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情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の
新たな学習システム構築推進プロジェクト

H26年度 成果報告

2015年2月10日

学校法人岩崎学園 情報科学専門学校
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• クラウドサービスを導入しない理由

クラウドサービスに対する不安と期待（1/2）

（出典）総務省「平成24年通信利用動向調査」

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

クラウドの導入によって自社コンプライアンスに支障を…

法制度が整っていない

通信費用がかさむ

ニーズに応じたアプリケーションのカスタマイズができ…

ネットワークの安定性に対する不安がある

メリットが分からない、判断できない

クラウドの導入に伴う既存システムの改修コストが大きい

情報漏洩などセキュリティに不安がある

必要がない

情報漏えい等の不安

ネットワークの安定性の不安

n = 722
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クラウドサービスに対する不安と期待（2/2）

• クラウドサービスの導入理由

0% 20% 40% 60%

その他

サービスのラインナップが充実していたから

ライセンス管理が楽だから

いつでも利用停止できるから

システムベンダーに提案されたから

システムの拡張性が高いから

機器を選ばずに同様のサービスを利用できるから

サービスの信頼性が高いから

情報漏えい等に対するセキュリティが高くなるから

導入スピードが速かったから

システムの容量の変更などが迅速に対応できるから

安定運用、可用性が高くなるから

どこでもサービスを利用できるから

既存システムよりもコストが安いから

初期導入コストが安価だったから

資産、保守体制を社内に持つ必要がないから

n = 560

安定性・可用性の向上

情報漏えい等に対するセキュリティの向上

（出典）総務省「平成24年通信利用動向調査」
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日本の企業がクラウドを導入する上で抱える課題

4

日本の企業がクラウドを導入する上で
キーとなっているハードル

クラウドコンピューティングの
採用段階

42% セキュリティとデータ損失の懸念

30% クラウドアプリケーションやソリューションに関連したス
タッフの専門知識や経験値を育成する課題

26% 不十分/不明瞭なROI

26% クラウドサービスがまだ実証/テストされていない

18% インターネット接続が遅い/安定していない

14% レガシーアプリケーションをクラウドに統合/移行すること
が困難

14% 国内のクラウドサービスプロバーダが不足している

11% クラウドの使用に関連した不明確/コストのかかる政府
の規制

有効回答数：1,252 ビジネス/ITエクゼクティブ（ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、インド、
日本、メキシコ、中東、タイ、英国）
ソース： CompTIA International Technology Adoption and Workforce Issues study 2013  

完全利用試験利用評価・実装基本認識



平成26年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」 取組成果概要

【情報セキュリティ分野（職域プロジェクト）】
「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」

（情報科学専門学校）

○教育機関
• 情報科学専門学校
• 専門学校穴吹コンピュータカレッジ
• 札幌情報未来専門学校
• 情報セキュリティ大学院大学
• 法政大学
○産業団体・企業等
• 株式会社ディアイティ
• 株式会社ラック
○関係団体
・NPO情報セキュリティフォーラム
・独立行政法人情報処理推進機構
・一般社団法人全国専門学校情報教育協会
・ニッポンクラウドワーキンググループ ほか

課題・ニーズ・背景等 取組の概要

参加・協力機関等体制イメージ図

成果目標（アウトカム）

（様式２）（別紙４）

• 多様化・高度化した情報セキュリティに関
する脅威に対応するための情報セキュリ
ティ人材は、国内の従業員100人以上の
企業において約2.2万人不足していると
推計されている。

• 情報セキュリティに関する実践的なスキ
ルを習得するための学習システムの構
築や学習機会の提供が必要。

• グローバル社会における我が国の経済
発展の重要な要因となり得るクラウド
サービスの利活用において、情報セキュ
リティに関する脅威が大きな阻害要因と
なる懸念。

情報セキュリティ分野の中核的専門人材養
成のための１）カリキュラム・教材開発およ
び教育の実証、２）達成度評価基準・手法
等のあり方の検討を行う。本事業で実証す
る職業実践的な教育のテーマは、クラウド
を安心安全かつ有効に利用するために必
要なスキルを習得する「実践クラウドセキュ
リティ」とし、特にクラウドサービスを組織に
導入する際に必要となるスキルを学ぶため
の教育の実証に注力する。

産学が連携して産業界のニーズに応じた職
業実践的な人材の育成を目指し、「組織に
クラウド・サービスを導入する際に導入支援
するコンサルタントやユーザ企業のIT部門
担当者にあたる人材」を養成するための学
習システムの基盤を構築すること。

IT分野産学
コンソーシアム

ゲーム・
CG分野

情報処理
分野

組込み
分野

情報ｾｷｭﾘﾃｨ
分野

携帯スマホ
分野

グローバル
人材育成

全体委員会

教材開発WG

コンソーシアム（IT）
職域プロジェクト
（情報セキュリティ）
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■職業実践的な教育の実証
・「実践クラウドセキュリティ」教科書の改訂版（1コマ50分を30コマ分）
・「実践クラウドセキュリティ」学習指導要領の改訂版（1コマ50分を30コマ分）
・講義用資料（100頁程度）
・「実践クラウドセキュリティ」入門セミナー受講者アンケート結果
・講師トレーニング受講者アンケート結果
・実証授業受講者アンケート結果
・実証授業実施報告書
■達成度評価基準・手法等のあり方の検討
・クラウドセキュリティに関するスキルレベル評価方法
本カリキュラムと関連性の高い認定試験であるCompTIA Cloud Essentialsにおいて
求められているスキル項目と、本カリキュラムで習得できるスキル項目との対応付け
を行い、学習の成果を客観的に評価できるよう習得できるスキルを明確化する。
・履修証明書の発行

本事業では、クラウドサービスを安心安全かつ
有効に利用するために必要なスキルやノウハ
ウを習得する「実践クラウドセキュリティ」を
テーマとして以下の取組を行う。

１．会議

（１）全体会議

・第１回（キックオフ） 9月開催

・第２回（成果報告） 2月開催予定

（２）教材開発WG

5回開催（8月、9月、10月、11月、12月）
・カリキュラム・教材の改訂、レビュー
・達成度評価基準・手法の改訂
２．カリキュラム・教材開発
「実践クラウドセキュリティ」をテーマとして、
50分×30コマ分の教材を改訂。
３．達成度評価基準・手法等のあり方の検討
関連性の高い認定試験で求められるスキル
項目と改訂した教材で学習できるスキル項目
の対応表を作成。
４．実証授業
大学3校で実証授業を実施予定。
５．「実践クラウドセキュリティ」入門セミナー
全国4ヶ所（神奈川、大阪、福井、福岡）で、
4h程度のセミナーを1回ずつ開催。
クラウド利用における課題や人材育成の必要
性の認識を目的とした内容とする。
６．講師トレーニング
入門セミナーの受講者を対象として講師育成
のためのセミナーを6h程度で1回開催。

【成果の活用例】
・事業成果の周知のため、教材データのホームページ上での公開、印刷物の配布
・連携先専門学校、連携先企業での教材の本格的な活用
・産業界の評価を踏まえた履修証明の発行
・成果普及のためのオンライン教育用コンテンツ開発の検討
・教材の継続的な改訂、維持の仕組みの構築

平成26年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」 取組成果概要

【IT分野（職域プロジェクト）】
「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」

（情報科学専門学校）

成果（アウトプット）取組内容

成果の活用

プロジェクト分類 H24 H25 H26

全国的なモデルカリキュ
ラム等の開発・実証

「地域版学び直しプログ
ラム」の開発・実証

開発・部分実証 改善・実証

改訂・実証 6



平成２６年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

モデルカリキュラムのイメージ（1/2）
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基本的な技術知識の習得 応用力と実践力を養成 グローバルな視野と変化への対応力、想像力を養成

上司の指示・助言のもと通常業務を確実
に遂行する。

チームの中心メンバーとして、創意工
夫を凝らして自主的な判断、改善、提
案を行いながら業務を遂行する。

業務リーダーとして、業務遂行を主導し、業務のマネジメントや業務単位
の採算管理を行う。豊富な業務経験で高難度の業務遂行や困難事項へ
の対応を行う。将来的に中規模組織のプロジェクトマネージャを目指す。

専門課程（２年）

高度専門課程（４年）

専門課程（３年）

情報セキュリティ技術実務
主な履修科目
・セキュリティサービス、
ビジネス構築
・セキュリティ要求分析、設計、
構築
・セキュリティ監査、検査

情報セキュリティ最新技術
主な履修科目
・仮想化技術
・分散処理技術
・分散システム管理
・バイオメトリクス技術
・クラウド技術

グローバル人材育成
主な履修科目
グローバルコミュニケーション
IT技術分野の専門英語
外国文化の理解、企業文化

エンジニアの継続的な学習システムの整備と能力を評価する認定制度及び教育の質を保証する評価制度の構築

就業 レベル１

就業 レベル２

レベル３

レベル４

変
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短期プログラムによる積上げ式学習システム

情報技術基礎／
ビジネススキル基礎

主な履修科目
・情報通信基礎
・ハードウェア基礎
・ネットワーク基礎
・アルゴリズム
・プログラミング基礎
・データベース基礎
・セキュリティ基礎
・システム開発技術
・企業活動
・著作権
・知的財産権
・コンプライアンス
・コミュニケーション

セキュリティ
技術基礎
主な履修科目
・ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
・ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向設計
・Javaプログラミング
・ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
・Windowsｾｷｭﾘﾃｨ
・ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ
・ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
・ﾛｼﾞｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
・プレゼンテーション
・技術英語

基礎・共通 専門課程

プロジェクト
マネージャ

セキュリティ
ストラテジスト

セキュリティアーキテクト

セキュリティアナリスト

セキュリティエンジニア

セキュリティオペレーター

ソフトウェアエンジニア

セキュリティ技術実践
（実務演習）
主な履修科目
・Webアプリケーション構築
・Webセキュリティ管理実習
・アプリケーション開発応用技術実習
・システム監査
・ルータ実習
・プロジェクトマネジメント実践
・グローバルコミュニケーション

セキュリティ技術応用
主な履修科目
・電子認証
・セキュア社会システム
・セキュアプログラミング
・セキュリティポリシ運用
・Linuxサーバ構築
・ネットワークアーキテクチャ
・ネットワークシステム管理
・著作権、知的財産権
・グローバルコミュニケーション

3ケ月・6ケ月の企業実習、企業提案

型プロジェクト等の実務に相当する教
育プログラムを行い、実践力を養う。

ITパスポート試験 情報処理技術者試験

レベル
５以上

プロジェクトマネジメント
／プロセスマネジメント
主な履修科目
・プロジェクトマネジメント
・コストマネジメント
・品質マネジメント
・サービスマネジメント
・リスクマネジメント
・組織マネジメント

専門課程の教育カリキュラムをモジュール化し活用

本プロジェクトのターゲット（次頁に続く）



平成２６年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

モデルカリキュラムのイメージ（2/2）

情報セキュリティ技術実務
主な履修科目
・セキュリティサービス、
ビジネス構築
・セキュリティ要求分析、設計、
構築
・セキュリティ監査、検査

情報セキュリティ最新技術
主な履修科目
・仮想化技術
・分散処理技術
・分散システム管理
・バイオメトリクス技術
・クラウド技術

実践クラウドセキュリティ
（１コマ50分×30コマ分）

１．クラウドコンピューティングとは

・・・・
・・・・
・・・・
３．クラウドサービスにおける
情報セキュリティ

・・・・
・・・・
・・・・

レベル３

レベル４

本プロジェクトのテーマ
(クラウドセキュリティ)

組
織
が
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
際
に
必
要
な

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
知
識
を
備
え
た

・
ユ
ー
ザ
企
業
の
Ｉ
Ｔ
部
門
担
当
者

・
導
入
支
援
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

就業
レベル１

就業
レベル２

レベル５
以上

グローバルな視野と変化への対応力、想像力を養成

業務リーダーとして、業務遂行を主導し、業務のマネジメントや業務単位
の採算管理を行う。豊富な業務経験で高難度の業務遂行や困難事項へ
の対応を行う。将来的に中規模組織のプロジェクトマネージャを目指す。

短期プログラムによる積上げ式学習システム

専門課程の教育カリキュラムをモジュール化し活用

情報セキュリティ分野の
モデル・カリキュラムイメージ
（前頁での記載内容）

人材像

プロジェクトマネジメント
／プロセスマネジメント
主な履修科目
・プロジェクトマネジメント
・コストマネジメント
・品質マネジメント
・サービスマネジメント
・リスクマネジメント
・組織マネジメント

グローバル人材育成
主な履修科目
グローバルコミュニケーション
IT技術分野の専門英語
外国文化の理解、企業文化

履修証明の発行

■プログラム名称
「実践クラウドセキュリティ」
■プログラム概要
セキュリティを考慮したクラ
ウド導入に必要なスキルを
習得する
■総時間数

25時間
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「実践クラウドセキュリティ」概要
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1.クラウドコンピューティングとは
1-1. クラウドコンピューティングの概念、基本的な定義と特徴
1-2. クラウドコンピューティングのサービスモデルと利用の形態
1-3. クラウドコンピューティング導入による変化と効果(1)
1-4. クラウドコンピューティング導入による変化と効果(2)

2.クラウドコンピューティングサービス
2-1. クラウドコンピューティングを支える技術(1)
2-2. クラウドコンピューティングを支える技術(2)
2-3. 仮想化技術(1)
2-4. 仮想化技術(2)
2-5. SaaS、PaaS、IaaS
2-6. 商用クラウドサービスの種類と特徴

3. クラウドサービスにおける情報セキュリティ
3-1. クラウドサービスのセキュリティ上の課題
3-2. リスクアセスメントに基づくセキュリティ要件の策定
3-3. クラウドサービスの選定

4. クラウドサービスのセキュリティの要件
4-1. クラウドセキュリティの検討
4-2. クラウドセキュリティ要件

5. クラウドサービスのSLA、規約の解釈
5-1. セキュリティ要件と規約等の対応
5-2. クラウドサービス規約等の解釈

6. クラウドセキュリティの標準化等の動向
6-1. クラウドサービスのセキュリティガイドライン等

 作成上の留意点
• 各章の初めには、その章で学習する内
容の全体像をまとめた「この章で学ぶこ
と」を記述する。

• 各項の最初には、「学習ポイント」を記
述する。

• 各節の終わりには、確認問題を設ける。
• 各章の終わりには、章末問題を設ける。

 執筆者
（第1章～第2章）
（株）ラック 長谷川長一氏

（第3章～第6章）
（株）ディアイティ 山田英史氏

 標準学習時間
（第1章～第2章）50分×10コマ
（第3章～第6章）50分×11コマ
（章末問題） 50分×4コマ
（ケーススタディ）50分×5コマ

合計：50分×30コマ

 ページ数
（第1章～第2章）72ページ
（第3章～第6章）98ページ

合計：170ページ
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「実践クラウドセキュリティ」協力者
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著作・制作 情報科学専門学校
編集責任 川上 隆 柿本 圭介
執筆者 第１章～第２章

長谷川 長一 株式会社ラック
第３章～第６章
山田 英史 株式会社ディアイティ

協力者 （以下、氏名50音順）
植田 威 特定非営利活動法人NPO情報セキュリティフォーラム
宇津宮 修二 札幌情報未来専門学校
金井 敦 法政大学
後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学
永宮 直史 JASA-クラウドセキュリティ推進協議会
武藤 幸一 情報科学専門学校
山崎 展宏 専門学校穴吹コンピュータカレッジ

協力機関 （以下、機関名50音順）
アマゾンユーザグループ横浜支部
CompTIA日本支局
独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部セキュリティセンター
一般社団法人全国専門学校情報教育協会
ニッポンクラウドワーキンググループ
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教材改訂のポイント

①技術動向、最新の標準に合わせた改訂

②ケーススタディの追加

・現実的にどこまでを事業者に求めるか

・約款の読み方や質問状の作り方

・導入時のケーススタディ
- クラウドサービス利用のための組織体制、ガバナンス

- ロールモデル（要件→IaaS、PaaS、SaaS）

- セキュリティの保証

など

③前提知識の整理

④用語集の作成

11
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企業向け研修の実施実績

主催 実施日時 受講者 講師 内容

情報科学
専門学校

9月9日(火)
13:30～17:30

教員、企業
の人事担当
者・人材育
成担当者・
担当技術者
20名

①情報セキュリティ
大学院大学 後藤
厚宏氏、
②株式会社co-
meeting 吉田雄哉
氏、
③株式会社ラック
長谷川 長一氏、
④株式会社ディア
イティ山田 英史氏

クラウドセキュリティ人材育成セミナー in 横浜
～クラウド時代に求められるスキルとその身に付け方～

１．「これからのクラウド時代に期待されるセキュリティ人材
像」
２．「『本音で語る』クラウドサービスのメリットとリスク」
３．「今までの人材育成は通用しない？クラウド時代に本
当に必要な教育とは」
４．「クラウドを安心して使うためのセキュリティのポイント
解説」

情報科学
専門学校

9月10日(水)
10:00～17:10

教員、企業
の教育担当
者・担当技
術者
3名

①株式会社co-
meeting 吉田雄哉
氏、
②株式会社ラック
長谷川 長一氏、
③株式会社ディア
イティ山田 英史氏

クラウドセキュリティ講師トレーニング in 横浜
～クラウド時代に求められるスキルの教え方～

１．「クラウド時代に求められる基礎知識」
２．「クラウドまでの歴史とクラウドを実現する技術」
３．「クラウドを安心して使うためのセキュリティの詳細解
説」
４．「ケーススタディを通して学ぶ『実践クラウドセキュリ
ティ』の教え方」

福井商工
会議所

1月27日(火)
13:00～17:00

福井商工会
議所の会員
企業等
11名

①CompTIA日本支
局 シニアコンサル
タント 板見谷 剛史
②一般社団法人ク
ラウド利用推進機
構 総合アドバイ
ザー 吉田 雄哉

失敗しないクラウドのビジネス活用
～クラウド導入のステップをワークショップで疑似体験！
～
１．「クラウドコンピューティングの現状と課題」
２．「ワークショップで疑似体験！クラウドをビジネスで活用
するために」



企業向け研修の実施実績

主催 実施日時 受講者 講師 内容

一般財団
法人関西
情報セン
ター、情報
科学専門
学校

1月29日(木)
10:00～17:00

クラウド導入
等に携わる
若手技術者
等
31名

①神戸大学大学院
森井 昌克、
②一般社団法人ク
ラウド利用推進機
構 総合アドバイ
ザー 吉田 雄哉、
③株式会社ラック
長谷川 長一、
④株式会社ディア
イティ山田 英史

実践クラウドセキュリティセミナー
１．基調講演：「クラウド時代に必要なセキュリティ意識と
対策」
２．「今までの人材育成は通用しない？クラウド時代に本
当に必要な教育とは」
３．「実践クラウドセキュリティ：クラウド時代に求められるス
キルとその身に付け方」

ニッポン・
クラウド
ワーキング
グループ
(NCWG)

2月2日(月)
14:00～17:30

NCWGメン
バー企業お
よびご協賛
各社の社員
の方々など
32名

①情報科学専門学
校 武藤 幸一、
②株式会社ディア
イティ山田 英史

NCWG第二回「実践クラウドセキュリティ」研修会
１．クラウドコンピューティングとは
２．クラウドコンピューティングサービス
３．クラウドサービスにおける情報セキュリティ
４．クラウドセキュリティの要件
５．クラウドサービスの規約・ＳＬＡの理解
６．クラウドセキュリティの標準化動向

一般社団
法人福岡
県情報
サービス産
業協会

2月6日(金)
13:00～17:00

一般社団法
人福岡県情
報サービス産
業協会の会
員企業等
20名

①CompTIA日本支
局 シニアコンサル
タント 板見谷 剛史
②一般社団法人ク
ラウド利用推進機
構 総合アドバイ
ザー 吉田 雄哉

失敗しないクラウドのビジネス活用
～クラウド導入のステップをワークショップで疑似体験！
～
１．「クラウドコンピューティングの現状と課題」
２．「ワークショップで疑似体験！クラウドをビジネスで活用
するために」

受講者合計 117名
13



大学での実証授業の実施予定

実施校 実施日時 受講者 講師 内容

近畿大学工学部 12月9日(火)
13:10～16:20
(90分×2コマ)

大学2年生
49名

一般社団法
人クラウド利
用推進機構
総合アドバイ
ザー 吉田
雄哉

「実践クラウドセキュリティ」
１．最近のクラウド事情
２．クラウドとセキュリティのことを学ぶ必要性
３．クラウドに至る歴史
４．クラウドを支える技術
５．クラウドサービスのメリットとは？
６．クラウドサービスのリスクとは？
７．セキュリティのキホン
８．まとめ

畿央大学 12月11日(木)
14:40～17:50
(90分×2コマ)

大学生
16名

一般社団法
人クラウド利
用推進機構
総合アドバイ
ザー 吉田
雄哉

「実践クラウドセキュリティ」
１．最近のクラウド事情
２．クラウドとセキュリティのことを学ぶ必要性
３．クラウドに至る歴史
４．クラウドを支える技術
５．クラウドサービスのメリットとは？
６．クラウドサービスのリスクとは？
７．セキュリティのキホン
８．まとめ

受講者合計 65名

14



15

Q.クラウドサービス導入・利用時の課題や不安について、
あてはまる項目を選んでください。［5つまで選択可］

企業向け研修会でのアンケート結果(1/5)

■福井商工会議所、関西情報センター、ニッポンクラウドワーキンググループの集計値

「自社の情報を他者に預けることへの不安」が１位、
「導入を推進していく人材（導入担当者のスキル）が不足」が３位に

(N=205)
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Q.講義の内容は理解できましたか？

企業向け研修会でのアンケート結果(2/5)

■福井商工会議所

■関西情報センター

■ニッポンクラウドワーキンググループ

(N=11)

(N=28)

(N=32)
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Q.講義の内容をご自身でクラウドを導入・利用する際に適用したいと
思いますか？

企業向け研修会でのアンケート結果(3/5)

■福井商工会議所

■関西情報センター

■ニッポンクラウドワーキンググループ

(N=11)

(N=28)

(N=30)
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Q.講義の内容は、クラウドサービス導入・利用時の課題を解決するのに
役立ちましたか？

企業向け研修会でのアンケート結果(4/5)

■福井商工会議所

■関西情報センター

■ニッポンクラウドワーキンググループ

(N=11)

(N=28)

(N=32)



• セキュリティ要件を基準にクラウドを選定する方法が、自社の顧客獲
得向けに使えると思った。

• セキュリティ要件の定義方法など理解ができました。今後、クラウド
を導入する際、参考にさせていただきます。

• デモや事例を交えてご説明いただき、大変わかりやすく、また、実際
のビジネスへの適用へのイメージがしやすかったです。

• クラウドサービスについて、利用者、事業者の目線から、体系立って
学ぶ機会がなく、非常にありがたかった。いただいたテキストは、
もっと深く読み込みます。

19

• 実際の検討時に全てのリスクを考察
するのは困難でありますが、社内ガ
イドラインの導入に非常に役立つ内
容でした。

• 「Docker」や「IoT」などトレンドの
ワードを聞くことができたので一般
的な勉強会ではなく有意義な会とな
りました。

Q.役立った内容についてお教えください。

企業向け研修会でのアンケート結果(5/5)
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講師トレーニングでの修了証の発行

• クラウドセキュリティ人材を育成する立場に
ある教育担当者を対象として、クラウド時
代に必要とされているスキルを教えるため
に必要な知識やツール、テクニック等につ
いて解説する講師とレーニンを実施

• 専門学校教員２名、企業従業員１名に対
して、修了証を発行

• 次年度以降、修了者が自校（自組織）での
クラウドセキュリティに関する教育の実施を
予定



平成２６年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

達成度評価基準・手法等のあり方のイメージ（案１）

【達成度評価手法】
本プロジェクトで開発したカリキュラムを受講して得られたスキル（アウトカム）
を客観的に評価するために、独自に作成した基準で評価するのではなく、
世の中で既に一定の認知が得られている資格との対応付けを行うことで
評価する。
具体的には、本カリキュラムの内容と関連性の高い資格試験である「Comp

TIA Cloud Essentials」において求められているスキル項目と、本カリキュ
ラムの内容との対応付けを行い、本カリキュラムのどの内容を習得すること
で資格試験で問われているどのスキル項目を習得できるのかを明確にする。

【達成度評価基準のイメージ】
後述の「 CompTIA Essentialsスキル項目対応評価シート」のように本カリ
キュラムと、関連する資格試験で求められているスキル項目との対応付けを
行い、本カリキュラムを受講することで得られるスキル項目を明確にする。
これにより、本カリキュラムの受講後に資格試験を受験することでも達成度
の評価が可能となる。

21



CompTIA(Computing Technology Industry Association)とは
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 1982年に米国シカゴに設立され非営利ICT業界団体。欧米、アフリカ、アジアにおいて
６拠点を持ち、日本支局は2001年6月から本格的な活動を開始

 ICT業界のコミュニティの意見の取りまとめや支援を行い、コンピテンシーや教育・ビジ
ネスソリューションを通してICT業界の成長を促進する活動を行っている。

 CompTIAの認定資格は、ICT業務での「実務能力」を評価する唯一の認定資格として、
ワールドワイドの政府機関、企業、学校機関で広く活用されている。2014年1月現在、
200万人の認定者数を突破。

＜CompTIA日本国内会員：企業（一部抜粋、五十音順）＞

株式会社アグサス、浅間商事株式会社、株式会社ウチダ人材開発センタ、NTTデータジェトロニクス株式

会社、オムロンフィールドエンジニアリング株式会社、社団法人コンピュータソフトウェア協会、株式会社
サードウェーブ、株式会社タクト・マシン・サービス、東信産業株式会社、TAC 株式会社、公益社団法人日

本文書情報マネジメント協会、社団法人日本コンピュータシステム販売店協会、富士ゼロックス株式会社、
株式会社富士通パーソナルズ、ブラザー工業株式会社、マイクロソフト株式会社、横河ソリューション
サービス株式会社、株式会社ラック

＜CompTIA日本国内会員：学校機関（一部抜粋、五十音順）＞
大学・専門学校・高専・高校 計125校科名（2014年11月現在）

麻生情報ビジネス専門学校、専門学校穴吹コンピュータカレッジ、愛媛大学、大阪工業大学、
九州産業大学、九州造形短期大学、KBC 学園国際電子ビジネス専門学校、静岡産業技術専門学校、湘

北短期大学、帝塚山大学、電気通信大学、東京スクールオブビジネス、新潟高度情報専門学校、日本福
祉大学、長崎総合科学大学、広島工業大学、広島国際大学、北海道ハイテクノロジー専門学校、松山大
学、明星大学、吉田学園情報ビジネス専門学校、和光大学



CompTIA Cloud Essentialsとは
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 ビジネス、または技術的側面から見たクラウドコンピューティングの意義やクラウドの導入
によるメリット／デメリットを判断し運用できる知識とスキルを証明する認定資格。

 CompTIA認定資格は、以下のような特徴を持つ。
• ベンダーニュートラル／テクノロジーニュートラルな認定資格。
• ニーズ調査・職務分析・リサーチを経て、現場関係者により開発が進められたICT業界

のための認定資格で、米国規格協会（ANSI）により、ISO17011/17024 に認定。
• グローバルスタンダードとして認知されている認定資格。CompTIA 認定資格を取得す

ることで、日本国内だけでなく、世界中にスキルを証明することを可能にする。

＜CompTIA認定資格によるクラウド対応のエンジニア育成計画例＞

出典：CompTIA



CompTIA認定資格による業務能力評価の考え方
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CompTIA Cloud Essentialsとの対応付け
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目標習得

レベル
対応箇所

1-1

2-3,3-2

1-1

1-1,1-2

1-3,1-4,3-3

1-3,1-4,3-3

2-5

2-5

2-5,2-6,3-1,3-2,3-3

1-3,1-4

1-1,1-2

2-1,2-2,2-3,2-4,3-2,4-2

3-2,4-2,5-2

1-3,3-1

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,6-1

1-3,1-4,4-2,5-1,5-2

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,4-2,5-2

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,4-2

4-2

4-2,5-2

1-3,1-4,3-3

1-3,1-4

CompTIA Cloud Essentials スキル項目

「実践クラウドセキュリティ」

１． ビジネスの観点から見たクラウドサービスの特徴

1.1 クラウドコンピューティングの一般的な用語と定義を理解し、その用例を挙げることができる。

1.2 クラウドコンピューティングと仮想化の関係について説明することができる。

1.3 クラウドコンピューティングの早期の例を挙げることができる。

1.7  XaaS、IaaS、PaaS を含めたクラウドの種類を区別し、それぞれの例を挙げることができる。

1.4 クラウドコンピューティングの一般的な定義のいくつかと、それらの共通点・相違点を理解できる。

1.5 クラウドコンピューティングのメリットを受ける組織を見きわめられる。

1.6 クラウドコンピューティングのメリットを受けない組織を見きわめられる。

２．クラウドコンピューティングとビジネス上の意義

2.1 クラウドコンピューティングとアウトソーシングの類似点と相違点を識別することができる。

2.2 クラウドとクラウドサービスについて、ビジネスの観点から以下の特徴を理解できる。

2.3 クラウドコンピューティングの特徴がビジネス上の価値をいかに増強するかを例示することができる。

３．技術的な観点から見たクラウドのタイプ

3.1 プライベートクラウドとパブリッククラウドの違いを技術的な観点から理解し、その例を挙げることができる。

3.2 クラウドコンピューティングの配備に必要な技術と手法について、以下の事項を高次のレベルで理解できる。

3.3 クラウドコンピューティングにおける技術的な課題やリスクと、それらを低減して以下の目標を達成する方法を説明することができる。

3.4 クラウドコンピューティングがアプリケーションアーキテクチャとアプリケーション開発プロセスにもたらす影響について説明することができる。

６．クラウドコンピューティングのリスクと影響

6.1 コンプライアンスリスクと規制に関する既存の枠組みにクラウドコンピューティングを統合する際の問題点を特定して説明することができる。

6.2 直接経費と原価配分に対する関わりを説明することができる。

6.3 戦略上の柔軟性をどのように維持するかを理解できる。

５．クラウドコンピューティングによるIT サービスマネジメントへの影響と変化

5.1 一般的な組織においてクラウドコンピューティングがIT サービスマネジメントにもたらす影響と変化について理解できる。

5.2 ITIL に基づく構造的なアプローチを用いて、自社におけるクラウドコンピューティングの影響の可能性を探ることができる。

４．クラウドコンピューティングの導入を成功させるステップ

4.1 クラウドコンピューティングサービス導入の成功をもたらす一般的なステップについて説明することができる。

4.2 クラウドコンピューティングベンダーの役割および能力と、ベンダー各社への依存性について理解できる。

4.3 クラウドのメリットを実現する際に求められる、以下のような組織的機能について理解できる。

【スキルレベルの判定基準】※iCDをもとに設定
ランク０（R0）：知識・経験なし
ランク１（R1）：トレーニングを受けた程度の知識あり
ランク２（R2）：サポートがあれば実施できる、

サポートを受けながら実施した経験あり
ランク３（R3）：独力で実施できる、経験あり
ランク４（R4）：他者を指導できる、経験あり

開発した教材で習得
できるスキルレベルを
明確にする



平成２６年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

達成度評価基準・手法等のあり方のイメージ（案２）

【達成度評価手法】
情報処理推進機構のITスキル標準センターにより作成されたiCD（iコンピテ
ンシ・ディクショナリ）を参照し、本プロジェクトで開発したカリキュラムで習得
するスキルと、iCDで定義されているタスクやスキルとの対応付けを行う。
具体的には、iCDで定義されている関連する職種（クラウドアーキテクト）で
必要とされるスキルレベルを学生の到達目標として設定し、本プロジェクトの
カリキュラムを学ぶことで得られるアウトカムとしてのスキルセットとスキルレ
ベルを明確にする。

【達成度評価基準のイメージ】
本カリキュラムで習得できるスキルセットとスキルレベルを、iCDで定義され
たタスクを用いて表すことで、客観的にアウトカムを表すことができる。
アウトカムの評価方法としては、本カリキュラムに内容に沿ったペーパー
テストや実習により実施する方法が考えられる。
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iCD (iコンピテンシ・ディクショナリ)とは

27

 我が国の国際競争力の強化や社会システムの健全な発展を支える人的基盤として必要と
される高度IT人材について、人材像と保有すべき能力や果たすべき役割（貢献）の観点か
ら整理した共通の人材育成・評価のための枠組み。

 iCDは、CCSF（共通キャリア・スキルフレームワーク）のエンハンスを行ったものとして2014年
7月に公開。CCSFは、ITスキル標準（ITSS）、組込みスキル標準（ETSS）、情報システムユー
ザスキル標準（UISS）の３スキル標準や情報処理技術者試験など、各種IT人材評価指標が
参照すべき共通のモデルを提供するもの。iCDは、CCSFをタスクを中心とした仕組に再構築
した上で、知識体系をスキルディクショナリとして集約したもの。

 IT人材に対して、異なる業務ドメインや職種へ移っても元の職種でのレベルと新たな職種

でのレベルの相違や求められるスキルや知識の相違の理解を可能とし、プロフェッショナ
ルとしての成長目標に資する枠組みを提供。

出典：共通キャリア・スキルフレームワーク（第１版・追補版） https://www.ipa.go.jp/files/000027171.pdf
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iCDの構造

出典：スキル標準ユーザーカンファレンス２０１５「iコンピテンシディクショナリの概要と企業活用の勘所」の配布資料をもとに作成

スキル
ディクショナリ

メソドロジ

テクノロジ

関連知識

ITビジネス活動の各局面で発揮さ
れる技術、方法論、専門知識等

ITヒューマンスキル

ITビジネス活動の様々な局面で頻
繁に発揮される能力

タスク
ディクショナリ

ビジネス
成果

タスク
遂行による
成果創出

タスクの実行を
通じたスキル向上

学習タ
ス
ク
の
遂
行
に
発
揮

研修・教材等
の学習素材

大分類

中分類

小分類

評価項目



iCDで追加された職種定義
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職種 専門分野 解説

クラウド人材 ITビジネスクリエータ クラウド技術を生かし、クラウドサービスを遂行する典型的な人材モデル。
クラウドサービスの価値を活かして、社内外、業界外等幅広いプレーヤーやステークホ
ルダーと協業して、新しいビジネスの創造、または既存ビジネスの付加価値や競争力を
高める。

ビジネスアーキテクト クラウド技術を生かし、クラウドサービスを遂行する典型的な人材モデル。
顧客・自社が目指すビジネス、サービスを、多種多様なクラウドサービスを吟味・選択し、
具現化に責任を持つ。

クラウド・アーキテクト クラウド技術を生かし、クラウドサービスを遂行する典型的な人材モデル。
顧客・自社で、クラウドサービスの企画、構築、運用、改善までライフサイクル全般に責
任を持って実現する。

データサイエン
ティスト

ビジネスアナリスト 利用者（顧客）のデータ活用の目的を施策・計画として具体化し、その実現ための全プ
ロセスに責任を持つ。
プロセス/システム確立後は、データを分析し、ビジネス活用を支援する。
BIの発展系として位置づけられる「高度で複合的なデータ分析手法によってビッグデー
タを含む多様なデータから有益な知見・洞察を得ることで、新しい事業価値の創出をも
導くアナリティクス」を実現する人材モデル（一般の基盤システム構築を担う人材モデル
等は除く）。

データ解析スペシャリ
スト

データ活用の目的に適うデータ要件の具体化、各種統計解析の手法を使ったデータ解
析を通じてデータ活用システムのモデル作成とチューニングをする。
BIの発展系として位置づけられる「高度で複合的なデータ分析手法によってビッグデー
タを含む多様なデータから有益な知見・洞察を得ることで、新しい事業価値の創出をも
導くアナリティクス」を実現する人材モデル（一般の基盤システム構築を担う人材モデル
等は除く）。

データ活用システムエ
ンジニア

データ活用の目的に適うデータ要件の具体化、各種統計解析の手法を使ったデータ解
析を通じてデータ活用システムのモデル作成とチューニングをする。
BIの発展系として位置づけられる「高度で複合的なデータ分析手法によってビッグデー
タを含む多様なデータから有益な知見・洞察を得ることで、新しい事業価値の創出をも
導くアナリティクス」を実現する人材モデル（一般の基盤システム構築を担う人材モデル
等は除く）。



本カリキュラムとiCDの対応付け(1/2)
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タスクプロフィール×タスク対応表 ⅰ）本プロジェクト
のカリキュラムで育
成を目指す職種の
列のみを参照する

ⅰ）情報処理科で
目指す職種と対応
する列のみを残す

ⅱ）目指す職種で
必要なタスク以外
のタスク（＝行）は、
削除する
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タスク・評価項目×カリキュラム対応表の作成

ⅳ）本プロジェク
トの教材の目次
の列を作成する

評価項目３８８項目

ⅴ）本プロジェクトの教
材で習得できるスキル
レベル（アウトカム）を判
断し、入力する

【スキルレベルの判定基準】※iCDをもとに設定
ランク０（R0）：知識・経験なし
ランク１（R1）：トレーニングを受けた程度の知識あり
ランク２（R2）：サポートがあれば実施できる、

サポートを受けながら実施した経験あり
ランク３（R3）：独力で実施できる、経験あり
ランク４（R4）：他者を指導できる、経験あり

ⅲ）残ったタスクに
対応する評価項目
の列を追加する

本カリキュラムとiCDの対応付け(2/2)



検討した達成度評価手法の比較
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案１ 案２

基
準
と
す
る
情
報

名称 CompTIA CloudEssentials IPA iコンピテンシ・ディクショナリ

特長
ベンダーニュートラル、ワールドワイ
ドな認定資格

日本国内におけるITスキル標準

目的
資格取得を目的とするもので、認
定資格の受験には費用が必要

人材育成・評価のための枠組みで、
活用は無料

スキル項目 実務的 汎用的

評
価
手
法

Step1
アウトカムの
見える化

認定資格で求められるスキル項目
と本カリキュラムの対応付け

対象とする人材（職種）で必要とさ
れるスキル項目と本カリキュラムの
対応付け

Step2
アウトカムの
評価

認定資格の受験、あるいは、認定
資格と対応付けた本カリキュラム
に沿ったペーパーテストによる評
価

本カリキュラムに沿ったペーパーテ
ストや実習による評価

それぞれ基準とする情報により明確化されるアウトカムは異なってくるが、このような手法
によりアウトカムの客観的な裏付けができ、それをエビデンスとすることができる


