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情報処理推進機構(IPA)のご紹介

ＩＰＡ 検索

⚫日本のIT戦略を技術面、人材面から支えるために設立さ
れた、経済産業省所管の独立行政法人

⚫誰もが安心してITのメリットを実感できる“頼れるIT社会”
の実現を目指しています
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なぜ対策が必要か？

⬧ 大企業だけではなく、中小企業もサイバー攻撃の
ターゲット

⬧ 取引先攻撃への踏み台にされる懸念

⬧ サイバー攻撃だけではなく、内部不正やミスによる
情報漏えいや情報の棄損、消失もあり得る

⬧ 金銭的被害、業務停止・遅延、信用失墜。。。

⬧ せっかく築き上げたものを失わないために

⬧ 積極的に取り組むことでプラスにも
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・中小企業に対するサイバー攻撃の調査・分析結果
（大阪商工会議所）
調査対象：大阪市内を中心とした中小企業30社
期間：2018年9月～2019年1月の約3～4ヵ月
方法：対象企業にセンサを設置し収集した通信パケットを分析

【受けた攻撃】
・30社すべてにおいて不正な通信を検知
・外部から不正に社内端末リモート操作の可能性
・社内端末と悪性サイトとの通信を検知
・DDoS攻撃を目的とした通信パケットを受信

事例1:

調査対象全社で不正な通信を検知

出典：大阪商工会議所「平成30年度中小企業に対するサイバー攻撃実情調査（報告）」より
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/20190703cyber_h30.pdf

※DDoS（Distributed Denial of Service）・・・企業等が提供しているインターネットサービス（ホームページなど）に
対して大量のアクセスを仕掛けて高負荷状態にさせ、サービス提供を
不可能にする攻撃
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昨年度の実証事業の結果から見えたこと

サイバーセキュリティお助け隊実証事業

受託事業者 地域
参加

中小企業数

株式会社デジタルハーツ 宮城県、岩手県、福島県 111

東日本電信電話株式会社 新潟県 148

富士ゼロックス株式会社 長野県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県 112

SOMPOリスクマネジメント株式会社 神奈川県 150

株式会社PFU 石川県、富山県、福井県 120

MS&ADインターリスク総研株式会社 愛知県 201

大阪商工会議所 大阪府、京都府、兵庫県 112

株式会社日立製作所 広島県、山口県 110

計1,064社の
中小企業が

参加

全国8地域において、地域の団体、セキュリティ企業、保険会社
等が実施体制を組み、中小企業向けのセキュリティ対策支援の
仕組みの構築を目的とした実証事業を実施。

⚫ 実証参加企業に対して、セキュリティ機器等によるサイバー攻撃
の実態把握（727社）、及びアンケート等によるセキュリティ対
策状況等の把握（1,716社）を行った。

⚫ 全国８地域合計で128件のインシデントが発生し、そのうち駆け
付け対応が18件発生した。
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中小企業にもサイバー攻撃は
現実に行われている！



・IPA事業「お助け隊」（後述）で、攻撃者のサーバへの
不正通信を検知
不正通信先：過去にマルウェアの配布や、ランサムウェアの配布に

利用されていることが確認されている攻撃用サーバ＊

経 過：自社では当該端末を特定できず
⇒「お助け隊」事業者が端末特定を目的にネットワーク接続端末一覧を作成する
機器を設置し、社内端末の“見える化”を実施。社員の私物端末と特定

【原因】社内無線LANに無断で接続された
社員の私物スマートフォン

【想定される被害】
マルウェアの感染により、
・社内の機密情報の漏えい ⇒ 取引先からの信用失墜
・それがランサムウェアの場合、暗号化され身代金要求
⇒ 事業継続不可能、経済的被害

事例2:

私物端末を社内ネットワークに接続

出典： NTTアドバンステクノロジ株式会社 2019年10月16日「サイバーセキュリティ事後対応支援実証事業」中間報告会資料より
＊C2サーバのこと。C2サーバとは、不正に乗っ取ったコンピュータのコントロール役を務めるサーバ。
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（１）今回の事象から考えられる被害予測

前提：私物スマートフォンがマルウェアに感染
社内LANと通信可能なWi-Fiアクセスポイントへ接続可能な状態

⇒ スマートフォンに感染しているマルウェアがWi-Fiを経由して社内LANに侵入
業務用の全PCに感染、業務停止や機密情報が漏洩する可能性あり

（２）対応にかかる概算費用予想（設備費用やUTM監視費用、賠償損害は含まない）

【前提条件】業務用PC25台、売上高100万円／日、復旧まで14日間

①初動対応 約15万円（検知対応、コントロールセンター対応）
②調査対応 約2610万円
・デジタル・フォレンジック 約2,500万円（約100万×25台の業務用PC）
・インシデントレスポンス対応（オンサイト） 約100万円（3日間）
・旅費・宿泊費 約10万円

③復旧費用 約500万円 （PC1台約20万円×25台）
④事業停止による損失等 約1800万円
・インシデント処理対応 約200万円
・広報対応 約200万円
・事業停止による機会損失 約1400万円
（仮で1日あたり100万円の売り上げ×復旧まで14日間） 等

合計 約4925万円

出典：MS&ADインターリスク総研株式会社 2019年10月16日「サイバーセキュリティお助け隊実証事業（愛知県）」中間報告会資料より

事例2に関連して：

マルウェア感染による想定被害額
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中小企業における過去の被害事例

事例 業種 所在地 従業員規模

ウイルス対策ソフトの契約更新を失念し、数日間サポートが切れた。
そのわずかの間に、インターネットに繋がっていたPCが「トロイの木馬」
に感染した。
急ぎアプリケーションを停止し、自社でリカバリーしたが、復旧までに
約2か月を要し、その間、仕事にも支障をきたした。

卸売業 福岡県 21～50名

従業員がメールに添付されていたファイルを不用意に開き、自社の
基幹システムの設定が書き換わる障害が発生した。
システムベンダの協力を得て障害の調査を行い、復旧するまでの
1週間ほど、基幹システムの一部が使用できなくなった。

製造業 静岡県 51～100名

役員のパソコンがウイルスに感染し、保存されていた過去の電子メー
ルが、これまでの送受信先などに大量に送信され、自社および取引
先の重要な情報が漏洩してしまった。取引先からはクレームが上がり、
謝罪をしたものの信頼を失墜することとなった。

製造業 栃木県 51～100名

ある日届いた経営者宛のメールに添付されているファイルを開いて
しまった結果、「ファイルをロックしたので、解除して欲しければ連絡を
するように」と電話番号を含む警告画面がパソコンのスクリーン上
に表示され消えなくなった。
社内の重要データは共有サーバで管理されており、バックアップ等
を行っていたため会社としての被害はなかったが、個人の写真などの
データは参照できなくなっていた。

製造業 神奈川県 6～20名

ウ
イ
ル
ス
感
染

ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
出典：IPA「2016年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査-調査報告書-」より https://www.ipa.go.jp/files/000058502.pdf
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昨年
順位 個人の脅威 順位 組織の脅威

昨年
順位

NEW スマホ決済の不正利用 1 標的型攻撃による機密情報の窃取 1位

2位 フィッシングによる個人情報の搾取 2 内部不正による情報漏えい 5位

1位 クレジットカード情報の不正利用 3 ビジネスメール詐欺による金銭被害 2位

7位 インターネットバンキングの不正利用 4 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 4位

4位
メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手
口による金銭要求

5 ランサムウェアによる被害 3位

3位 不正アプリによるスマートフォン利用者への
被害

6
予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停
止 16位

5位 ネット上の誹謗・中傷・デマ 7
不注意による情報漏えい（規則は遵
守） 10位

8位 インターネット上のサービスへの不正ログイ
ン

8
インターネット上のサービスからの個人
情報の窃取 7位

6位 偽警告によるインターネット詐欺 9 IoT機器の不正利用 8位

12位 インターネット上のサービスからの個人情報
の窃取

10
サービス妨害攻撃によるサービスの停
止 6位

情報セキュリティ10大脅威2020
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中小企業における
セキュリティ対策の主導者

⬧ 従業員数が少ないほど「経営者」の割合が高く、従業員数が多く
なるほど「ITや情報システムの担当者」の割合が高くなっている

84%

56%

37%

23%

16%

16%

4%

17%

25%

29%

27%

13%

6%

13%

21%

28%

34%

34%

2%

7%

9%

13%

13%

25%

2%

5%

3%

3%

5%

7%

1%

2%

4%

4%

5%

3%

0% 50% 100%

1～5名 (N=1581）

6～20名 (N=1453）

21～50名 (N=1029）

51～100名 (N=609）

101～300名 (N=422）

301名以上 (N=67）

経営者(N=2751） 総務担当者(N=871）

ITや情報システムの担当者(N=846） 情報セキュリティ担当者(N=379）

営業担当者(N=190） その他(N=125）

出典：IPA「2018年度SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査」 https://www.ipa.go.jp/files/000072383.pdf
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中小企業における
情報セキュリティ対策の取組み状況

⬧ 「重要情報のバックアップを定期的に行う」が 84.6％と最も高く、次いで
「不審な電子メールを受信時のルール、対策製品活用」が74.5%

⬧ 一方、「情報セキュリティに関する規定、手順書策定」は30.9%止まり

出典：IPA「2018年度SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査」 https://www.ipa.go.jp/files/000072383.pdf
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情報セキュリティ対策を進める上での
課題点

⬧ 「従業員の意識がまだ低い」が最も高く56.6%

⬧ 「情報セキュリティ対策の知識をもった従業員がいない」が42.7% 、
「業務を行うための人手が足りない状態である」が41.8%

56.6%

42.7%

41.8%

32.4%

30.8%

25.6%

9.7%

6.9%

4.6%

7.7%

1.1%

0% 50% 100%

従業員の意識がまだ低い

情報セキュリティ対策の知識をもった従業員がいない

業務を行うための人手が足りない状態である

経営層の意識がまだ低い

セキュリティ対策を行うための予算の確保が難しい

情報セキュリティ対策を相談する専門家が回りにいない

これまで情報セキュリティに関する事故も

起きておらず、必要性を感じない

情報セキュリティサービスに関する

外部の適切な委託先がみつからない

情報セキュリティ対策製品を扱う

サービスベンダや販売店が回りにない

あてはまるものはない

その他

出典：IPA「2018年度SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査」 https://www.ipa.go.jp/files/000072383.pdf
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情報セキュリティ対策の基本

⚫ 多数の脅威があるが「攻撃の糸口」は似通っている

⚫ 基本的な対策の重要性は長年変わらない

⚫ 後述する各脅威における対策のほか、上記対策は常に意識

攻撃の糸口 情報セキュリティ対策の基本 目的

ソフトウェアの脆弱性 ソフトウェアの更新 脆弱性を解消し攻撃による
リスクを低減する

ウイルス感染 セキュリティソフトの利用 攻撃をブロックする

パスワード窃取 パスワードの管理・認証の強化 パスワード窃取によるリスクを
低減する

設定不備 設定の見直し 誤った設定を攻撃に利用
されないようにする

誘導（罠にはめる） 脅威・手口を知る 手口から重要視するべき
対策を理解する

10大脅威 P.9



⬧ どこからどう始めたら良いか

• まずは、 基本的なセキュリティ対策から

• 組織の実態に合わせ段階的に

⬧ どこまで実施すれば良いか

• リスクを受容できるレベルまで

• 組織における改善点を把握し、対策の周知・実践

17

よくある質問

SECURITY ACTION の取組みから始める



SECURITY ACTION 制度概要
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

⬧ 中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを
自己宣言する制度

• 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに
２段階の取組み目標を用意

１段階目（一つ星）

「情報セキュリティ5か条」に取組むことを宣言

２段階目（二つ星）
「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把
握したうえで、「情報セキュリティ基本方針」を定め、外部に公
開したことを宣言
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⬧ 情報セキュリティ対策への取組みの見える化
👉 ロゴマークをウェブサイトに掲出したり、名刺やパンフレットに

印刷することで自らの取組み姿勢をアピール

⬧ 顧客や取引先との信頼関係の構築
👉 既存顧客との関係性強化や、新規顧客の信頼獲得の

きっかけに

⬧ 公的補助・民間の支援を受けやすく
👉 SECURITY ACTIONを要件とする補助金の申請、

普及賛同企業から提供される様々な支援策が利用可能

SECURITY ACTION 制度の特長
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IT導入補助金2020： https://www.it-hojo.jp/



①SECURITY ACTION 一つ星

「情報セキュリティ５か条」に取組むことを宣言

1. OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう！

2. ウイルス対策ソフトを導入しよう！

3. パスワードを強化しよう！

4. 共有設定を見直そう！

5. 脅威や攻撃の手口を知ろう！
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②SECURITY ACTION 二つ星

1. 「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」で自社の
状況を把握する

2. 情報セキュリティ基本方針を定め、外部に公開したこと
を宣言

＋
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・25項目の設問に答え、自社の情報セキュリティ対策の

実施状況を把握

５分でできる！情報セキュリティ自社診断

自社診断のための25項目

基本的対策 5項目

脆弱性対策、ウイルス対策、
パスワード強化など

従業員としての対策 13項目

標的型攻撃メール、電子メール、持ち
出し、廃棄、ウェブ利用など

組織としての対策 7項目

守秘義務、インターネット利用、ルール
化など
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SECURITY ACTION申込状況

中小企業数比（％）
：87,897
：12,910

（2020年7月現在）
福井県は17位

SA取得企業は2.7%
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SECURITY ACTION 申込手順

24



中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

入門から本格的対策までこれ一冊！

・情報を安全に管理するための

具体的な手順

・企業が認識すべき「3原則」

・企業がやらなければならない

「重要7項目の取組」

・ウェブサイトの運用・クラウド

サービス安全利用の手引き

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/
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経営者は、以下の３原則を認識し、対策を進める

経営者は何をやらなければならないのか

認識すべき「３原則」

原則１ 情報セキュリティ対策は経営者のリーダーシップで進める

・経営者は情報セキュリティ対策の重要性を認識する ・自らリーダーシップを発揮して対策の実施を主導する

・必要に応じて委託先が実施している情報セキュリティ対策も確認し、不十分な場合は対処する

・情報セキュリティに関する取組方針を常日頃より関係者に伝えておく
⇒ サイバー攻撃によるウイルス感染や情報漏えいなどが発生した際、説明責任を果たすことができ、

信頼関係を維持することが可能

原則２ 委託先の情報セキュリティ対策まで考慮する

原則３
関係者とは常に情報セキュリティに関する
コミュニケーションをとる

⇒ 要するに、社長自ら、「我が社は情報セキュリティ対策を実施します！」
と社内外に表明すること。

⇒ 要するに、情報セキュリティ対策について、自社だけでなく、仕事をお願いしている
相手先もよく確認しましょう！ということ。

⇒ 要するに、なにか事件が起きた時、慌てずしっかり「社長としての説明責任」が
果たせるように、日頃から状況把握しておきましょう！ということ。 26



・経営者は以下の７項目を自ら実践する、あるいは

・情報セキュリティ対策の責任者・担当者に指示し、
確実に実行する

経営者は何をやらなければならないのか

実行すべき「重要7項目の取組」

取組１ 情報セキュリティに関する組織全体の対応方針を定める

取組２ 情報セキュリティ対策のための予算や人材などを確保する

取組３ 必要と考えられる対策を検討させて実行を指示する

取組４ 情報セキュリティ対策に関する適宜の見直しを指示する

取組５ 緊急時の対応や復旧のための体制を整備する

取組６
委託や外部サービス利用の際にはセキュリティに関する責任を
明確にする

取組７ 情報セキュリティに関する最新動向を収集する
27



・できるところから始めて段階的にステップアップ

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

具体的な進め方

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

情報セキュリティ５か条
５分でできる！

情報セキュリティ自社診断
情報セキュリティ関連規程 より強固にするため方策

Step4
より強固にするための方策

SECURITY ACTION 
★一つ星を宣言

SECURITY ACTION 
★★二つ星を宣言

情報収集と共有

ウェブサイトの

情報セキュリティ

クラウドサービスの

情報セキュリティ

情報セキュリティ

サービスの活用

技術的対作例と活用

詳細リスク分析の

実施方法
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・自社診断で問題があった項目は、「解説編」を
参考に対策を決定

・付録「情報セキュリティハンドブック（ひな形）」を
編集して社内周知

組織的に取り組む

対策の決定と周知

解説編

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策
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・情報セキュリティ対策推進の管理体制を決定

本格的に取り組む

管理体制構築・情報セキュリティ予算化

・利用、検討している情報システムを把握
情報セキュリティ対策の予算も確保

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策
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・対応すべきリスクの特定
経営者が避けたい重大事故から、対応すべきリスクを特定

外部状況：法律や規制、情報セキュリティ事故の傾向、取引先からの
情報セキュリティに関する要求事項など

内部状況：経営・情報セキュリティ方針、管理体制、情報システムの
利用状況など

・対策の決定
リスクが大きなものを優先して対策を実施

いつ事故が起きてもおかしくない
事故が起きると大きな被害になる

リスクが小さなものは許容する

事故が起きる可能性が小さい
発生しても被害が軽微である

本格的に取り組む

情報セキュリティ規程の作成①

事故が起きると
大きな被害

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策
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・規程の作成
付録「情報セキュリティ関連規程（サンプル）」を活用

本格的に取り組む

情報セキュリティ規程の作成②

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策

名称 概要

1 組織的対策 情報セキュリティ管理体制の構築や点検、情報共有などのルールを定めます。

2 人的対策 取締役及び従業員の責務や教育、人材育成などのルールを定めます。

3 情報資産管理 情報資産の管理や持ち出し方法、バックアップ、破棄などのルールを定めます。

4 アクセス制御及び認証 情報資産に対するアクセス制御方針や認証のルールを定めます。

5 物理的対策 セキュリティ領域の設定や領域内での注意事項などのルールを定めます。

6 IT 機器利用 IT 機器やソフトウェアの利用などのルールを定めます。

7 IT 基盤運用管理 サーバーやネットワーク等のIT インフラに関するルールを定めます。

8 システムの開発及び保守 独自に開発及び保守を行う情報システムに関するルールを定めます。

9 委託管理
業務委託にあたっての選定や契約、評価のルールを定めます。業務委託契約
書の機密保持に関する条項例と委託先チェックリストのサンプルが付属します。

10
情報セキュリティインシデント
対応ならびに事業継続管理

情報セキュリティに関する事故対応や事業継続管理などのルールを定めます。

11
個人番号及び特定個人情報
の取り扱い

マイナンバーの取り扱いに関するルールを定めます。
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・情報収集と共有
情報セキュリティに関する情報収集の方法と情報共有の枠組み

・ウェブサイトの情報セキュリティ
ウェブサイトを安全に構築し、運用するためのポイント

・クラウドサービスの情報セキュリティ
クラウドサービスを安全に利用するためのポイント

・セキュリティサービス例と活用
情報セキュリティに関する外部サービス

・技術的対策例と活用
ITを活用する際の技術的対策

・詳細リスク分析の実施方法
付録「リスク分析シート」を活用した詳細リスク分析の実施方法

より強固にするための方策

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策
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より強固にするための方策

・メリット：情報システムを保有しないことによる費用や
手間の削減、柔軟な運用が可能となる

⇒ 情報システムが他者の管理下に

・所有するときとは異なる情報セキュリティ対策が必要

クラウドサービスの情報セキュリティ

Step1
できるところから始める

Step2
組織的な取り組みを開始

Step3
本格的に取り組む

Step4
より強固にするための方策

わが社の役割と
責任はどこまで？

自社 クラウドサービス事業者

責任
分界
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・クラウドサービスを安全に利用するためには、
何をやれば良いのかを説明
クラウドサービス安全利用
チェックシートで確認すべき
ことが分かる

・解説編で身近なサービスを例に
何を確認し、どうしたら安全に
利用できるかを紹介

中小企業のための
クラウドサービス安全利用の手引き
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4.参考：IPAのツール・制度のご紹介



・情報セキュリティ対策を「始めたい」
「強化したい」「学びたい」中小企業の方々を
サポートするポータルサイト

・5分でできる！自社診断
＆ポイント学習

・セキュリティプレゼンター
支援

・SECURITY ACTION
自己宣言者サイト

情報セキュリティ対策支援サイト
https://security-shien.ipa.go.jp/

情報セキュリティ対策支援サイト 検索
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・中小企業でも実施が望まれる基本的な情報
セキュリティ対策実施状況の診断ツール（無料）

・25の質問に答えるだけで診断でき、過去の診断結果や
同業他社との比較もできる

情報セキュリティ対策支援サイト

5分でできる！自社診断 オンライン版
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・職場での日常を取り入れた親しみやすいシナリオで、
セキュリティに関する様々な事例を疑似体験しながら
正しい対処法を1テーマ5分で学べる

・学習テーマは自社診断の25の質問と連動

情報セキュリティ対策支援サイト

5分でできる！ポイント学習

修了証も発行できます
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・セキュリティプレゼンター
IPAの情報セキュリティ啓発コンテンツを使用し、
中小企業等に情報セキュリティの普及活動をする者

・活動地域などを条件に
セキュリティプレゼンター
を検索可能

情報セキュリティ対策支援サイト

セキュリティプレゼンターの検索
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⑥情報セキュリティ安心相談窓口

・ウイルスや不正アクセスに関する相談にアドバイスを提供

・相談内容から判明したトラブルの傾向、手口、対策に関する情報を公開

平日 10：00-12：00､13：30-17：00

03-5978-7509
anshin@ipa.go.jp

IPA安心相談電話

メール

ポータル

メール、電話

で相談対応を行います

寄せられた情報をもとに被

害拡大防止のための情
報発信を行います

注意
喚起

安心相談窓
口だより

統計
情報

FAQ

突然ウイルスに感染していると

表示されたけど本当？

ファイルが暗号化されてし

まって開けない…

アダルトサイトの請求画面
が消えない…

情報セキュリティ安心相談窓口
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情報セキュリティ映像コンテンツ
映像で知る情報セキュリティ
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/

・情報セキュリティに関する様々な脅威と対策を10分程度のドラマで分か
りやすく解説した映像コンテンツをDVD、動画サイトで提供中

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9FCB56776EBCABB
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IT利用者に求められるIT知識を
習得できる国家試験

・IT利用者の情報セキュリティ対策に特化した国家試験です。

社会人として必要な情報セキュリティの知識を体系的に習得できます。

・身近な事例をベースにした実践的な出題。

試験時間・出題形式

時間
区分

試験
時間

出題形式
出題数
解答数

基準点

午前 90分 多肢選択式
(四肢択一)

50問
50問

60点
(100点満点)

午後 90分 多肢選択式
3問
3問

60点
(100点満点)

試験実施概要

・試験実施日

年2回実施（春期・秋期）

春期：4月第三日曜日

秋期：10月第三日曜日

・インターネット・郵便にて受付

受験を特にお勧めする方

・業務で個人情報を取り扱う方

・業務部門・管理部門で情報管理を担当する方

情報セキュリティマネジメント試験

試験の特徴

・ITパスポートは、ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべきITに関する
基礎的な知識が証明できる国家試験です。

試験時間・出題形式

時間
区分

試験
時間

出題形式
出題数
解答数

基準点

午前 120分 四肢択一 100問 60点
(100点満点)

試験実施概要

・試験実施日

CBT方式で随時実施中
CBTとは、コンピュータを利用して

実施する試験方式のことです。

・インターネットにて受付

メリット

試験勉強を通じ、幅広い分野の基礎知識が取得可能！

・情報セキュリティや情報モラルに関する知識が身に付きます

・企業コンプライアンス・法令遵守に貢献する正しい知識が身に付きます

・経営戦略、財務など、経営全般に関する基礎知識が身に付きます

・業務に必要なITの基礎知識が身に付きます

・システム開発などIT管理に関する基礎知識が身に付きます

ITパスポート試験

試験の特徴
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新国家資格
「情報処理安全確保支援士」

情報処理安全確保支援士

試験受験

登録簿へ登録
（申請が必要）

登
録
情
報
の

公
開

資
格
名
称
の

使
用

講
習
受
講

サイバーセキュリティに関する実践的な
知識・技能を有する専門人材を育成・確保

企業における安全な情報システムの
企画・設計・開発・運用を支援、
サイバーセキュリティ対策の指導・助言を実施

通称：登録セキスペ
（登録情報セキュリティスペシャリスト）

①人材の質の担保
・「情報セキュリティスペシャリスト試験」をベースとした
新たな試験の合格者を登録
・継続的な講習受講義務により、最新の知識・技能を維持

②人材の見える化
・資格保持者のみ資格名称を使用
・登録簿の整備・登録情報の公開（希望しない者を除く）

③人材活用の安心感
・国家資格として厳格な秘密保持義務、信用失墜行為の禁止義務
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独立行政法人 情報処理推進機構
セキュリティセンター

ご清聴ありがとうございました

〒113-6591
東京都文京区本駒込２－２８－８
文京グリーンコート センターオフィス

ＴＥＬ ０３（５９７８）７５０８ ＦＡＸ ０３（５９７８）７５４６
電子メール isec-info@ipa.go.jp
ＵＲＬ https://www.ipa.go.jp/security/
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