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情報処理推進機構(IPA)のご紹介 

ＩＰＡ 検索 

日本のIT国家戦略を技術面、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、情報セキュリティ対策が必要か？ 

セキュリティの脅威の増大 

• 金銭等を目的として悪質化の傾向 

• 弱い組織を狙う、踏み台にする 

社会的要請、法的責任の拡大 

• マイナンバー法の施行 

• 個人情報保護法の改正 

取引先からの要請 

• リスク排除のための取引要件化の傾向 

 

情報セキュリティ対策はビジネス上必須となっている 
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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実施 

• 組織の実態に合わせ段階的に強化 

どこまで実施すれば良いか 
• 組織における改善点を把握し、対策の周知・実践 

• リスクを受容できるレベルまで実施 
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情報セキュリティ対策 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、情報セキュリティポリシー（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 
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SECURITY ACTION 制度の特長 

IT導入補助金要件化 



    一つ星の取組み目標 

「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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    二つ星の取組み目標 

「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、 
情報セキュリティポリシー（基本方針）を定め、
外部に公開したことを宣言 
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SECURITY ACTION 公式サイト 
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/ 

制度概要や支援策等を紹介 
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クリックして自己宣言者 
サイト（新規申込）へ 



SECURITY ACTION 自己宣言者サイト 
https://security-shien.ipa.go.jp/security/ 

新規申込やロゴマークを提供 
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クリックして使用規約 
確認画面へ 



自己宣言の手順 

① 使用規約を確認 
「ロゴマーク使用規約確認」にて規約をご確認ください。 

② 必要事項を入力 
「事業者情報入力」、「自己宣言入力」それぞれの画面で 
必要事項をご入力ください。 

③ 確認メールを受信 
「自己宣言受付確認のお知らせ」メールをお送りします。 
メール本文中のURLを押してください。 

④ 自己宣言ID※のお知らせ 
「自己宣言完了のお知らせ」メールにて、ログインに利用する 
自己宣言IDをお知らせします。 
※4で始まる11桁の番号です。2019年4月7日までにお申込みの場合は「アカウントID」と表記しています。 

⑤ ロゴマークダウンロード 
自己宣言完了後、1～2 週間程度でロゴマークのダウンロードに 
必要な手順をメールでお知らせします。 
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<参考> 
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 

 中小企業の経営者や実務担当者が、情報セキュリティ対策の
必要性を理解し、情報を安全に管理するための具体的な進め
方などを分りやすく示したガイドライン 

 「クラウドサービス安全利用の手引き」を追加 

 本編2部と付録より構成 
• 経営者が認識すべき「3原則」と、経営者が 

実行すべき「重要7項目の取組」を記載 

• 情報セキュリティ対策の具体的な進め方を 
分かりやすく説明 

• すぐに使える「情報セキュリティ基本方針」 
や「情報セキュリティ関連規程」等の 
ひな形を付録 
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お助け隊チーム 

中小企業における現場対応の徹底支援 
～事前の備えから、インシデントが発生してしまった後の対応・復旧支援まで 

 セキュリティ対策を始めるに当たって何をやればいいのかわからない、そういった悩みをもつ中小企業
に対し、専門家を派遣し、セキュリティポリシーの策定を支援。 

 インシデントが発生してしまったが対処方法がわからない、そんな中小企業の事後対応を支援する
簡易保険の実現を目指し、サイバーセキュリティお助け隊による支援体制を構築。 

中小企業 IPA 

情報処理安全確保支援士 
（登録セキスぺ） 

主に事前支援（セキュリティマネジメント指導） 主に事後支援（サイバーセキュリティお助け隊） 

・中小企業に専門家を派遣し、実践的なセ
キュリティ対策の定着につなげる。 

・中小企業がサイバー攻撃等で困った時の相談窓口、駆けつけ支援体制を構築。 
・将来的な民間サービスとしての自走を目指し、今年度は８地域で実証。 
・今年度の結果を踏まえ、来年度以降、全国展開を目指すための方策を実施。 

研修 
対策支援 
●ポリシー策定支援等 
●4回/1社の無償派遣 
●400社が対象 

中小企業 

地域のIT事業者等 
・駆けつけ支援 

ITベンダー等 
・セキュリティ機器の設置及び監視 
・相談窓口設置 
・一次対応、リモートサポート 

相談 

駆けつけ等の対応支援 

特定 防御 検知 対応 復旧 

損保会社 
・普及啓発説明会の開催 
・簡易保険の在り方の検討 

連携 

15 



支援チーム 

中小企業の 
情報セキュリティマネジメント指導事業 

 中小企業向けに情報セキュリティに関するマネジメント体制の構築に向けた支援体制を
構築し、全国の中小企業400社を対象に専門家派遣を実施。 

 専門家には、情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）等を起用し、中小企業の
現場に応じたリスクの洗い出しからマネジメントに必要なセキュリティ基本方針や関連規
定の策定に向けた支援を実施（1社あたり4回派遣、参加費無料）。 

事務局 

IPA 中小企業 
外注 

研修 

申込み 

対策支援（4回/1社） 

有事に備えて事前対策したいが 
何から始めれば良いのか… 
 

セキュリティの知識がある 
従業員がいない 
 

今から予算の確保が難しい 
 

＜支援体制＞ 
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情報処理安全確保支援士 
（登録セキスぺ） 



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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DHC_D DHC_D 

指導希望企
業の現状レ

ベル 
(想定) 

SECURITY ACTIONの

二つ星宣言を行う。 

現状評価
と気付き 

現在の対策レベルと経営者の意向を把握し、 

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

を活用して、具体的対策の実行計画を作成する。 

１ 

２ 

 今回の事業の達成目標と成果物 

今回の成果物 

 
情報セキュリティ基本方針 

/関連規程類 
 

情報セキュリティ対策
実行計画書 

自社 

診断

シート 
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DHC_D DHC_D 
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DHC_D 

 専門家の訪問指導プログラムの全体構成 

情報システム環境の理解とリスクの洗い出し 

指導先企業の事業内容と情報システム環境を把握し、経営者が認識している自社のセ
キュリティ課題（リスク）と当プログラムへの期待値を確認します。 

重点改善領域の絞り込みと基本方針の策定 

ＩＰＡ提供のツールを活用した自社診断結果から、潜在化しているリスクも把握した
うえで、基本方針と重点改善領域についてディスカッションを行います。 

関連規程等の検討と具体的改善対策の立案 

情報セキュリティ基本方針に基づき、必要な関連規程類の検討を行うと共に、具体的
対策案の妥当性や優先順位についてディスカッションを行います。 

対策や規程類などの成果物レビューとまとめ 

専門家が提示する実行計画案（一年間程度）についてディスカッションし、合意形成
を図ります。また企業側で作成した基本方針や規程の見直し案について、マネジメン
トシステムの実効性の視点からレビューを行い、二つ星の自己宣言手続きを進めます。 

事前準備#1 

第１回 

事前準備#２ 

第２回 

事前準備#３ 

第３回 

事前準備#４ 

第４回 

1～2 
週間 

2～3 
週間 

1～2 
週間 

1～2 
週間 

計2ヶ月 
程度 

(自社診断の実施によるリスク評価と分析) 

(訪問企業の事前情報収集とヒアリングシートの作成) 

(現在の関連規程類の点検と具体的な対策案の作成) 

(実行計画案の作成) 



DHC_D DHC_D 
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本事業の実施体制 

事務局 
富士ゼロックス（株） 

全国の中小企業 

独立行政法人 情報処理推進機構 
（IPA） 

業務委託 

専門家 

 事業の広報 
 専門家向け事業説明会の 

企画・開催 
 専門家と中小企業のマッチング 
 指導実施管理 
 謝金支払い事務 

 

 専門家指導の申込み 

 指導業務 
の委嘱 

指導の実施 

 本事業は、独立行政法人情報処理推進機構が実施し、その事務局業務については、富士ゼロックス株式会社に

委託しています。 

 専門家指導のお申込みやその後の手続きは、事務局（富士ゼロックス内）宛にご連絡ください。 

 また、実際の指導業務は事務局から委嘱された専門家が担当します。初回訪問から最終回（4回目）までの 

期間は、専門家とコミュニケーションを図りながら進めて頂きます。 



中小企業の情報セキュリティマネジメント指導業務 

申込方法及び手続きの流れ 

 申込必要記載事項を以下の宛先までメールを送付してください。 

 申込み受付後、事務局(IPAの受託事業者)から受領連絡と必要な情報の確認を行っ
た後、派遣の可否を決定。 

 派遣する専門家については、申込者近隣の登録セキスペを中心に調整予定。 

＜申込方法＞ 

宛先：info@sme-security.jp 
件名：中小企業の情報セキュリティマネジメント指導申込 
申込必要記載事項： 
 １．企業・組織名（社名・業種・従業員数） 
 ２．所在地（都道府県・市区町村郡・町名・番地／建物名） 
 ３．連絡担当者名（姓名（カナ）・部署・役職） 
 ４．連絡先（電話番号・メールアドレス） 
 ５．『SECURITY ACTION宣言』の実施有無について（一つ星or 二つ星or 未宣言）  
 ６．指導する情報処理安全確保支援士のご指名について（希望ありor 希望なし） 
 ７．情報セキュリティ対策の取組み状況、課題について（任意） 

対象者は、下記宛に1.～7.を記載の上メール送信。事務局からの受領連絡により申込み受付が完了。 

＜対象者＞ 
1. 中小企業（中小企業基本法に定めるところ） 
2. 情報セキュリティ基本方針や関連規定が未整備である中小企業 
3. SECURITY ACTION宣言（一つ星以上）を実施している（未実施の場合でも、お申込み採択後に実施できます） 

21 詳細はこちらから https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/management.html 
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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 

 

 

23 

チラシ配布 

情報セキュリティ対策支援サイト 検索 



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 

中小企業でも実施が望まれる基本的な情報セキュリ
ティ対策の実施状況を診断できる無料のツール 

 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ます 
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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 

職場での日常のひとコマを取り入れた親しみやすい
シナリオ仕立てで、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 
学ぶことができます 

学習テーマは自社診断の25の質問と連動しています 

修了証も発行できます 
25 



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 支援 

セキュリティプレゼンターは、IPAの情報セキュリティ
啓発コンテンツを使用して、中小企業等に向けて 
情報セキュリティの普及活動をしている方々です 

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 
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対策のしおり 
https://www.ipa.go.jp/security/antivirus/shiori.html 

情報セキュリティ上の様々な脅威への対策を 
テーマ別に分かりやすく説明した小冊子シリーズ
  

 

情報セキュリティ対策のしおり＋1 は   SECURITY ACTION 
「情報セキュリティ５か条」「情報セキュリティ自社診断」に対応 

27 



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 
解説した映像コンテンツ11タイトル 
をDVD（企業・組織向け）で提供中 

 

 YouTube「IPAチャンネル」では25タイトルをいつでも
試聴可能 

 

 2019年3月4日 新作映像公開 
「はじめまして、ペアコです。～親と子のスマホの約束～」 
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情報セキュリティ安心相談窓口 
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html 

IPAでは、一般的な情報セキュリティ（主にウイルスや不正アクセス）に関する技術的な相談に対してアドバイスを提供 
する相談窓口を開設しています。寄せられる相談に対して、事象の分析や助言を行うほか、相談内容から判明したトラブル
の傾向、手口、対策に関する情報の公開により、国民のセキュリティリテラシーの向上と対策の促進を図っています。 

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 

    

平日10:00-12:00 、13:30-17:00 
03-5978-7509 anshin@ipa.go.jp 

IPA安心相談 

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 

電話 

メール 

ポータル 
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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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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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