The

ULTIMATE GUIDE
to the

セキュリティキャリアに立ち向かうために

ACHIEVE YOUR

SSCP CERTIFICATION
即戦力の証明

情報セキュリティーにおけるキャリアアップを望ん

でいますか？何から始めればよいのでしょか？

SSCP認定取得は、
サイバー攻撃防御の実績などの
即戦力を持つあなたの役に立ちます。SSCPは雇用

主に、
あなたにがIT業務全体にわたって確実な知識

とスキルを持っていて、強力なセキュリティ対策を
維持できることを証明します。

CBK（Common Body of Knowledge：共通知識分
野）
の作成者である(ISC)² によって開発されたSSCP
Ultimate（アルチメイト）
ガイドは、SSCP受験を
検討している方には方は必携の資料です。

The Ultimate Guide to
the SSCPでは、認定までの道
のりを知ることができます。
•
•
•
•
•

SSCPとは
SSCP試験の概要
SSCPのベネフィット
成功へのロードマップ
認定までのステップ

資格についてご不明な点がございましたら
お問い合わせください。
The Ultimate Guide to the SSCP
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FAST FACTS ABOUT SSCP
2001

$93K

2001年に設立

最先端ITに取り組むプロフェッショナルにとって
最高の認定資格の一つです。
※Site Pro News 2016より抜粋

対応言語：英語、
日本語、
ポルトガル語
公式SSCPトレーニングは

5日間で構成されます。
（日本語で
は現在、1日無料セミナーを開催
しています。）

125問

より抜粋

キャリアアップに繋がるセキュ
リティ資格ベスト10のひとつ
に選定
※Dark Readingより抜粋

業界での業務経験

1年以上の経験：

SSCPドメインのうち、1つもしくはそれ以上の
ドメインにおいて1年以上の業務経験がある場
合、試験合格後に認定プロセスへと進みます。

SSCP試験問題数は125問
です。

3 時間
700

試験時間は3時間です。

The Ultimate Guide to the SSCP

※CertMag 2016 Salary Survey

DoD(アメリカ
合衆国国防総省)承認

トレーニングと試験

40 時間

SSCPの平均年収
$93,240 (約1千万円)

125,000 人以上の
プロフェショナル・ネッ
トワークに参加

試験問題全1000点中、合
格ポイント数は700点です。

1年以下の経験:

SSCPドメインにおいて1年未満の業務経験の場合
は試験合格後、(ISC)² 準会員(アソシエイト)とし
て登録されます
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SSCP試験の
概要
SSCPに必要とされる
知識とトピック
SSCP試験を受験することは、
あなたが情
報セキュリティに基づいてポリシーと手順
や実装に必要な知 識、またITインフラスト
ラクチャの監視と管理能力を持ち合わせ
ていることに気付く機会となるでしょう。

試験は7つのドメイン領域をカバーしています。メインは、
あなたの専門的な
経験と教育に基づき得る必要のある特定のトピックと考えてください。一部の
ドメインは他のドメインよりも試 験の比率が多いものもあります。
システムと
アプリケーションセ
キュリティ

アクセス制御

12%
15%

16%
19%

15%
16%

暗号

管理

20%

ネットワークと通信の

セキュリティ

セキュリティ用と

15%

15%
10%

15%
13%19%
リスクの特定、

SSCP試験概要を
ダウンロードする

モニタリングと

インシデントレスポンスと
リカバリ

分析
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SSCPの

ベネフィット
最新情報網との繋がり

SSCP資格を取得すると、(ISC)² メンバーとなり、125,000人以上の
情報セキュリティリーダーを抱えるグローバルなコミュニティに加わるこ
ととなります。
継続的な教育と専門的な開発機会へのアクセスも得られ、業界の動向に
先立ち、知識とスキルを常に最新に保つことができます。

ベネフィットの例：

Webinar視聴
•
•
•
•
•

ThinkTank
Security Briefings
From the Trenches
Solutions Summit
EMEA Secure Webinars

ネットワーキング

• (ISC)² Chapters
• (ISC)² メンバーレセプション
(懇親会)

メンバー割引や無料イベント

• (ISC)² セキュリティコングレス
• (ISC)² Secure Summits EMEA
• 各種イベント

(ISC)² 書籍等の
メンバー割引
• トレーニング
• スタディガイド
• ガイドブック

Industry Recognition
• (ISC)² Global Awards Program

InfoSecurity Professional
Magazine
• メンバーのみ購読可能
• 年6回 隔月発行

各種ベネフィットの詳細はこちらをご覧ください。
www.isc2.org/Benefits-of-Membership
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成功

へのロードマップ

資格取得に向けての準備
試験について知る 受験要綱（exam outline）
やド

メインガイドブックは、CSSCP試験でテストされる7つのドメイン内
の主要トピックとサブトピックを詳細に示すものです。試験の概要を
確認することで、試験に向けての準備に取り掛かかれます。

チャレンジセミナー

個社開催トレーニング

今すぐ計画を立てる 早い段階で試験日を決定することで、
学習スケ
ジュールを作成する際に逆算してプランすることができます。
試験まで
の学習時間を余裕をもって確保 し、
受験へのモチベーションを維持で
きます。
CBKガイドブックなどのツールに投資する ブックやアプリ等、英
語対応のスタディツールが揃っています。

• Official (ISC)² Guide to the SSCP CBK, 4th Edition
• Official (ISC)² SSCP Study Guide
• Official SSCP Study App
無料チャレンジセミナーにより知識のレビューを行う 頻繁に開催
されるSSCP無料チャレンジセミナーは、SSCP認定資格の根幹と
なるSSCP CBKに基づき作成されています。受講者の経験・知識
をレビューする場としても有効です。
また、
ドメイン間の関連性など
についても理解を深めることができる内容になっています。(ISC)²
認定の日本人講師は、全員が情報セキュリティの現場で活躍する

Online Instructor-Led(英語)

苦手分野を克服する SSCP無料チャレンジセミナー受講後、
自分自
身の知識レベルを改善できる分野があるかどうか気づくことができ
ます。
自身の学習教材を見直し、準備を進めていくうちにそのドメイ
ンをより詳しく知ることができます
努力！ 次は練習問題に挑戦してみましょう。SSCPスタディガイド(
英語)にある問題集やCISSPスタディアプリ(英語)、
およびその他の
学習教材を試してみてください。練習問題を解いてみると、試験本番
への準備ができていると自信を持って感じるはずです。
やるだけのことをやったら 試験までの数日はリラックスしてくださ
い。前日は十分に睡眠をとり、試験の朝は健康的な朝食を食べるこ
とをお勧めします。試験は3時間で す！

SSCP認定保持者です。
また、個社向けに5日間の(ISC)² 公式
SSCP CBKトレーニングトレーニングやオンライントレーニング(英
語)も提供しており、個人のスケジュールに最適なものを選ぶことが

Good luck. You got this!

できます。
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認定までの

ステップ
1

必要な業務経験

SSCPとして認定されるには、SSCP CBK7ドメインのうち、1つもしくはそ
れ以上のドメインにおいてフルタイムで1年以上の
「プロフェッショナルと
しての」業務経験が必要です。
• アクセス制御

• セキュリティ運用と管理

• リスクの特定、
モニタリングと分析
• インシデントレスポンスとリカバリ
• 暗号

• ネットワークと通信

• システムとアプリケーションセキュリティ
必要な業務経験が無い方も受験は可能です。
その場合は試験合格後に
(ISC)² 準会員(アソシエイト)として登録されます。
https://japan.isc2.org/isc-2-new.html

2

試験予約

3

エンドースメントプロセスの完了

4

認定の維持

出題は125 問、試験時間3時間です。Pearson VUE 試験センターの予
約ページよりご都合の良い日程を選んでください。
https://www.pearsonvue.co.jp/Clients/ISC2.aspx

試験合格から9 カ月の間に、
エンドース
メントプロセスを完了させてください。
www.isc2.org/endorsement

SSCP認定後は(ISC)² メンバーとなります。適正なメンバーであるために
は、継続要件である継続教育単位（CPEクレジット）
を取得と申請、
また毎
年の請求書の受領時に年会費を支払うことが必要です。認定は3年毎に更
新されます。

60 CPEs

US$65 AMF

The Ultimate Guide to the SSCP

3 years

7

(ISC)² について
(ISC)²は、安全で安心できるサイバーセキュリティの世界を確立することを目的とした国際的な非営利
団体です。高い評価を得ているCISSP® (Certified Information Systems Security Professional)
を始めとした各種資格を提供することにより、セキュリティに対して(ISC)²は網羅的、そして計画的に
アプローチしています。サイバー・情報・ソフトウェア・インフラストラクチャセキュリティの専門家から
成り立つ13万8千人を超える資格保持者は、差別化を図るとともに、業界の発展に貢献しています。
CISSPやCISSPトレーニングについてのお問い合わせ：
Asia-Pacific:
Hong Kong: +852.2850.6951
Japan: 81-3-5322-2837 • Email: infoisc2-j@isc2.org (日本語対応)
China: 86-10-58732896 • Email: isc2asia@isc2.org
North America:
Phone: +1.866.331.4722 ext. 2 • Email: training@isc2.org
Europe, Middle East and Africa:
Phone: + 44 (0)203 300 1878 • Email: info-emea@isc2.org
Latin America:
Phone: +55 11 3174 4613 • Email: connectlatam@isc2.org

The Ultimate Guide to the SSCP
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