど参加していませんで
したが、４年間スーパーでアルバイトをしていまし
た。この間様々な年齢の方とお話できたのはいい
経験だったと思います。
趣味は主にゲームをすることと音楽を聴くこと
で、暇があると常にイヤホンをつけているような
こともあります。どちらもジャンルが若干マニアッ
クな気がします。趣味が趣味なのでインドア派で、
特に用事のないときはほとんど外に出ないこともあ
りますが、旅行をしたり料理を食べにいったり、
時折芸術鑑賞に出かけたりすることもあります。旅
行では大学生生活の間でカンボジアに観光に行った
のが印象的でした。木々の中にある巨大な寺院はど
れも壮観でした。基本的に見たことのないものや食
べたことのないものに興味をしめす傾向があるの
で、変わっているねと言われることがあります。
プログラミングは特別得意というわけではないの
ですが、仕事としていく以上は研修を含めた学習を
通してしっかりとものにしていけるよう努力してい
きます。大学を卒業したてで考えの甘いところが多
いとは思いますが、改善できるよう努めていきます
ので、都度ご指導いただけたらと思います。
これからどうぞよろしくお願いいたします。

はじめまして、東京電機大学出身
のＭ・Ｙです。
生まれは埼玉県の深谷市です。ネギ
のまち、過去ゆるキャラランキング2
位のふっかちゃん、ご存知ですか？
最近ではパラリンピックで村岡桃佳
さんがメダルを沢山獲得していまし
たね。小中と同じ学校で見てきまし
たがハンディーキャップに屈せずなんでも一人でやっ
てしまう大変たくましく自立した姿、ぼくも見習わな
ければいけません。
また、自分自身いろんな地方の方との交流がありま
すが最近では「埼玉の深谷か！名前知ってるよ！」と
いわれる確率が高まったのは地元愛も多少なりあるた
め非常に嬉しい限りです。
大学の研究については心理研究室であった事もあり
ホットな話題であるLGBT関係の対人距離について触れ
ました。知人の何か力になれば…と思って始めてまし
たがあまり大きな結果は残せませんでした。ですがこ
う言った研究を取り上げる生徒はかなり珍しいため、
人の目に触れて分野の研究の進む確率が高まっただけ
でも大変嬉しく思っています。
他には文化祭の実行委員会に在籍したりと、集団に
いる事は多かったかと思います。またアルバイトは
スーパーやコンビニとお客さんとの交流が何かと多い
種類(田舎はお客さんとの交流が多いです)を選んでい
たため、友人関係含め経験が合わさった影響か根っこ
にある内向的な部分は変わらないものの、比較的外交
的なタイプになったと自負しています。
その影響か特技は裏表なく誰でも平等に愛嬌良く接
せられること(友人談)だそうです。
趣味はゲームではありますが…最近は恋人と出かける
ことが多くファッションに非常に興味があります。
学習面としては確実な卒業や履修被り等の関係上、
あまりプログラム系の科目を取らなかったこともあり
知識としてはかなり遅れていることと思います。将来
的にどのレベルの技術者を目標するにしても土台が大
事かと思いますのでまずは資格獲得を目指して仕事に
慣れて会社ないし業界に馴染めるようしたいです。
またのんびり屋で極端な時間の使い方についても
変えていきたいと思っています。
会社の人間として、社会人として、どちらも人よ
りも学ぶことが確実に多く時間もかかるかと思います
が、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いしま
す！
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あれから7年・・・ システム開発2部

Ｋ・Ｙ

こんにちは。
現在、2018年3月11日です。
今日は、東日本大震災から7年になります。

ていたので駐車場を出てからはすんなり家に着きました。
信号の消えた道を直進するのも右折するのもほんと怖かったで
す。

みなさんはあの時、どのような状況だったでしょうか？
家に帰る手段がなく、歩いて帰ってたりした方も大勢いたので
はないでしょうか？

奥さんも車通勤のため仕事終え先に家についていましたが、家
の中の状況に呆然としていました。
ただ、私はテレビが倒れてないことにちがう意味で驚きました。

私はちょうどその日に有休をとっており、用があったので家か
ら車で15分くらいのショッピングモールの立体駐車場に車をと
めて、徒歩で20分くらいのところにいました。
覚えているのは、大きい揺れもですが、すごく長く感じました。
ただ西日本に住んでいたため、小さい頃から地域的に地震が
多かったため揺れながらも少し冷静で、「あ、これ液晶テレビ
倒れて壊れてるだろうな～…買い替えか～」なんてことを考え
てました。

そこからは、しばらくの間の食べ物と水の確保に走り、家の中の
片づけなどしたな～、電気や水道などのライフラインが切れなく
てよかったな～と断片的にしか覚えていないのです。

揺れがおさまり、幸いにも奥さんにもすぐ連絡が取ることができ
一安心。
家に帰るためショッピングモールに車を取りに戻る間、なんか
周りが少しおかしいことに気づきました。
街頭の液晶テレビに人が集まっており、覗いてみると本当に
映画のようなシーンで津波の映像が流れているのを今でも鮮
明に覚えています。
その日有休をとっていたことはすごく運のよかったことだと思い
ます。
メインの道路の信号がすべて消えていたため、駐車場から出
るのに1時間以上かかりましたが、家に帰るための裏道を知っ

昇進のお知らせ
4月1日付

システム開発2部 主任 Ｓ・Ｒ
システム開発2部 主任 Ｏ・Ｔ

最近では熊本でも大きな地震がありました。
ここ数年、年末は阿蘇近くにある黒川温泉というところで過ごして
います。
震災があった年末も行きましたが、熊本空港から阿蘇に続くメイ
ン道路が通子止めになっているのを知らず、いつも通り進んでし
まい途中から景色が一変しました。
周りには人の気配がなく、道路を修復するための重機がおいて
あるだけでした。周りにある家は瓦がおちたり、崩れていたり、土
砂崩れしていたり…
年末もまだ、その道路は通行止めでした。
私が直接できることはないのですが、熊本でお金を使うことで少
しは復興に貢献ができるのかなと思いつつ、♨→酒＆馬刺し→
♨のスペシャルコンボを楽しみに来年の予約を2017年12月31日
に済ませるのでありました… 以上

4月18日（水）19：00～ 第23期 キックオフ
場所：リトルキャット
横浜駅 西口 徒歩5分、鶴屋町３丁目交差点の手前
https://r.gnavi.co.jp/g374300/map/
5月19日（土）8：30～12：30
神情協主催、地引網＆ＢＢＱ
最寄り駅：片瀬江ノ島から徒歩5分
片瀬西浜海岸 網元：殿網（江の島水族館西側の海岸)
※ ご参加おまちしています。

報
※

パシオン通信大賞および平成29年度親睦会費決算報告は5月号にて掲載いたします。

本紙はパシオン社員の親睦を目的にした社内報です。パシオンをご理解下さる関係者に限定配布しております。
本趣旨にもとるご利用、お取り扱いはご容赦いただきます様お願い致します。
〒221-0052
横浜市神奈川区栄町1-1
KDX横浜ビル 7階

電話
FAX

045（450)1921
045（450)1922

ホームページもご覧ください
http://www.pasion.co.jp

発行責任者：Ｙ・Ｋ

