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第 218 回月例研究会：講演録【 情報処理安全確保支援士制度について（通称；登録セキスペ） 】
会員番号 2023 戸室 佳代子
【講師】経済産業省商務情報政策局

地域情報化人材育成推進室長

藤岡 伸嘉 氏

【日時・場所】2016 年 11 月 15 日（火）18：30～20：30 機械振興会館 B2F ホール
【テーマ】「情報処理安全確保支援士制度について（通称；登録セキスペ）」
【要旨】
近年、ソフトウェアの脆弱性（サイバー攻撃を受ける危険性がある弱点）に起因する被害や情報漏えいが
深刻化している。その一方で我が国のサイバーセキュリティの専門人材は不足している。そこで、政府機関
や企業等のサイバーセキュリティ対策を強化、最新のセキュリティに関する知識・技能を備えた高度かつ実
践的な人材を確保するため、このたび新たな国家資格である「情報処理安全確保支援士制度」が創設された。
今回は、この情報処理安全確保支援士制度について解説する。

【講演録】

１．サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の概要
日本年金機構の情報流出事案等を踏まえ、政府機関等のサイバーセキュリティ対策の抜本的強化を図る
ため、以下の改正を行う必要があった。
① 国が行う不正な通信の監視、監査、原因究明調査等の対象拡大
対象となる特殊法人・認可法人はサイバーセキュリティ戦略本部が以下のとおり指定。
日本年金機構、国家公務員共済組合連合会（KKR）
、地方公務員共済組合連合会、地方職員共済組合、
都職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公立学校共済組
合、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の９法人。
② サイバーセキュリティ戦略本部の一部事務を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に委託
秘密保持義務等を規定し、IPA その他政令で定める法人に一部事務を委託する。
また、サイバーセキュリティ対策の強化に係る観点から、情報処理の促進に関する法律（以下「情促法」
と言う。
）に以下の規定の整備を行った。
・サイバーセキュリティ戦略本部から委託を受ける事務に係る IPA の業務追加
・情報処理安全確保支援士制度の創設（名称独占、更新制、秘密保持義務等）
・ソフトウェアの脆弱性情報等の公表の方法・手続を整備
なお、サイバーセキュリティへの対応が重要であることから、経済産業省内にもサイバーセキュリティ
課を新設した。
（本法改正事項とは別の措置）

２．情報処理安全確保支援士制度の創設
（１）必要性・特徴
情報セキュリティ対策の強化に向けて専門人材の確保・育成が肝要であるが、その数は国全体では不足
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している。経済産業省が今年６月に出した調査結果では、IT 企業及びユーザ企業（情報システム部門）に
おける情報セキュリティ人材については、2016 年時点で 13 万 2 千人不足、2020 年には 19 万３千人不
足という推計結果が出ている。
現在、
IPA や民間団体によりセキュリティ能力を測る試験が複数実施されているものの、人材の所在が
「見
える化」されていない。また、日進月歩のセキュリティ知識を適時・適切に評価できるものとなっていな
い。例えば、昭和の頃に取得した情報処理の資格は現在の技術に照らし合わせて妥当とは言えない。その
ため、最新のセキュリティに関する知識・技能を備えた、高度かつ実践的な人材に関する国家資格が必要。

（２）業務等
「情報処理安全確保支援士は、サイバーセキュリティの確保の取り組みに関し、
① 相談に応じる。
② 必要な情報の提供及び助言を行う。
③ 実施状況について調査、分析及び評価を行う。
④ ③の結果に基づき指導・助言を行う。
⑤ 事業者、コンピュータを利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する。
ことを業とする。
」
（注；
「」内は情促法第 6 条の規定内容を講師が分解し、表現した文章である）
サイバーセキュリティ対策を「業」とする資格で、サイバーセキュリティ担当部門における緊急対応、監
査、管理業務やサイバーセキュリティスキルを必要とするセキュアなものつくり、セキュアな運用・保守、
管理業務などが仕事として想定される。スキルレベルとしては情報処理技術者試験のときの情報セキュリ
ティスペシャリスト試験のレベル 4 と同等だが、後述するが、講習受講が義務付けられていて、常にサイ
バーセキュリティに関する最新の知識及び技能を有していなければならない点が大きく異なる。

（３）関係法令
改正された法令（施行日：平成 28 年 10 月 21 日）
情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年法律第 90 号）
情報処理の促進に関する法律施行令（昭和 45 年政令第 207 号）
情報処理の促進に関する法律施行規則（平成 28 年経済産業省令第 102 号）

３．情報処理安全確保支援士の通称、ロゴマーク
国家資格としての法律上の正式名称は、
「情報処理安全確保支援士」だが、
通称は、登録セキスペ（登録情報セキュリティスペシャリスト）
英語表記は、RISS（Registered Information Security Specialist；アールアイエスエス）
ロゴマークはサイバーセキュリティ対策を業とする仕事人をイメージしたもので、登録した者は IPA に
申請いただくことで無償で名刺等に使用できる（実物は本議事録末尾の URL から参照してください）
。フ
レームは、盾（シールド）を意味し様々な脅威から情報組織や社会を守るエージェントを、深みのある青
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は誠実と冷静さを意味する。地球は、国際社会とデジタル社会を現す。羽は、IT による人々の生活と拡が
りと飛翔を意味する。4 つの星は、技術水準レベル 4 の 4 を現し、重要性の高い存在となることをイメー
ジしている。

４．情報処理安全確保支援士制度（登録セキスペ）の全体像
（１）登録セキスペとなる資格を有する者になる段階
①「情報処理安全確保支援士試験」の合格者
本試験は、平成 29 年春期（4 月）から実施する。
試験時間や出題形式、出題範囲、シラバスなどは情報処理技術者試験の「情報セキュリティスペシャリ
スト試験」をベースとする（従前の情報処理技術者試験と同様に午前Ⅰ免除も継続）
。
受験手数料は 5,700 円、実施回数は年 2 回（4 月・10 月）とし、情報処理技術者試験と同日・同じ会
場で行う。
②経過措置対象者
情報処理技術者試験の以下の試験区分の合格者は情報処理安全確保支援士試験合格者とみなす。ただ
し、制度開始から 2 年間（平成 30 年 10 月 20 日まで）に登録を受ける場合に限る。
・情報セキュリティスペシャリスト試験（平成 21～28 年度）
・テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験（平成 18～20 年度）
※情報セキュリティアドミニストレータ試験合格者は、当初対象とする予定であったが、平成 13～18
年に実施された試験であり直近のサイバー攻撃への対処等を考慮すると新しい知識・技能が要求される
こと、試験出題範囲が情報セキュリティスペシャリスト試験やテクニカルエンジニア（情報セキュリ
ティ）試験と異なり人材像も異なること、試験レベルがレベル 4 ではないことから対象外となった。

（２）登録を受けて登録セキスペとなる段階
申請者（登録セキスペとなる資格を有する者）は、申請書類を準備し、登録免許税（9,000 円の収入
印紙）
・登録手数料（10,700 円を IPA 指定銀行口座に振込み）を納付後、申請書類を IPA に提出（簡易
書留で郵送）する。IPA は、これを受理・審査後、登録簿への登録、登録証交付、登録事項などの公開を
行う。ただし、欠格事由に該当する場合は登録不可となる。登録セキスペの欠格事由は、成年被後見人
又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられ執行後 2 年を経過しない者、登録セキスペの登録を取り消され 2
年を経過しない者のいずれかに該当する場合である。（情促法第８条）
申請書類は、下記のものが必要となる。
① 登録申請書
② 戸籍謄本（抄本）又は住民票の写し
③ 試験合格証書（コピー）
④ 登記されていないことの証明書
⑤ 身分（身元）証明書
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⑥ 欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑦ 登録事項等公開届出書
登録申請は、2016 年 10 月 24 日から開始し、随時受け付けている。現時点で 400 人程が手続きを開始
されている。登録簿への登録、登録証の交付は 4 月 1 日（申請締切日：1 月 31 日）、10 月 1 日（申請締
切日：7 月 31 日）の年 2 回とする。ただし、経過措置対象者の最終登録分は、経過措置対象期間が 10 月
20 日までのため、申請受付を 2018 年 8 月 19 日までとする。

（３）登録セキスペとして活動、資格を維持する段階
企業等がその人材を安心して活用できるようにするため登録セキスペの登録情報などを IPA のウェブサ
イトで公開する。公開情報は、登録番号、登録年月日、支援士試験の合格年月、講習の修了年月日で、継
続講習（後述）の受講状況も公開される。継続講習は、最新のサイバー攻撃の状況や情報セキュリティ技
術について学ぶ場でもあり、最新のサイバーセキュリティに関する知識・技能を有していることの裏づけ
となる。
また、登録セキスペの業の特徴から、氏名、生年月、試験合格証書番号、自宅住所（都道府県のみ）
、勤
務先名称、勤務先住所（都道府県のみ）は、任意公開情報とし、本人からの届出書に基づき公開される。
これを踏まえ、自己 PR ページも今後準備予定である。
資格を維持するには、経済産業省の許可を受けて IPA が実施するサイバーセキュリティに関する講習を
継続的に受講しなければならない。講習未受講の場合は、資格名称の使用停止または登録抹消となること
がある。講習は、オンライン講習と集合講習を組み合わせて実施する。
① 講習の科目及び範囲
知識：攻撃手法及びその技術的対策、関連制度等の動向
技能：脆弱性・脅威の分析、情報セキュリティ機能に関連する企画・要件定義・開発・運用・保守、
情報セキュリティ管理支援、インシデント対応
倫理：登録セキスペとして遵守すべき倫理
② 実施形式及び時間
オンライン講習：毎年 1 回（1 回当たり 6 時間）
集合講習：3 年に 1 回（1 回当たり 6 時間）、ケーススタディによるグループ演習が中心
③ 講習受講料
オンライン講習：20,000 円程度、集合講習：80,000～90,000 円程度を想定している（2016 年 11
月に正式決定し IPA から公表予定）
。3 年間で 150,000 円程度となる見込みだが、本制度においては、
更新のための手続きや手数料は発生しない。
④ 講習受講の基本パターン
試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の者（基本パターン）
オンライン講習：年 1 回受講
集合講習：登録日を起点として、3 年目に 1 回受講
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4 年目以降もこのサイクルを繰り返す。
⑤ 試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超えている者
登録日を起点として、1 年以内にオンライン講習と集合講習をそれぞれ１回受講
2 年目以降（2、3、4 年目）は基本パターンで受講
基本パターンで登録する者より、初年度においては、80,000～90,000 円程度余計に費用がかかってし
まう。情報処理安全確保支援士試験合格後は、速やかに申請を出し、登録セキスペとして活躍していた
だくことを期待したい。
詳細は次のページを参照してください。http://www.ipa.go.jp/siensi/

【記録者所感】
セキュリティ対策は管理・運用とセキュアなものづくりの両面から構成され、どちらが欠けてもそこに
穴があいてしまう。また、欠けていなくても古くなれば弱くなってしまう。技術や知識は知っているだけ
では意味がなく、使えて初めて自分の強みになる。継続維持が大変な資格ではあるが、知っていることで
満足せず、常に最新を知り、それを使うことできる人材であることを証明する資格であると思った。
以上
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