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免責事項

 本資料は、サイバーセキュリティの、特に人材に関する情
報提供を目的としております。サイバーセキュリティの技
術的な解説を行うものではありません。

 本資料に掲載されている情報は、2016年6月時点のもので
す。情報は不完全である可能性があり、その信頼性を完全
に保証するものではありません。また、記載内容は予告な
く変更される場合がございます。

 当社は記載されている情報、または情報の使用に起因して
発生する可能性のある結果に対して、一切の責任を負いま
せん。



業界動向①

政府の成長戦略で、IT強化、サイバーセキュリ
ティ対策は重要項目の１つ

生産性革命

産業の新陳代謝 世界最高水準のIT社会実現人材力の強化

✓ IoT、ビッグデータ、AI
時代に対応する新産業構
造ビジョンの策定

✓ サービス産業の活性化・
生産性の向上

✓ ベンチャー支援
ベンチャーチャレンジ2020

✓ 企業の人材育成等の取組
の情報提供の促進
• 教育訓練休暇制度、教育訓

練短時間勤務制度、セルフ
キャリアドックなどの導入
状況含む

• 各企業の人材育成の取組
データベース化

✓ セルフ・キャリアドック
の
導入促進

✓ 女性が働きやすい制度
✓ 高齢者の活躍促進

✓ サイバーセキュリティ対
策

✓ マイナンバー利活用範囲
の拡大

✓ パーソナルデータの利用
環境整備

✓ モバイル分野の競争促進

産業構想力の強化に関する実行計画（日本再興戦略改訂2015の重点施策）

産業構想力の強化に関する実行計画（2016年版）※より、当社ビジネス分野に近いものを一部抜粋
※安倍内閣の成長戦略である「日本再興戦略改訂2015（2015年6月）」に盛り込まれた施策のうち当面3年間に実施される重点施策
参考 内閣府成長戦略最新版 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html



業界動向②

サイバー攻撃の脅威は、年々高まる傾向にある
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平成27年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢について
警察庁

2016年3月17日
https://www.npa.go.jp/pressrelease/2016/03/20160317_01.html
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サイバーセキュリティ政策に係る年次報告（2015年度）
内閣サイバーセキュリティセンター

サイバーセキュリティ戦略本部
2016年6月13日

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/jseval_2015.pdf

標的型メール攻撃は前年比2倍、
センサーに対するアクセスは1.7倍、
ネットバンキングの不正送金も前年を
上回り過去最高記録を塗り替える

政府機関へのサイバー攻撃脅威の監
視について、2015年度は前年度比
1.5倍の約613万件の脅威を認知

https://www.npa.go.jp/pressrelease/2016/03/20160317_01.html
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/jseval_2015.pdf


業界動向③

 IT人材、特にセキュリティ人材は大幅に不足

人材の争奪戦が予測される

ユーザー企業で必要なセキュリティ人材数は

34.7万人
うち、人的・質的不足

24.6万人
「情報セキュリティ人材の育成に関する基礎調査」
情報セキュリティ人材不足数等に関する追加分析

2014年7月30日
http://www.ipa.go.jp/security/fy23/reports/jinzai/

IT人材不足が深刻化、2030年には

78.9万人 不足

うち、情報セキュリティ人材の不足は

19.3万人
IT人材の最新動向と将来推計に関する調査
2016年6月10日発表
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160610002/20160610002.html

人材不足解消に向けた政策の１つが、
情報処理安全確保支援士 の新設

http://www.ipa.go.jp/security/fy23/reports/jinzai/
http://www.ipa.go.jp/security/fy23/reports/jinzai/
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160610002/20160610002.html


サイバーセキュリティ人材の国家資格の新設

 新国家資格 「情報処理安全確保支援士」 (以下支援
士)
情報セキュリティスペシャリスト (以下SC) の後継となる資
格。SCと同水準の知識・技術が求められる

 2017年度より運用開始予定
- SC試験は2017年度より廃止

<SCと支援士の違い>

支援士 SC

更新制

登録制

名称独占
資格*1

＝ ＋

：人材の質の担保

：人材の可視化

：情報処理分野で初の
「士業*2」

• 情報セキュリティに関する技術、運用、管
理、法務、各種制度の把握など全般的な能力
が要求される

• 共通キャリア・スキルフレームワークのレベ
ル4
(試験で認定される最高レベル)

最新の動向を踏まえた専門的な知識・技能の維
持

専門人材を見える化することで、企業での活用
を促す

資格のメリットを確保し、人材育成を加速

*1資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。業務独占資格とはことなり、資格による独占的業務はない
*2「-士」という名称の専門資格職業の俗称

※2016年4月27日の政府の
中間とりまとめに準拠
数字等、各種条件は変更
される可能性がありま
す。



新資格 取得前/取得後のプロセス

以下の資格、経験がある
• 情報セキュリティスペシャリスト
• 情報セキュリティアドミニスト

レーター
• テクニカルエンジニア
• ほか、国指定の高度な情報セキュ

リティ関連実務の経験がある

資格取得から３年以内

試験を受験

支援士として登録

登録者情報はオンラインで公開
され、資格保持者を検索可能に

制度開始から
2年間、登録がない

3年ごとに更新

はい

はい

いいえ

いいえ

※2016年4月27日の政府の中間とりまとめに準
拠
数字等、各種条件は変更される可能性がありま
す。

合格

オンライン
受講*1

オンライン
受講*1

集合
研修*2

*1 年間6時間のオンライン受講
*2 3年ごとに集合研修を行う。開催は主要都市で年2回を想定。

研修後、習得度確認テスト不合格の場合は再講習が必要。再講習でも不合格となると、登録取り消しの可能性も

1年目 2年目

オンライン
受講*1

3年目



支援士 試験概要

資格条件：
安全な情報システムを企画・要件定義・設計・開発・運用・保守をす
るのに必要な情報セキュリティに関する知識・技能を有すること。
基本的にはSC試験がベースとなる。

※2016年4月27日の政府の
中間とりまとめに準拠
数字等、各種条件は変更
される可能性がありま
す。

(参考)



情報処理安全確保支援士 登録項目

登録事項 ウェブでの公開

1 氏名 任意

2 生年月日 任意

3 登録番号 必須

4 登録年月日 必須

5 資格試験合格日 必須

6 資格試験合格証書番号 任意

7 講習受講日 必須

8 登録取消日 なし

9 名称使用停止期間 なし

10 自宅住所、電話番号、メールアドレス等 任意

11 勤務先名称 任意

12 勤務先住所、電話番号、メールアドレス等 任意

13 写真 任意

14 得意分野、保有スキル 任意

15 その他保有資格、実績等 任意

※2016年4月27日の政府の中間とりまとめに準拠
数字等、各種条件は変更される可能性がありま
す。



セキュリティ関連 資格一覧 (1/2)

資格名 主宰 資格者への期待

国家資格

情報セキュリティスペシャリ
スト
※2017年度以降新資格に移行

IPA
情報セキュリティ技術の専門家。セキュアな情報基盤の
企画から保守までを行える

情報セキュリティマネジメン
ト

IPA
情報システムの利用者のセキュリティーリーダー。リス
ク対策など、セキュリティの維持が行える

民間資格

CCNET Cisco
ネットワーク業務に携わる IT 技術者。基本的なセキュ
リティ対策などの知識が要求される。取得が後続の高位
資格の受講条件。

CCNA Security Cisco
ネットワーク セキュリティ業務に携わる IT 技術者。整
合性、機密性、 および可用性を維持するためのスキルが
要求される

CCNP Security Cisco
ネットワーク セキュリティ業務に携わる IT 技術者。高
度な知識と技術が要求される

CCIE Security Cisco
ネットワーク セキュリティ業務に携わる IT 技術者。エ
キスパートレベルの知識が要求される

ACE
Palo Alto 
Networks

パロアルトネットワークスのファイアウォールの特徴と
機能に関する知識があり、正しく設定を行える

PCNSE
Palo Alto 
Networks

ネットワーク セキュリティの実装を設計、導入、構成、
保守およびトラブルシューティングする能力がある

情報セキュリティ管理士
全日本情報学習振
興協会

情報セキュリティに関する全般的かつ実践的な知識をも
つ人材

ネットワーク情報セキュリ
ティマネージャー

NISM推進協議会
情報セキュリティに関するスペシャリスト。6つの資格か
ら構成

世界で通用するIT関連資格2016
米国のグローバルナレッジで毎年行っている、エンジニア給与とIT関連資格との相関関係の調査の2016年版
世界標準での、現在のIT業界のビジネス状況や必要なスキルを象徴するレポート

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/sc.html
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/sg.html
http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/entry/ccent.html
http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/associate/ccna_security.html
http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/professional/ccnp_security.html
http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/expert/ccie_security.html
https://www.paloaltonetworks.jp/services/education/ace.html
https://www.paloaltonetworks.jp/services/education/pcnse.html
http://www.joho-gakushu.or.jp/isme/
http://www.nism.jp/
http://www.globalknowledge.co.jp/reference/certifications/certification_ww_2016.html


セキュリティ関連 資格一覧 (2/2)

資格名 主宰 資格者への期待

国際資格

CISSP (ICS)2

情報セキュリティ・プロフェッショナル。ほか、非セキュ
リティ専業者向けのSSCP、SW開発関係者向けのCSSLPが
ある

CISM ISACA
情報セキュリティマネージャー。ガバナンス、コンプライ
アンス、セキュリティプログラムやインシデントの管理な
ど、マネジメント向け。

CISA ISACA
情報システム監査人。運用、保守やガバナンスなどもス
コープに入る

CRISC ISACA
リスクマネジメントに精通したITプロフェッショナル。内
部統制、ビジネス分析、コンプライアンスもカバーする

CEH EC-Council
主に情報セキュリティの責任者/監査人/専門家、サイト管理
者。最新のセキュリティ脅威、
ハッキング技術を理解、対応

CompTIA Security+ CompTIA
セキュリティエンジニアや設計者など。ネットワーやアプ
リケーションを含めたセキュリティインシデントの予防と
対応

世界で通用するIT関連資格2016
米国のグローバルナレッジで毎年行っている、エンジニア給与とIT関連資格との相関関係の調査の2016年版
世界標準での、現在のIT業界のビジネス状況や必要なスキルを象徴するレポート

https://www.isc2.org/japan/cissp_about.html
http://www.isaca.gr.jp/cism/
http://www.isaca.gr.jp/cisa/index.html
http://www.isaca.gr.jp/crisc/index.html
https://www.eccouncil.org/Certification/certified-ethical-hacker
http://www.comptia.jp/index.html
http://www.globalknowledge.co.jp/reference/certifications/certification_ww_2016.html


附録



世界の最新トレンド

サイバーセキュリティ 10のトレンド 2016年版
(別紙)

1. 電子的な恐喝の完全自動化

2. モバイル決済システムへの侵入

3. ウェアラブルからの個人情報流出

4. スマートホームが家庭内ネットワークにハッカーを引
き込む

5. 企業のセキュリティリスクに対する過小評価

6. インターネットの必須ツールになる広告ブロック

7. 従業員を狙うソーシャルエンジニアリング

8. クラウドサービスへの不正アクセス

9. ドローンの興隆が生む新たなセキュリティ問題

10.サイバー戦争の民間への影響
原文：https://www.globalknowledge.com/us-en/resources/resource-library/white-papers/cybersecurity-predictions-for-2016/

https://www.globalknowledge.com/us-en/resources/resource-library/white-papers/cybersecurity-predictions-for-2016/


参考情報 リンク集

経済産業省 セキュリティ人材の確保に関する研
究会
 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mon

o_info_service.html#security_jinzai

中間とりまとめ
- http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/cybe

r_security/report01.html

 IPA 各種資料
 https://www.ipa.go.jp/security/report/index.html

世界で通用するIT関連資格2016
 http://www.trainocate.co.jp/reference/certification

s/certification_ww_2016.html

内閣府成長戦略
 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senry

aku2013.html

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html#security_jinzai
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/cyber_security/report01.html
https://www.ipa.go.jp/security/report/index.html
http://www.trainocate.co.jp/reference/certifications/certification_ww_2016.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html


お問い合わせ

 本資料に関するご質問

 弊社お問い合わせ窓口をご利用ください

 セキュリティ人材の育成に関するご相談

 研修に関連する様々なお悩み、課題の解決をサポートする研修コン
シェルジュサービスを無料で提供しています。

 弊社お問い合わせ窓口にて、お問い合わせ区分で「研修コンシェル
ジュ」をお選びください

お問い合わせ窓口
(クリックでWebサイトが開きます)

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form-agreement.aspx
http://www.trainocate.co.jp/topics/concierge.html

