
(ISC)²とCCSP資格のご紹介



22,000+ Members (Asia Pacific)
160,000+ Members (Global)

175 Economies

• (ISC)2 (International Information 
Systems Security Certification 
Consortium)は、1989年米国で設立
されたNPOで、世界160ヶ国以上で
16万人を超えるメンバーがいます。
日本のメンバー数は約3000名です。

• グローバルでセキュリティ専門家の成
長を支援しています。

Who is (ISC)2?



主な認定資格
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世界各国で約15万人が保有する、情報セキュリ
ティ専門家資格のグローバルスタンダードです

日々の業務に必要な情報セキュリティの体系的な
理解を認定する資格。ネットワークエンジニア・
システムエンジニアなどにおすすめです。

クラウドサービスを安全に利用・運用するための
スキルを認定する資格。2020年4月より日本語で
受験が可能となり、資格保持者が増えてきていま
す。



グローバルでの認知

詳細はこちら：https://www.isc2.org/about/Accreditation-Recognition-and-Endorsement 4

私たちの資格は、世界の主要な組織や政府によって認知、認定、支持されています。

CCSPは、
ISO/IEC/ANSI/AS/NZS17024

認定を受けています。

CCSPは、国際認定フォーラム
（IAF）によって承認されています。

CCSP認定は、National Infocomm Competency 
Framework（NICF）に準拠しています。

CCSPは、Enhanced Competency Framework on 
Cybersecurity(ECF-C)におけるバンキング・プラク
ティショナーのためのプロフェッショナルレベルの

認定資格として認められています。

(ISC)²は、AC474「IAS Accreditation 
Criteria for Bodies Operating Certification 
of Persons」の要件を満たす米国初のサイバー
セキュリティ資格機関であり、資格ポートフォリ

オ全体でISO/IEC Standard 17024:2012に
準拠しています。



グローバルでの認知

5

私たちの資格は、世界の主要な組織や政府によって認知、認定、支持されています。

CCSPは、ビクトリア州政府機関の職
員を対象に、首相内閣省が発行する
Deed of Standing Offerを通じて

提供さます。

CCSPは、ニューサウスウェールズ州政府
機関の従業員を対象に、サイバー・
ニューサウスウェールズ社を通して

「Preferential Pricing 
Agreement(優待価格協定)」を通じて

提供されます。

AISAは、学生や初期キャリアのメンバーに対して
CCSP資格を推奨しており、AISAメンバー特典として

資格リソースやトレーニングへのアクセスを
提供しています。

CCSPは、ACSの「Certified 
Professional(CP)」および「Certified 

Technologist (CT)」資格の
パスウェイとして認められています。

詳細はこちら：https://www.isc2.org/about/Accreditation-Recognition-and-Endorsement



Title with content

• Bullet level 1

— Bullet level 2

o Bullet level 3

▪ Bullet level 4

－ Bullet level 5

Footnotes & Sources
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(ISC)²と一緒に目標を
達成しましょう！

• 自分の専門性を認めてもらいます。

• セキュリティに関するキャリアを構

築します。

• サイバーセキュリティチームを構築

します。

• 安全で安心なサイバーワールドを実

現します。
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CCSPを取得すべき人

• クラウドセキュリティの仕事に従事している方

• サイバーセキュリティの役割を担い、その役割の中
でクラウドセキュリティを管理してきた方

• IT関連の仕事をしており、その一環として、サイ
バーセキュリティやクラウドセキュリティに取り組
んでいる方

• IT業界で数年働いた後、サイバーセキュリティの修
士課程で学んでいる方

• IT/サイバー/クラウドを専門とするリスクマネジメ
ント、プロジェクトマネジメント、または法務の
バックグラウンドをお持ちの方
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CCSP資格について

• CCSPは、クラウドセキュリティ資格のゴールドスタンダードです。

• CCSPは、クラウドのあらゆる側面と、クラウド環境のセキュリティを確保する
ための基礎知識を網羅しています。

• CCSPは、現在最も求められている資格の一つであり、需要のある資格トップ10
に常にランクインしています。

• CCSPは、クラウドセキュリティ業界のパートナーやクラウドアーキテクト／エ
ンジニアの意見を取り入れたCBK (Common Body of Knowledge)に基づいて
います。

• CCSPは、高度な資格、知識、経験を保持していることと、あなたが経験豊富な
クラウドセキュリティの専門家であることを証明します。

• あなたの認知度と信頼性を高めることができ、クラウドセキュリティにおける熟
練した経験と倫理観を持ったリーダーとしてアピールすることができます。
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CCSP取得のメリット

“2021年のIT資
格トップ15”

CIO Magazine

CCSPの
平均年収

US$138,610
(1,500万円超)

“クラウド
セキュリティ
資格のNo.1”

Cloud Computing 
Intelligence
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CCSPチャレンジセミナー
• (ISC)²では、定期的にCCSP資格に関するセミナーを開催しており、録画版はいつで

もご視聴いただけます。

• CCSP資格についての説明に続き、(ISC)² 認定講師の諸角昌宏氏がCCSPの6ドメイ

ンの中から要点をピックアップして講義します。

• 録画版のご視聴はこちら

Footnotes & Sources

※このセミナーは、 10月11日に開催されたものです。
10

https://www.isc2.org/News-and-Events/Webinars/APAC-Webinars?commid=508008&utm_source=NCA


公式 CCSPトレーニング (オンライン開催)

• 日時：

2022年2月16日(水)～18(金), 24(木), 25(金) ※申込締切1月26日(水)

• 参加方法：

▪ Webブラウザ経由(WebExプラグインが必要)

▪ トレーニングから180日間は録画を視聴することが可能

• 講師：(ISC)²認定講師 諸角昌宏氏

• 対象：一般 (誰でも参加可能)

• お問合せ、お申込み先：

NTTアドバンステクノロジ（株） セキュリティ事業本部

ccsp_exec.scm@ml.ntt-at.co.jp https://www.ntt-at.co.jp/product/ccsp/
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mailto:ccsp_exec.scm@ml.ntt-at.co.jp
https://www.ntt-at.co.jp/product/ccsp/


CCSP CBKのドメイン

クラウドガバナンス-法律、
リスク、コンプライアンス クラウドの概念、

アーキテクチャ、設計

クラウドデータ
セキュリティ

クラウドプラットフォームと
インフラストラクチャセキュリティ

クラウドアプリケーション
セキュリティ

クラウドセキュリティ
オペレーション

CCSP Ultimate Guide

ダウンロード

12

https://www.isc2.org/Certifications/Ultimate-Guides/CCSP/jp?utm_source=NCA


CCSP試験

• 日本語で受験可能 (英語併記)

• CBT (PCで受験) ・3時間

• 125問・多肢択一

• 1000点中700点で合格

(スケールドスコア)

受験会場

Pearson VUEで
申し込み・受験

認定試験の概要 受験費用

$599USD

認定試験の概要(Exam Outline)がダウンロードできます。
英語版: https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/Exam-Outlines/CCSP-Exam-Outline.ashx?

日本語版: https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/CCSP/Japanese/CCSP-Exam-Outline-Japanese.ashx
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https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/Exam-Outlines/CCSP-Exam-Outline.ashx
https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/CCSP/Japanese/CCSP-Exam-Outline-Japanese.ashx


必要な経験

• 5年の業務経験

▪ 3年の情報セキュリティ業務

▪ CCSPのドメインに関する1年の業務経験

• CISSPを持っている人は充足しているとみなされる

https://www.isc2.org/endorsement

(ISC)²メンバーからのエンドース(推薦)

Exam Action plan

ダウンロード
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https://www.isc2.org/endorsement


CCSPとCISSP について

クラウドセキュリティに関する専門的な知
識を得たいサイバーセキュリティの専門家

幅広いセキュリティ知識を身につけ
たいクラウドセキュリティ担当者
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資格の維持

• 3年で90CPE (継続教育)

▪ カンファレンス参加やトレーニング受講など、教育1時間あたり1CPEとしてカウントされます。

▪ (ISC)² Japan Chapterのメンバーとして活動に参加すると、ChapterがCPE登録してくれます。

▪ (ISC)²からも、WebinarやPDI(オンライン学習)などのCPE取得機会を提供しています。

▪ CISSPなど他の(ISC)²資格を持っている人は、両資格に共通する教育内容であれば、両資格のCPEと

してカウントすることができます。

▪ CPEガイドライン: japan.isc2.org/member_cpecredit.html

• 年会費($125USD)の支払い

▪ 複数資格を持っている場合でも全部で$125USDです。
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CCSP認定保持者インタビュー

• CCSPに合格された秋葉氏(NTTアドバンステクノロジ株式会社)のインタビューを

(ISC)²のWebサイトに掲載しています。どうぞご覧下さい。

https://japan.isc2.org/ccspinterview_1.html
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https://japan.isc2.org/ccspinterview_1.html


Footnotes & Sources
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資格やトレーニングについては下記までお問い合わせ下さい。

infoisc2-j@isc2.org

Thank You

mailto:infoisc2-j@isc2.org

