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業務や研究の過程で特定の資格を取得する必要性に迫られる場合を除き，「資格は取得しておいた方が
よい」，「どこかで役に立つだろう」，といった漠然とした思いがある一方で，数多ある資格の中から，自
身の投資対効果に見合う資格はどれなのか分からず，結局は資格取得から縁遠くなってしまう，という
経験はありませんでしょうか．本小特集の立案にあたり，このような疑問や不安を解決するためにはど
うしたらよいか議論した結果，単に各種資格を紹介するよりも，資格に関わる三つの視点（資格提供者，
資格取得推進者，資格取得者）に立ってそれぞれの考えを俯瞰し，各種資格の意義を理解することで，
これから社会に羽ばたく学生や若手研究者が実際の行動に移せるのではないかと考えました．
IT 人材白書によれば 8割以上の企業が人材不足を感じており，これら企業において人材数と人材レベ

ルの把握率が向上しています．技術が急速に進展する中で研究・開発を推進するためには，相応のレベ
ルを有する人材が抜け・漏れなく携わる必要があり，資格は人材育成手段と，技術を扱う人材を指標化
する手段として有効と考えます．また，IEEE などが提供する一部の資格は世界に通用するものもあり，
資格を武器にしたグローバルな活躍が期待できます．
このような背景の中，本小特集では ICT に関連する資格を俯瞰するとともに，資格制度の意義を，以

下に示す三つの視点でまとめています．資格提供者の視点では，資格は社会全体における技術基盤の底
上げと，一定水準以上で技術・ルールを運用するための手段の提供であり，情報・通信の国家資格に加
え，ベンダや協会が提供する民間資格が存在します．また，多様化する資格を体系化したデータベース
も提供されています．資格取得推進者の視点では，資格がプロジェクト内の明確なコミュニケーション
ツールとなり得，技術水準の見える化により，プロジェクト遂行の最適人材配置を可能とします．また，
企業・大学では資格取得を推進するため，金銭的な支援や単位認定などのインセンティブに加え，実践
的講座によるモチベーション向上施策が実施されています．資格取得者の視点では，成長機会創出のた
めに自身の技術力を証明する手段であり，学習の動機付けとして資格を活用できます．しかし，人生の
限られた時間の中で，全ての資格を取得するのは困難です．そこで，本小特集を通じて ICT に関連する
資格を眺めて自身の道標を探し，自らが希望する道を切り開いていくための一手段として資格を取得す
ることをお勧めします．
最後に，本小特集の発行にあたり，貴重な時間を割いて原稿を執筆頂きました著者の皆様と，校閲業

務や編集作業の協力を頂いた皆様に，心より感謝致します．
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1 はじめに
情報通信技術（ICT）の進展やインフラの整備によっ

て，ビジネスや社会の在り方が変わり始めている．あら
ゆるものをネットワークに接続する IoT（Internet of 
Things）の広がりにより，様々なデータをディジタル
化して取得し，分析することでより効率的な運用を図る
第 4 次産業革命への変化が顕著である．このような社
会変革の中では，ICT 分野の業界だけではなく，ユーザ
企業においても ICT を理解し，活用できる人材が必要
となるが，その数はニーズに比べて不足している．ICT
人材育成のために国や公的機関，民間企業においても各
種資格制度を準備している．ディジタル革命時代に必要
な ICT 人材を育成するために，どのような資格を誰に
取得させるべきか，インセンティブの与え方，モチベー
ションの醸成に向けた取組みを紹介する．

2 「IT 人材白書 2017」概要
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では，IT 関連

産業における人材動向，産学における IT 教育等の状況，
IT 人材個人の意識を把握すること等を目的に調査を行
い，年に一度「IT 人材白書」を発行している．
・ディジタルトランスフォーメーションの進展

2017 年に発行された「IT 人材白書 2017」 （1）では，
情報通信業界において，ディジタル化による産業界の変
革，いわゆる「ディジタルトランスフォーメーション」
は既に始まっていると解説している．ディジタルトラン
スフォーメーションへ対応するためには，IT 企業や IT
部門だけではなく，経営陣やユーザ企業にこそ IT スキ
ルが必要であると示している．

あらゆる産業の動向がディジタル化され，そのデー
タに基づく企業経営を図るには，経営者等のリーダー
が周囲を巻き込み，改革を進める必要がある．そのよ
うなディジタル化人材は，現在市場でも不足しており，
中途採用が困難であり，自ら育成する必要がある（図
1）．
・日米の IT人材の差

「IT 人材白書 2017」では，日本と米国での IT 人材の構
成の差を示している．日本では，情報通信人材は IT 企業

に所属している割合が 72％と高い
が，日本以外では IT 企業以外が
50％以上，特に米国では 65.4％と
傾向が逆転している（図 2）．

米国では，経営学修士レベルで
の情報セキュリティ技術者の育成
が活発である．これは経営者の
IT への理解，セキュリティへの
意識の高さの表れであろう．
・日本の IT人材動向

一方，日本では IT 人材は IT
企業での育成が中心かつ不足して
いる．この傾向はここ 5 年間で
変化はない．また，IT 人材の職

�図 1　ディジタル化の推進をリードする人材に必要な能力と環境
（出典：IPA「IT人材白書2017」）
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場環境，満足度に対する回答も同
様である．特に，IT 人材は現時点
でのキャリアは明確だが，将来の
不安感は数年前から高く，最近で
もその傾向は弱まっていない．

そのため，日本では今後 IT 人材
の不足が更に顕著になっていくこ
とが懸念される．

3 日本の ICT
資格制度

次に，日本の ICT 資格制度につ
いて，国家資格，公的資格，民間
資格の制度を概観する．

（1）　国家資格
国家資格は，法律に基づき，特定の職種に必要な技能

を認めるものである．職種の末尾に「士」，「師」が付加
されるものは当該資格の取得が必須なものであり，それ
以外は必須ではないが，当該職種において必要と認めら
れる技能の保有を示すものである．
（a）情報関連の資格

情報関連の国家資格を表 1 に示す．
（b）通信関連の資格

通信関連の国家資格を表 2 に示す．

（2）　公的資格
公的資格を表 3 に示す．公的資格は，法律での規定

はないが，特定の団体が定めるスキルを試験によって認
定するものである．

（3）　民間資格
民間での資格制度を表 4 に示す．民間資格は，民間

企業が自社の製品やサービスに対する知識，運用の技能
を認めるものである．企業によっては，一企業だけでは
なく，複数企業が連携して共通的なスキルを育成，認定
する制度もある．

4 資格制度の活用
3.で紹介したように，IT に関する資格は，国家資格，

公的資格，民間資格等多数存在する．IT 人材を育成す
る上で，どのような資格を誰に取得させるか，そのため
の主な取組みを資格提供側，資格取得推進側，資格取得
者の視点で紹介する．資格提供側とは，資格制度を提供
する教育機関や教育制度を構築している公共機関などで

�図 2　日米の情報処理・通信に携わる人材の業種別人材の割合
（出典：IPA「IT人材白書2017」）

表 1　情報関連の国家資格

関連する法律 資格　制度

情報処理の
促進に関す
る法律（情
報処理促進
法）

 ・ 情報処理安全確保支援士
 ・ 情報処理技術者試験－ITパスポート試験
 ・ 基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
ITストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験　
 エンベデッドシステムスペシャスト試験
 IT サービスマネージャ試験システム監査技術
者試験
ソフトウェア開発技術者試験＊1

 情 報セキュリティアドミニストレータ試験＊2

 ・ 上級システムアドミニストレータ試験 ＊3

 ・ 初級システムアドミニストレータ試験 ＊4

 ・ システムアドミニストレータ試験＊5

 ・ マイコン応用システムエンジニア試験 ＊6

 ・ オンライン情報処理技術者試験＊7

 ・ 情報セキュリティスペシャリスト試験
 ・ 特種情報処理技術者試験＊8

 ・ 第一種情報処理技術者試験＊9

 ・ 第二種情報処理技術者試験＊10

技術士法  ・ 技術士，技術士補（情報工学部門）

職業能力開
発促進法

 ・ ウェブデザイン技能検定試験

注記： ＊ 1  応用情報処理技術者試験を後身とする．
  ＊ 2   テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）と統合し，情

報セキュリティスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 3   システムアナリストと統合し，IT ストラテジスト試験を後

身とする．
  ＊ 4  T パスポート試験を後身とし，同試験を包含している．
  ＊ 5   上級システムアドミニストレータ試験新設に伴い，初級シ

ステムアドミニストレータ試験へと名称変更．
  ＊ 6  エンベデッドシステムスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 7  ネットワークスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 8  各高度情報処理技術者試験を後身とする．
  ＊ 9   応用情報処理技術者試験，ソフトウェア開発技術者試験を

後身とする．
  ＊ 10 基本情報技術者試験を後身とする．
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ある．資格取得推進側とは，資格取得を推進する高等学
校や大学などや企業などの指導者のことである．資格取
得者は，教育機関や企業などに在籍し，資格取得を目指
す学生や社会人である．

（1）　資格提供側（教育機関）の取組み
・分かりやすい資格体系

まず，資格を提供する教育機関においては，当該資格
の対象者を明確にし，分かりやすい資格体系を構築する
必要がある．国家資格，公的資格，民間資格によらず，
各機関とも努力はしているが，ほかの資格との関係も含
めて全体の関係の整理が必要である．
・iコンピテンシ・ディクショナリ（例：IPA）

資格体系の整理としては IPA がタスクごとに必要と
なるコンピテンシースキルをデータベース（i コンピテ
ンシ・ディクショナリ （2））として公開している（図 3）．
また，情報処理技術者試験との対応も明確になってお
り，企業や大学においては，人材育成計画を立案する際
に，これらのデータベースが役に立つであろう．
・プロ育成機関とプログラム

ICT 分野で特に注目されているサイバーセキュリティ
やデータアナリスト等の育成については，資格制度だけ
ではなく，プロ育成のためのセンタ等が設置されてい
る．例えば，サイバーセキュリティの分野では，IPA は
産業サイバーセキュリティセンター （3）を設立している．
このセンターでは高度なサイバーセキュリティ知識を有
する人材を育成するための事業を行っている．また，国
立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）では，2017
年 7 月に NICT ナショナルサイバートレーニングセン
ター （4）を発足した．このセンターでは，国の行政機関，
地方公共団体，重要インフラ等を対象とする実践的なサ
イバー防御演習（CYDER）や 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の適切な運営に向け，大会
開催時を想定した模擬環境下で行う実践的なサイバー演

表2　通信関連の国家資格

関連する法律 資格制度

電波法，無
線従事者規
則

 ・ 無線従事者　総合無線通信士
第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士

 ・ 海上無線通信士　第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士

 ・ 航空無線通信士
 ・ 陸上無線技術士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士

 ・ 海上特殊無線技士
第一級海上特殊無線技士
第二級海上特殊無線技士
第三級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士

 ・ 航空特殊無線技士
 ・ 陸上特殊無線技士
第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士

 ・ アマチュア無線技士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士

電気通信事
業法，電気
通信主任技
術者規則

 ・ 電気通信主任技術者
伝送交換主任技術者
線路主任技術者

電気通信事
業法，工事
担任者規則

 ・ 電気通信設備工事担任者
AI 第一種
AI 第二種
AI 第三種
DD第一種
DD第二種
DD第三種
AI・DD総合種

情報処理の
促進に関す
る法律（情
報処理促進
法），情報
処理技術者
試験規則

 ・ 情報処理技術者
　ネットワークスペシャリスト

技術士法，
技術士法施
行規則

 ・ 技術士
技術士補　技術士電気電子部門
技術士情報工学部門

職業能力開
発促進法，
職業能力開
発促進法施
行規則

 ・ 技能検定　情報配線施工技能士

表3　公的資格

推進団体 資格制度

日本商工会議所他 ・日商PC検定試験

日本商工会議所他 ・電子メール活用能力検定試験

日本商工会議所他 ・EC（電子商取引）実戦能力検定試験

情報処理学会 ・情報検定（J検）
・情報活用試験
・情報システム試験
・情報デザイン試験
・ビジネスキーボード認定試験
・キータッチ 2000 テスト
・認定情報技術者
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推進企業 資格制度

Microsoft  ・ MCP（Microsoft Certified Professional）
 ・ MCA（Microsoft Certified Associate 
Program）

 ・ MOT（マイクロソフトオフィシャルトレーナー）
 ・ MOS（Microsoft Office Specialist）
 ・ MBMSプログラム（Microsoft Business 
Management Solutions Certification 
Program）

画像情報教育
振興協会（CG-
ARTS）

 ・ CG-ARTS 検定
マルチメディア検定
CGクリエイター検定
Web デザイナー検定
CGエンジニア検定
画像処理エンジニア検定

Cisco  ・ CISCO技術者認定

CompTIA  ・ CompTIA（Computing Technology Industry 
Association）

日本印刷技術
協会（JAGAT）

 ・ DTP エキスパート認証資格

オデッセイコ
ミュニケーショ
ンズ

 ・ IC3（Certiport）

ICT 教育推進
プログラム

 ・ ICT スキルアッププログラム

オープンテク
ノロジー技術
者認定機関

 ・ LPIC（Linux 技術者認定試験）

 ・ PostgreSQL CE
　RHCE（Red Hat Certified Engineer）

Oracle  ・ ORACLE MASTER

 ・ Oracle Java Certification（旧 Sun Certified 
Java Programmer）

ICT プロフィ
シエンシー検
定協会（P 検
協会）

 ・ ICT プロフィシエンシー検定試験（P検）

アイキュエス  ・ SAIR Linux and GNU Certification

ターボリナッ
クス

 ・ Turbo-CE 認定試験

XML 技術者育
成推進委員会

 ・ XML マスター

ローグウェーブ
ソフトウェア

 ・ Zend PHP Certification

パソコン整備
士協会

 ・ パソコン整備士

ICT 利活用力
推進機構

 ・ 情報活用力診断テストRasti

推進企業 資格制度

CPジャパン  ・ CIW（Certified Internet Web Professional）

NTT コミュニ
ケーションズ

 ・ NTT コミュニケーションズ インターネット
検定（.com Master）

国 際 文 化 カ
レッジ

 ・ ディジタル技術検定試験（実務技能検定協会）

サーティファイ  ・ 情報処理技術者能力認定試験

 ・ C言語プログラミング能力認定試験

 ・ Java プログラミング能力認定試験

 ・ ワードプロセッサ技能認定試験

インターネット
実務検定協会

 ・ インターネット実務能力検定

PHP技術者検
定機構

 ・ PHP技術者認定試験

日本情報処理
検定協会

 ・ パソコンスピード認定試験

 ・ 日本語ワープロ検定

 ・ 情報処理技能検定

 ・ 文書デザイン検定

 ・ ホームページ作成検定

 ・ プレゼンテーション作成検定

イータイピング  ・ タイピング技能検定

全国商業高等
学校協会

 ・ 全商ワープロ実務検定

 ・ パソコン入力スピード認定試験

情報科学技術
協会

 ・ 検索技術者検定

日本 CATV 技
術協会

 ・ 有線テレビジョン放送技術者
第 1級有線テレビジョン放送技術者
第 2級有線テレビジョン放送技術者

日本アマチュア
無線振興協会

 ・ アマチュア無線技士養成課程講師

モバイルコン
ピューティン
グ 推 進 コ ン
ソ ー シ ア ム
（MCPC）

 ・ モバイルシステム技術検定
モバイルシステム技術 1級・2級
モバイル技術基礎検定
スマートフォン・モバイル実務検定
IoT システム技術検定

IP 電話普及推
進 セ ン タ
（IPTPC）

 ・ IPTPC認定資格制度
VoIP アドバイザ
VoIP デザイナ
無線 LANデザイナ
セキュリティデザイナ
ビジュアルコミュニケーションアドバイザ

表4　民間資格
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習（CYBER COLOSSEO），若手セキュリティエンジニ
アの育成を目的として，NICT が若年層の ICT 人材を
対象に，セキュリティの技術開発を本格的に指導する新
規プログラム（SecHack365）を行っている．

（2）資格取得推進側（企業・大学）の取組み
資格取得を推進する企業や大学等では，単に資格制度

や研修を紹介するだけでは人材は育たない．そこで，イ
ンセンティブの設定や資格取得支援制度，講師育成の課
題と対策を事例を踏まえて紹介する．
・インセンティブ

高度なスキルを要するシステムエンジニアや特定の
技能を要するオペレータに対しては，仕事上必要な資格
を設定し，その資格を有していることで仕事の幅の拡
大，給与の支給条件と連携しているケースがある．

・資格取得支援制度
また，企業では資格取得に必要な受験費を合格時に支

給する制度を有している会社も多い．このような制度は
とても有効だが，時代の変化は早いため，適宜対象資格
を見直すことが必要である．
・講師の確保

人材育成において，課題になっているのが講師の確保
である．最新の技術が対象の場合，講師が可能な人材が
不足することが多い．このようなケースは，当初は対外
研修を受講する等して社内人材を育成している．しか
し，基礎技術として維持が必要な分野では，講師が高齢
化等により退職してしまい，自社にいないケースも増え
ている．このような研修は対外的にも対象者が少ないた
め，外部での研修も少ない．例えば，IP 電話の分野で
は，沖電気工業（OKI）や NEC，富士通，日立情報通
信エンジニアリング，パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン，岩崎通信機，サクサの 7 社で連携
し，IP 電話普及推進センタ（IPTPC） （5）という任意団
体を設立している．IPTPC ではマルチベンダでの VoIP
技術者認定資格を設定し，共同で研修や資格試験を運用
している．この制度により，講師の確保や業界での技術
レベルの維持が可能となっている（図 4）．
・シニア社員の活用

大学においても，情報や通信の基礎的な講座を維持す
るためには現在の教員だけでは不足するケースもある．
そこで，企業を退職，あるいはシニア制度で勤めるシニ

ア社員の活用を提案したい．もちろ
ん，シニアのスキルが現在の市場や
技術状況に全てマッチするわけでは
ないだろう．しかし，基礎的な技術
の育成に際しては講師として活用す
ることは可能である．

また，基礎能力のあるシニアを再
教育することで，不足する分野の技
術者を補うことも可能である．例え
ば，冒頭で紹介したサービス企業に
おける IT 人材やセキュリティ人材は，
基礎的な能力のあるシニアに対して，
サービスやセキュリティ運用に関す
る研修を行うことで短期間での育成
が可能であると考える．

（3）　�資格取得者（社員，学生）の取
組み

資格を取得する企業の社員や学生
は，どのようにモチベーションを維
持すればよいのであろうか．私見で�図 4　IPTPC認定技術者資格制度

�図3　�iコンピテンシ・ディクショナリと情報処理技術者試
験の関係（出典：IPA「iコンピテンシ・ディクショナリの概要」）
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はあるが，資格取得をする上で重要なポイントを示す．
・資格取得のモチベーション

資格の取得は，あくまで手段である．ある仕事に就
く，研究を行うための技術や技能を取得するためのもの
である．従い，何のために資格取得するのか，その目的
の設定を明確にすべきである．目的が明確になったら，
いつまでに取得するのか目標の設定と，そのスケジュー
ルを明らかにする．同様の資格取得を目指す仲間でグ
ループを作り，勉強会等を行うことも互いに刺激にな
り，有効である．

例えば，OKI では VoIP 製品の販売に携わっている営
業や SE に対して前述の IPTPC の VoIP アドバイザー資
格の取得を推奨している．社内において研修を行い，合
格時には受験費を会社から支給している．また，特定の
製品を販売，取り扱う営業や SE に対して，関連する資
格の取得を義務付けているケースもある．このような
ケースでは，資格取得時に名刺に対して，特別なポジ
ション（「○○○スペシャリスト」等）を明示すること
ができる．
・キャリアプラン

また，資格取得は単発ではなく，自らのキャリアプラ
ンと連動していることが望ましい．企業の場合は，自社
の事業の方向性に合わせた教育計画があるのが一般的だ
が，個人においてキャリア目標を明確にし，自分が今何
合目まで来ているのかを常に意識することが重要である．

本稿では「ICT 分野における資格制度」をテーマとし
たが，最近注目されているデータアナリスト等を目指す
ケースでは，今回紹介した資格のほかに「統計検定」や

「統計データ解析士」「統計士」「データ解析士」等も重
要である．しかし，これらの資格は難易度も高く，取得
に時間も掛かるので，自らの研究や仕事のキャリアプラ
ンの中で取得を目指していくことが望ましい．

5 まとめ
資格取得は趣味で行うものではない．自己啓発で取得

する方もいるとは思うが，仕事や研究開発を進める上で
の資格取得は，誰のための資格取得か，その目的は何か
を明確にすることが必要である．また，IT 人材は ICT
分野だけではなくサービス分野でも必要である．また，
経営陣にも ICT スキルは重要である．時代変化のスピー
ドに対応するための人材スキルの定点観測を行うことが
望ましい．

また，IT 人材不足を補うために少子高齢化が進む日
本だからこそのシニア人材の活用策を提言した．日本の
ICT 業界が元気になるためには，地道な活動ではある
が，人材育成を継続することが必要と考える．

■ 文献
（1） 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA），IT 人材白

書 2017，2017．
（2） IPA，i コンピテンシ・ディクショナリの概要，2015．
（3） IPA 産業サイバーセキュリティセンター，https://

www.ipa.go.jp/icscoe/
（4） NICT ナショナルサイバートレーニングセンター，

https://www.nict.go.jp/nct/
（5） IP 電 話 普 及 推 進 セ ン タ（IPTPC），http://www.

iptpc.com/

千村保文 （正員）
沖電気工業株式会社経営企画本部政
策調査部主幹，IP 電話普及推進セン
タ（IPTPC）OKI 代表．
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1 はじめに
2016 年（平成 28 年）10 月 21 日，サイバーセキュ

リティ分野において初の国家資格となる「情報処理安全
確保支援士」制度が開始された．

近年，情報技術の浸透に伴い，サイバー攻撃の件数は
増加傾向にあり，企業等の情報セキュリティ対策を担う
実践的な能力を有する人材も不足する中，情報漏えい事
案も頻発している．このためサイバーセキュリティの対
策強化に向け「情報処理の促進に関する法律」（昭和 45
年 5 月 22 日法律第 90 号）の改正法が施行され，我が
国企業等のサイバーセキュリティ対策を担う専門人材を
確保するため，最新のサイバー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新たな
国家資格制度が整備されるに至った．

2 国家資格「情報処理安全確保
支援士」の概要

「情報処理安全確保支援士」とは，サイバーセキュリ
ティに関する知識・技能を活用して企業や組織における
安全な情報システムの企画・設計・開発・運用を支援
し，また，サイバーセキュリティ対策の調査・分析・評
価を行い，その結果に基づき必要な指導・助言を行う者
である．

サイバーセキュリティの確保に取り組む政府機関，重
要インフラ事業者，重要な情報を保有する企業等のユー
ザ側，及び，これら組織に専門的・技術的なサービスを
提供するセキュリティ関連企業等のいわゆるベンダ側の
双方において活躍が期待されている．
「情報処理安全確保支援士」の活躍が期待される業務

は，次のとおり．
①経営課題への対応
・ セキュリティ対策の策定・更改・実施指導

・ 組織・技術上のリスク評価
・ 監査・検査・調査・分析　等
②システム等の設計・開発
・ 設計段階までのセキュリティ対策
・ セキュアコーディングの推進
・ セキュリティテストの実施・評価　等
③運用・保守
・ ポリシー実践，ぜい弱性への対応，品質管理，情報

収集
・ 教育・啓発活動　等
④緊急対応
・ 緊急時に備えた準備
・ インシデント対応の全体統制
・ インシデント処理・復旧等

2.1　登録手続きと講習の受講
「情報処理安全確保支援士」は，独立行政法人情報処

理推進機構（以下「IPA」という．）が実施する国家試
験「情報処理安全確保支援士試験」に合格し，登録をし
た者が，名称独占資格として名乗ることができる．

また，制度開始から 2 年間に限り，過去に実施された
国家試験「情報セキュリティスペシャリスト試験」また
は「テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験」
に合格した者も登録を受けることが可能となっている．

既に，上述の試験に合格している場合は，是非，「情
報処理安全確保支援士」への登録を検討頂きたい．
「情報処理安全確保支援士」は，継続的にサイバーセ

キュリティに関する最新の知識・技能を維持等してもら
うため，IPA が経済産業大臣の認可を受けて実施する講
習を毎年受講することが義務付けられている．

具体的には，登録日を起点として，1 年に 1 回 6 時
間のオンライン学習と，3 年に 1 回 6 時間の集合講習

（グループ討議を含む．）を受けることが義務付けられる
（図 1）．講習は，知識・技能・倫理の 3 科目で，毎年，
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内容を更新するため，常に最新のサイバーセキュリティ
について学ぶことができる．ただし，所定の講習を期限
までに未受講の場合は，法律に基づき，登録の取消しま
たは名称の使用停止になる場合があるので，十分に留意
されたい．

なお，「情報処理安全確保支援士」への登録申請は，
通年で受け付けているが，登録日は，年に 2 回（4 月 1
日と 10 月 1 日）と定められている．

参考まで，初回の登録日（2017 年（平成 29 年）4
月 1 日）には，4,172 名の「情報処理安全確保支援士」
が誕生した．平均年齢は 40.5 歳で，全ての都道府県に
おいて，「情報処理安全確保支援士」が配置された．
「情報処理安全確保支援士」の属性を表 1 に示す．

2.2　通称名とロゴマーク
「情報処理安全確保支援士」には，社会全体で活用さ

れ，企業等におけるセキュリティ対策を進めるため，法
律上の名称に加え，通称名とロゴマークが設けられてい
る（図 2）．参照されたい．

・ 法律名：情報処理安全確保支援士
・ 通称名： 登録セキスペ 

（登録情報セキュリティスペシャリスト）
・ 英語名： Registered Information Security 

Specialist（RISS：アールアイエスエス）

3 国家試験「情報処理技術者試
験」の概要

IPA では，前述の「情報処理の促進に関する法律」に
基づき，国家試験として，「情報処理技術者試験」及び

「情報処理安全確保支援士試験」を行っている．
「情報処理技術者試験」は，産業の情報化，社会の情

報化，生活の情報化が進展し，全体として一つのネット
ワークとして結び付けられた高度情報化社会の中核的役
割を果たすべき情報処理技術者の育成・確保の観点か
ら，次の 3 点を目的に実施している．
① 情報処理技術者に目標を示し，刺激を与えることに

よって，その技術の向上に資すること．
② 情報処理技術者として備えるべき能力についての水

準を示すことにより，学校教育，職業教育，企業内教
育等における教育の水準の確保に資すること．

③ 情報技術を利用する企業，官庁などが情報処理技術
者の採用を行う際に役立つよう客観的な評価の尺度
を提供し，これを通じて情報処理技術者の社会的地位
の確立を図ること．
また，「情報処理安全確保支援士試験」は，サイバー

攻撃の急激な増加に対し，政府機関や企業等のセキュリ
ティ対策強化に向けて，サイバーセキュリティに関する
実践的な知識・技能を有する専門人材の育成と確保を目
的に実施している．

以降では，「情報処理安全確保支援士試験」を含めて，

図1　集合講習（グループ討議）

表1　「情報処理安全確保支援士」の属性

※2017年（平成 29年）4月 1日現在

�図 2　「情報処理安全確保支援士」ロゴマーク
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便宜上，「情報処理技術者試験」と称して説明を行う．

3.1　試験制度の沿革
「情報処理技術者試験」が創設 50 年を迎える．当該

試験制度の沿革について，表 2 に示す．

3.2　受験のお薦めポイント
国家試験「情報処理技術者試験」の受験をお薦めする

ポイントを八つに大別して紹介する．

（1）�ITの知識・技能に関する共通の評価指標として活用
情報処理技術者試験制度は，IT エンジニアの不足等

を背景として，1969 年（昭和 44 年）の創設以降，情
報技術の進展や人材需要の変化を見据えて，都度，試験
制度の改正を行い，累計で，延べ応募者数 1,897 万人
超，延べ合格者数 247 万人超の大規模な国家試験となっ
た．応募者の推移を図 3 に示す．

現在では，IT に関する知識レベル・技術力の共通的

かつ客観的な評価指標として，IT 業界をはじめ，IT を
利活用する企業等の組織や教育機関等においても，幅広
く認知・活用されている．

（2）技術の多様化・需要変化に対応できる人材育成
技術が急激に変化し多様化する中で，情報処理技術者

試験では，特定の機種や OS（企業や製品）に依存しな
い出題を行っており，IT の技術や利活用等に関する本
質的な知識を幅広く習得できる．

本質的な IT に関する知識を備えることで，これに基
づく新たな技術・手法を理解しやすくなり，また，自身
の担当以外の幅広い知識を持つことで，キャリアアップ
や組織内での担当業務の変更などへの適応力の向上が期
待できる．

更に，技術の発展やトレンドの変化によって，求めら
れる人材や技術が変化する IT 業界においては，様々な
変化に適応できる人材を確保することは，企業競争力の
強化につながる．

表2　「情報処理技術者試験」等の沿革
1969 年（昭和 44年） 情報処理技術者の不足，プログラマ認定制度創設への要望を背景に，産業構造審議会情報産業部会での答申

に情報処理技術者の育成が盛り込まれ，通商産業省告示によって，「情報処理技術者認定試験制度」を創設．

1970 年（昭和 45年） 初回試験の大きな反響を踏まえて，1970 年（昭和 45年）制定の「情報処理振興事業協会等に関する法律」
において試験制度を法制化．

1971 年（昭和 46年） 情報処理システムの分析・設計に従事するシステムエンジニアを対象とする「特種情報処理技術者試験」を
追加．

1984 年（昭和 59年） 「情報処理振興事業協会等に関する法律」に基づき，通商産業大臣が財団法人日本情報処理開発協会
（JIPDEC）を指定試験機関として試験事務を委譲．情報処理技術者試験センタ－（JITEC）を設立．

1986 年（昭和 61年） システム監査の導入を促進するため，「情報処理システム監査技術者試験」を追加．また，受験者数の多い
第 2種のみ，試験を年 2回の実施に変更．

1988 年（昭和 63年） 情報システムの企業内システムから企業間ネットワークシステムへの進展に対応して，「オンライン情報処
理技術者試験」を追加．

1994 年（平成 6年） 1993 年（平成 5年）の産業構造審議会（情報化人材対策小委員会）における提言を踏まえ，試験制度を改
革．同年秋期から 11試験区分に整理．

1996 年（平成 8年） マイコン応用システムエンジニア試験及び上級システムアドミニストレータ試験の追加．

2001 年（平成 13年） 産業構造審議会（情報化人材対策小委員会）の中間報告（試験制度改正）の提言に沿って，新制度（13試
験区分）で実施．

2004 年（平成 16年） 「情報処理の促進に関する法律」の一部改正（2004 年（平成 16）年 1月 5日施行）に基づき，試験事務
の実施機関が財団法人日本情報処理開発協会から独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に移管．

2005 年（平成 17年） ソフトウェア開発技術者試験を年 2回の実施に変更．

2006 年（平成 18年） テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験の追加

2009 年（平成 21年） 我が国が育成を目指すべき高度 IT 人材像に即したキャリアとスキルを示した共通キャリア・スキルフレー
ムワークを構築し，その下での客観的な人材評価メカニズムを構築するため情報処理技術者試験を改定．エ
ントリレベルの試験として「IT パスポート試験」を追加．

2011 年（平成 23年） 「IT パスポート試験」をCBT（Computer Based Testing）方式による試験に変更．

2016 年（平成 28年） 「『日本再興戦略』改訂 2015」や経済産業省の産業構造審議会の方針を踏まえて「情報セキュリティマネジ
メント試験」（年 2回実施）を追加．

2017 年（平成 29年） 情報処理安全確保支援士制度の新設に伴い，「情報処理安全確保支援士試験」（年 2回実施）を整備．
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情報処理技術者試験では，近年の技術動向（IoT，
ビッグデータ，AI 等）や環境変化などを反映すること
で，現代社会で必要とされる知識・技能を問う試験問題
を提供している．

（3）質の高い試験問題
急速に進む情報技術に柔軟に対応し，質の高い試験問

題を常に提供するため，IT 現場の第一線で活躍してい
る専門家や，大学・研究所など高等教育機関に所属して
いる専門家（合計 400 名以上）から構成される試験委
員が問題を作成している．IT 動向を収集して深い知見
を有する試験委員や，実務で様々な課題に直面している
試験委員によって作成された試験問題は，教育的かつ実
践的であり，IT 業界で培われた効率の良い標準的な考

え方や手法を知ることで，品質向上や業務改革・業務改
善等，実務で生かすきっかけになり得る．

（4）自己のスキルアップ，能力レベルの確認
「情報処理技術者試験」は，対象者別（IT 利活用者・

IT エンジニア），レベル別（エントリー・基本・応用・
高度），専門別に，「情報処理安全確保支援士試験」を含
めて，合計 13 区分の試験体系を構築している（図 4）．
下位の試験区分の合格を足掛かりに，より上位の試験区
分を目指すことで，自身のスキルを一歩ずつ向上させる
ことが可能となる．また，全ての試験区分で個人成績の
照会や解答例等の情報提供を行っているので，合否だけ
でなく，自己の能力レベルの向上度合いについて確認す
ることもできる．

�図 3　「情報処理技術者試験」における応募者の推移

�図 4　「情報処理技術者試験」等の体系図

解説　サイバーセキュリティ分野における初の国家資格「情報処理安全確保支援士」（登録セキスペ）と創設50年を迎える国家試験「情報処理技術者試験」の概要について 249
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（5）企業等の組織での活用
「情報処理技術者試験」は，基本・応用から専門分野

別の試験区分まで，IT エンジニアのキャリアパスに沿っ
た試験体系となっていることから，組織における IT 人
材育成に活用されている．

また，合格者に対して，資格手当・一時金などといっ
た報奨金制度を設ける企業や採用の際に試験合格を考慮
する企業があるなど，多くの企業が情報処理技術者試験
を高く評価している．

更に，「情報処理技術者試験」が IT 業界全体での共
通的な評価指標となっていることや，公平な評価に資す
る国家試験であることを受け，例えば，システム開発案
件等を発注する場合に，試験合格者のプロジェクトへの
参画を求めるなど，「情報処理技術者試験」への取組み
を発注先選定の際に考慮している組織も数多くあり，自
組織の技術力の証明としてアピールすることも可能と
なっている．

なお，「政府情報システムの整備及び管理に関する標
準ガイドライン実務手引書」では，人材に関する要求要
件として，情報処理技術者試験の各試験区分を例示して
いる．これを受け，官公庁，地方公共団体では，情報シ
ステム開発に関わる競争入札の参加申請において，情報
処理技術者試験合格者数について記入を求めたり，試験
合格者のプロジェクトへの参画を要件とするケースが増
加している．

（6）あらゆる業種・職種で活用
IT 化が進んだ現代社会において，安全で効果的な IT

活用を促進するためには，IT 業界・IT 職種のみならず，
あらゆる業種・職種でも，IT や情報セキュリティに関す
る知識が欠かせない．「情報処理技術者試験」では，あ
らゆる業種・職種で活用できる IT 利活用力・情報セキュ
リティ管理の向上に資する二つの試験を提供している．
 ・ IT パスポート試験

　 IT を利用する全ての社会人・学生を対象．コン
ピュータを利用する試験方式で随時実施．参考まで，
IT パスポート試験の公式キャラクタを図 5 に示す．

 ・ 情報セキュリティマネジメント試験
　 個人情報保護や情報セキュリティ等に関する業務

に従事する者を対象．春期と秋期に試験を実施．

（7）大学における活用状況
「情報処理技術者試験」が企業等で広く活用されてい

ることを受け，実社会で活躍する人材の輩出を目指す教
育機関（大学，短大，専門学校，高校等）でも幅広く活
用されている．IPA の調べによると，教育機関の取組み
としては，入試優遇 195 校，単位認定 106 校，シラバ

スの一部または全部を参考とした授業カリキュラムの策
定 71 校，受験対策支援講座の実施 131 校，受験を推奨

（受験料補助，合格者の表彰，報奨金等支給）105 校と
なっている（2018 年 1 月現在）．

（8）ほかの国家試験などにおける優遇制度等
「情報処理技術者試験」の合格者は，ほかの国家試験

（中小企業診断士，弁理士）や IT コーディネータ試験
の一部免除制度を受けることができる．

また，警視庁，千葉県警，群馬県警，茨城県警等で募
集するサイバー犯罪捜査官及び兵庫県警で募集する情報
処理区分での採用は，「情報処理技術者試験」の合格が
応募資格の一つとなっているとともに，埼玉県警，静岡
県警等の警察官採用試験においては，「情報処理技術者
試験」合格者に対して加点を行う制度が設けられている．

更に，厚生労働省「ものづくりマイスター事業（IT
マスター）」においては，応用情報技術者試験や高度試
験などが IT マスター募集条件の一つになっている．

4 おわりに
手前味噌になるが，IPA が毎年度公表している調査

「IT 人材白書」から，国家試験「情報処理技術者試験」
の活用状況に関する項目を抜粋して紹介する．

（1）情報処理技術者試験の活用状況
IT 企業，ユーザ企業に対して，情報処理技術者試験

の活用状況について尋ねた結果を図 6 に示す．
2015 年度と 2016 年度を比較してみると，IT 企業，

ユーザ企業ともに，情報処理技術者試験の活用の割合が
10％以上高くなっている．改めて，情報処理技術者試
験が広く活用されていることが分かる．

�図 5　「ITパスポート試験」（通称：ｉパス）
公式キャラクタ��上
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（2）情報処理技術者試験の活用理由
IT 企業，ユーザ企業に対して，情報処理技術者試験

の活用理由について尋ねた結果を図 7 に示す．
情報処理技術者試験の活用で得られる広範な知識が

人材育成で必要であることを理由とした企業が多く，
ユーザ企業では，その割合が更に顕著であった．

上述のとおり，IPA は，国家資格「情報処理安全確保
支援士」（登録セキスペ）の運用や国家試験「情報処理
技術者試験」の実施を担っている．今後も，更なる利便
性の向上等に努めていきたい．

本稿を御覧になった皆様においては，IT 技術の進展
によって創出される新たなビジネスチャンスを逃さない
組織体制（人材育成含む）を整備するためにも，また，

個人の可能性を広げるためにも，より一層，情報処理技
術者試験を活用し，社会変化等に対応する広範な知識の
習得に役立ててほしい．

�図 6　「情報処理技術者試験」の活用状況
（IPA「IT 人材白書 2017」（2017年 4月）から引用）

�図 7　「情報処理技術者試験」の活用理由
（IPA「IT 人材白書 2017」（2017年 4月）から引用）

千脇誠司 　
 1998 特別認可法人情報処理振興事業
協会（現 独立行政法人情報処理推進
機構）入職．特定プログラム開発普及
業務，中小企業向け業務アプリケー
ション開発支援業務，ソフトウェアエ
ンジニアリング業務など IT 関連施策
事業に従事．2016から，情報処理技
術者試験センター企画グループリー
ダーとして国家試験の運営を担当．
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1 はじめに
我が国の通信分野の代表的な資格制度には，無線従事

者制度 （1），電気通信主任技術者・工事担当者制度 （2），
CATV 技術者制度 （3），情報配線施工技能士制度 （4）など
があり，通信分野を含む関連資格としては技術士制度 （5）

や情報処理技術者制度 （6）などがある．本稿では，これら
の中で約 100 年の歴史を持つ無線従事者制度について概
説するとともに，今後の課題について私見を述べたい．

2 無線従事者資格の背景
1912 年 4 月 14 日に起きた歴史的な海難事故である

タイタニック号（図 1）の氷山衝突は，深夜であったた
め SOS が発信されたものの至近距離にいたカリフォル
ニアン号の通信士が就寝中でそれをキャッチできなかっ
た．SOS をキャッチしたのは約 100 km も離れていた
カルパチア号で，全速力で救助に向かったが事故海域に
着いたときには既に沈没後であった．1,490 名が犠牲者
となったが，無線電信のおかげで 700 余人が救助され
た．カリフォルニアン号の航海士はタイタニック号が打

ち上げた信号弾や明滅灯による救助信号を見て不審を感
じたとのこと，もし通信士を起こして業務に就かせてい
ればもっと多くの乗客を助けることができたはずであっ
た （7）．

この大事故が契機となり，1914 年にロンドンで開催
された「海上における人命安全のための国際会議：
SOLAS（the international convention for the Safety 
Of Life At Sea）」において，船舶の安全運航のため 50
人以上が乗る船舶は無線電信装置を装備し，遭難通信を
行う波長 600 m（500 kHz）の電波を 24 時間聴取する
ことが定められた ＊．このため 50 名以上が乗る外国航
路の船舶には無線局の設置と，8 時間交代として 3 名の
通信士の配置が不可欠となった．

当時，日本においても私設無線局認可への気運が高
まってきたことから，1915 年に無線電信法が制定され，
官営の無線局とは別に一般の船舶などの無線局を規定す
る「私設無線電信規則」が定まり，併せてそこに従事す
る無線従事者を検定する「私設無線電信通信従事者資格
検定規則」が定まった （8）．これが，現在に至る無線従
事者資格制度の基となっている．

国際的には，公海上を航行する船舶または航空機に搭
乗する無線従事者には，ITU（International Telecom-
munication Union）憲章及び ITU 条約を補足している
国際無線通信規則（Radio Regulations，略称 RR）で
規定された無線通信士証明書が必要とされる．日本で
は，総務大臣が交付する無線従事者免許証がこれに当た
る．RR では，各種業務の周波数割当などとともに無線
従事者の資格要件についても規定している．そのため，
各国の無線従事者資格制度は RR の規定に合致するもの
となっている．

図1　タイタニック号の無線室
（出典：ウィキペディア・コモンズ）

＊  これが現在に続いているSOLAS条約の発端であり，
1914年に決議はなされたが第一次世界大戦の影響で発
効には至らず，その後新たな安全規制を追加するなど
の修正が加えられた条約が1929年に締結された．
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3 無線従事者資格制度の概要
前章に説明したような背景を持つ無線従事者資格制

度は，その発端が遭難通信のような重責を担う無線通信
士の証明が目的であったことから，無線局の運用能力を
担保するという性格が濃いものになっている．またモー
ルス電信が唯一の遠距離通信手段であった時代からの経
緯で，無線通信士の資格取得にはモールス電信の技能試
験が必須であった．そのため 1980 年代までは長い間，
技能別にモールス電信を必須とする船舶や航空機の通信
士，ラジオ・テレビ放送やマイクロ波多重通信などの運
用に携わる技術者，警察・消防・タクシー等の業務のた
め無線通信を利用する者，及び趣味としてアマチュア無
線を行う者という区分けによる資格制度となっていた．

1980 年代になると衛星通信技術が進歩しインマル
サット衛星などが船舶や航空機の通信にも利用されるよ
うになってきた．そのため，遭難時にはモールス電信に
代わって衛星通信により事故発生や位置情報の自動発信
な ど を 行 う GMDSS（Global Maritime Distress and 
Safety System）という最新技術を取り入れたシステム
の導入が国際的に合意された．それに従い 1988 年に
SOLAS 条約が改正され，GMDSS を 1992 年から段階
的に導入し 1999 年までに完全移行することが決まっ
た．したがって，船舶や航空機の通信に従事する者に
は，モールス電信に代わって GMDSS を構成する技術
の知識とその操作能力が必要になった．これに対応する
ため，無線従事者資格を定めている電波法第 40 条の改
正が 1989 年に行われ，海上，航空，陸上という利用分
野を主にして再編され現在に至っている （1）．再編され
た分野区分は，①総合無線通信，②海上無線通信，③航
空無線通信，④陸上無線技術，及び⑤アマチュア無線で
あり，表 1 に示すような 23 の資格が存在する．

それぞれの分野において，第一級はその分野での全て
の操作を行うことができる資格であり，それ以下の級は
限定された範囲（送信電力，周波数範囲など）での操作
ができる資格である．また，海上，航空，陸上の 3 分
野にある特殊無線技士は，限定された無線設備のみを操
作できる資格である．

4 主任無線従事者制度
無線設備を操作するには，それに必要な無線従事者資

格を有することが原則であるが，主任無線従事者の監督
下であれば一定の範囲内で無資格者による無線設備の操
作が認められている．例えば，タクシー無線の操作には
第三級陸上特殊無線技士かそれより上位の資格を必要と
するが，主任無線技術者として任命された有資格者が監

督する体制をとっていれば，資格を持たない運転手で
あっても操作ができる．放送局や携帯通信事業など無線
機器の操作に多くの無線技術者を必要とする分野では，
この主任無線技術者制度が活用されている．ただし，ア
マチュア無線はこの制度の対象外である．

主任無線従事者に選任された者は，選任後 6 か月以内
に主任無線従事者講習（公益財団法人日本無線協会が実
施）を受講しなければならず，その後も 5 年ごとに受講
して最新の知識を身に付けることが求められている．

5 資格取得のための国家試験及
び養成課程

無線従事者国家試験は，資格別に表 2 及び表 3 に示
す試験科目が課せられており，その試験は公益財団法人
日本無線協会によって全国 11 地域（総務省総合通信局
管内及び沖縄総合通信事務所の管内）にて，無線通信士
と無線技術士は年 2 回，特殊無線技士は年 3 回実施さ
れている．またアマチュア無線技士は，一級・二級が年
3 回，三級・四級は多数回実施されている．

モールス電信の必要性は減ったものの一部では使われ
ているため，今でも総合無線通信士にその技能が課せられ
ている．ただし，求められる技能レベルは図 2 に示すよう
に変遷している．アマチュア無線ではモールス電信が相
変わらず広く利用されているが，実技試験は 2011 年に廃
止され，現在はペーパーテストの中でモールス符号の知識
を確認しているだけである．その背景は，かつては船舶
通信や公衆通信との混信の回避などに必要な技能として
モールス電信が RR で義務付けられていたが，GMDSS
への移行で根拠が乏しくなり，WRC（World Radiocom-
munication Conference）の 2003 年会合において RR
の条文が「アマチュア無線におけるモールス電信の実技
試験は主管庁の判断に委ねる」と改定されたことによ
る （11）．

無線従事者資格を得るには，国家試験に合格する道以
外に養成課程という道がある．養成課程が設けられてい
るのは，海上無線通信士の第三級・第四級の 2 資格，
特殊無線技士の 9 資格及びアマチュア無線技士の第一
級を除く 3 資格である．国が認定した組織や教育機関
が開講する養成課程講習会を受講して修了試験に合格し
た者は，国家試験の合格者と同等に扱われて無線従事者
資格を取得することができる．講習時間は，短いもので
10 時間，上級資格では 150 時間ほどになるものもある．
これまでの講習はスクール形式で行われていたが，
2013 年度からは一部の資格について e ラーニング形式
で提供されている．e ラーニングは，受講者にとって場
所と時間の制約を受けずメリットが大きいので今後は更
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に拡大されていくものと思われる．

6 無線従事者資格の活用におけ
る課題

図 3 に過去 50 年ほどにわたる無線従事者資格の年間
交付数を示す．1989 年 11 月に資格制度の再編が行わ
れたため各資格の交付数が大きく変化したが，アマチュ
ア無線技士を除けば総数の傾向に大きな変化はない．し
かしながら，この 50 年間の無線通信の発展とその普及
のすさまじさを考えると疑問が湧いてくる．

50 年ほど前，筆者が学生時代だった頃は，通信工学
を学ぶ学生にとって，無線業界に就職しようとする者は
もちろんだが，そうでなくとも技術力の証として無線技
術士や無線通信士の資格を取得することが目標になって
いたように思う．在学中に第一級無線技術士と第一級無
線通信士の両方を取得すると大いなる賞賛を浴び，周り
の者もいずれかの資格を取得したいと考える雰囲気が
あった．しかし，最近は学生にとって無線従事者資格の
存在感が乏しいように思える．無線通信や無線技術に携
わる者が当時とは比べものにならないほど増加している
にもかかわらず，業務に求められる能力の証として資格

表1　無線従事者資格一覧表�（9）

分野 資格名（略称） 操作対象となる無線設備の概要

総
　
合

第一級総合無線通信士（一総通） 無線通信業務全般ではあるが，主として国際航海に従事する商船の船舶局または船
舶と通信を行うために開設する海岸局などの無線設備

第二級総合無線通信士（二総通） 近海区域を航行する商船の船舶局及び比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の
海岸局などの無線設備

第三級総合無線通信士（三総通） 遠洋で操業する漁船の船舶局や漁業用海岸局の無線設備

海
　
上

第一級海上無線通信士（一海通） 船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備

第二級海上無線通信士（二海通） 制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の中規模
海岸局などの無線設備

第三級海上無線通信士（三海通） 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線
設備

第四級海上無線通信士（四海通） 無線電話を使用する漁船の船舶局，漁業用海岸局などの無線設備

第一級海上特殊無線技士（一海特） 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局，商船が装備した国際 VHF無線電
話などの無線設備

第二級海上特殊無線技士（二海特） 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局，VHFによる小規模海岸局などの無線設備

第三級海上特殊無線技士（三海特） 沿岸海域で操業する小形漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備

レーダー級海上特殊無線技士（レーダー特） 商船などが装備した大形レーダー，レーダーのみを備えた船舶，沿岸監視用レーダ
などの無線設備

航
　
空

航空無線通信士（航空通） 航空運送事業用航空機に開設された航空機局，この航空機と通信を行う航空局など
の無線設備

航空特殊無線技士（航空特） 航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局，この航空機と通信を行う航空
局などの無線設備

陸
　
上

第一級陸上無線技術士（一陸技） 放送局（テレビ，ラジオ），固定局，無線標識局などの無線設備

第二級陸上無線技術士（二陸技） 小・中規模放送局，航空用無線航行局などの無線設備

第一級陸上特殊無線技士（一陸特） 多重無線設備を使用した固定局などの無線設備

第二級陸上特殊無線技士（二陸特） 陸上移動系の無線局，VSAT（ハブ局）などの無線設備

第三級陸上特殊無線技士（三陸特） タクシー無線の基地局などの無線設備

国内電信級陸上特殊無線技士（国内電信特） 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作

ア
マ
チ
ュ
ア

第一級アマチュア無線技士（一アマ） アマチュア無線局の無線設備

第二級アマチュア無線技士（二アマ） アマチュア無線局の空中線電力200 W以下の無線設備

第三級アマチュア無線技士（三アマ） アマチュア無線局の空中線電力50 W以下の無線設備で18 MHz 以上または8 MHz
以下の周波数の電波を使用するもの

第四級アマチュア無線技士（四アマ）

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるもの．（モールス符号による通信操作を除く）
（1） 空中線電力10 W以下の無線設備で 21 MHz から 30 MHz までまたは 8 MHz

以下の周波数を使用するもの
（2） 空中線電力20 W以下の無線設備で30 MHzを超える周波数の電波を使用する

もの
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表2　無線通信士及び技術士の国家試験科目とレベル（出典：文献 （10） を参考に作表）

試験科目

資　格

無線工学
の基礎

無線工学
A

無線工学
B

電気通信術
法　規 地　理 英　語モールス

電信 印刷電信 電　話

第一級総合無線通信士 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎

第二級総合無線通信士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第三級総合無線通信士 ○ □ ○ ○ □

第一級海上無線通信士 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

第二級海上無線通信士 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

第三級海上無線通信士 ■ ○ ○ ◎ ◎

第四級海上無線通信士 □ ○

航空無線通信士 □ ○ ○ ○

第一級無線技術士 ●

第二級無線技術士 ◎ ◎ ◎ ●

〔注〕無線工学の基礎： 電気物理，電気回路，半導体及び電子管，電子回路，電気磁気測定（ ：詳細な基礎知識，◎：通常の基礎知識，○：概要の知識）
　　 無線工学A：無線設備とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用
　　 無線工学B： アンテナ系等とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用（ ：詳細な知識，◎：通常の知識，○：概要の知識，□：基礎的

知識のみ，■：設備取扱方法のみ）
　　 電気通信術： ①モールス電信：欧和文の手送り送信及び音響受信（速度は図 2参照） 

②印刷電信：速度 50字／分の欧文普通語の手送り送信 
③電話：欧文通話表による速度 50字／分の送話及び受話

　　 法規： 電波法等・航空法等・電気通信事業法等，通信憲章・通信条約・RR・国際電気通信規則・SOLAS条約・船員に関する国際条約・国際民間
航空条約（◎：通常の知識，○：概要の知識，●：国内法に関する概要の知識）

　　 地理：主要な航路・航空路・電気通信路を主とする世界地理
　　 英語：英文和訳・和文英訳・英会話（◎：英検準 1級～2級レベル，○英検 2級～準 2級レベル，□：英検 3級レベル）

表3　特殊無線技士及びアマチュア無線技士の国家試験科目とレベル（出典：文献 （10） を参考に作表）

試験科目
資　格

無線工学
電気通信術

法　　規 英　　語
モールス電信 電　　話

第一級海上特殊無線技士 ■ ○ ■

第二級海上特殊無線技士 ■ ■

第三級海上特殊無線技士 ■（無線電話） ■

レーダー級海上特殊無線技士 ■（レーダー） ■

航空特殊無線技士 ■ ○ ■

第一級陸上特殊無線技士 ○（多重無線） ●

第二級陸上特殊無線技士 ■ ■

第三級陸上特殊無線技士 ■ ■

国内電信級陸上特殊無線技士 ○ ■

第一級アマチュア無線技士 ○ ○

第二級アマチュア無線技士 □ ○

第三級アマチュア無線技士 △ □

第四級アマチュア無線技士 ▲ ■

〔注〕無線工学： 無線設備・アンテナ系等とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用（○：概要の知識，□：基礎的な知識，■：取扱方法のみ，
△：初歩的な知識，▲：測定機器を除く初歩的な知識）

　　 電気通信術： ①モールス電信：和文の手送り送信及び音響受信（速度は図2参照， は実技不要でモールス符号の知識のみが課せられる） 
②電話：欧文通話表による速度50字／分の送話及び受話

　　 法規： 電波法等・通信憲章・通信条約・RR （ ：国際電気通信規則・船員に関する国際条約を含めて簡略な概要の知識，○：概要の知識，●：国内
法のみの概要の知識，□：簡略な概要の知識，■：国内法のみの簡略な概要の知識）

　　 英語：英会話（■：英検 3級レベルのリスニング）
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制度が十分活用されていないとすれば問題である．そこ
で，考えられる課題を以下に挙げてみる．

まず言えることは，無線従事者資格制度がモールス電
信時代の延長線上で変遷してきたことである．無線シス
テムの発展に伴って資格の種別が増え，現在では前述し
たように 23 もの資格に細分化されている．しかも無線
設備そのものの運用・保守に主眼が置かれている．確か
にアナログ技術が主であった時代の無線設備の運用や保
守には現場での修理などが必要であった．しかし，現在
ではディジタル化や自動化が高度化したことで，現場で
の運用や保守は省力化されている．対して，そこで用い
ている高度な設備やシステムの設計・実装などに携わる
無線技術者に高い能力が求められている．現在の無線従
事者制度は，このような設備やシステムを作る技術者に
必要な能力を担保する上で，十分進化していないように
思える．

次に，現在の無線従事者資格は，ネットワーク化とソ
フトウェア化の進んだ最近の無線通信システムに対応し

切れていないという問題がある．技術の変化が早くなっ
ていることから，求められるのは技術の変化にも対応で
きる基本的能力を担保する資格であると考えられる．ま
た，無線設備やシステム全般に通用する汎用性のある資
格も望まれる．

第 5 世代移動通信をはじめセンサネットワークや IoT
などの発展にとって，無線通信分野の人材育成は極めて
重要である．この問題について，総務省では 3 年前に
電波政策ビジョン懇談会を開催して，電波利用の将来像
とその実現方策に加え，電波利用を支える産業の在り方
として人材育成を取り上げて議論している．議論の結果
は 2014 年 12 月に報告書としてまとめられており，“従
来のような「電波」に閉じた人材育成のみならず，無線
通信技術に加えて IP/Web 関連技術の知識を併せ持つ人
材，無線技術と有線技術を統合した高度複合技術の知見
を有する人材，ソフトウェア技術者等を戦略的に育成し
ていくことが重要である”と極めて的確な結論が記され
ている （12）．これに向けて，人材育成の重要な手段であ
る資格制度の見直しが求められていると感じる．

更に加えて言えば，現在の無線従事者資格は終身免許
制である．これだけ技術進歩の早い分野では，免許証を
得た後も新たな知識の取得が不可欠であり，それを保証
する免許更新制も検討の余地がある．

7 おわりに
現在の無線従事者資格制度について，その生い立ちか

ら現在の課題までを解説したが，国境のない電波に関連
した制度であることから国際的協調が求められることも
一因となり，現状に対して後追いの面がある．そのこと
について，無線従事者資格がより広く活用されるために

�図 2　無線従事者国家試験に課されているモールス電信の実技レベルの変遷

�図 3　無線従事者資格の年間交付数の変遷
（出典：総務省発表データをグラフ化）
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必要と思われる課題を私見として述べた．一方，現在の
資格の中で陸上無線技術士に関しては，名称はさておき
無線技術者に必要な基本的技術と関連法規の知識を証明
する汎用的な資格と思える．この資格が，企業や教育機
関においてもっと広く活用されることが期待される．

また，無線従事者資格の特色の一つは，趣味としてア
マチュア無線を行う者にも国家資格が与えられることで
あろう．アマチュア無線は一時のブームが去ったが，青
少年の科学技術への関心を高める上で非常に有効であ
り，若年層の資格取得者の増加策が望まれる．

本稿が，現在の無線従事者資格制度を理解し活用する
上で参考になれば幸いである．
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1 はじめに
本稿ではまず，ORACLE MASTER 認定資格につい

て御紹介を行った上で，ORACLE MASTER 認定資格取
得の意義について御説明致します．次に，Oracle 
Corporation の日本法人である日本オラクル社員 2 名
の体験談とアドバイスを記載致します．1 人目は IT 業
界での業務経験が豊富な木村より，「システムエンジニ
アとしての ORACLE MASTER 取得体験記」，2 人目は
学生時代よりデータベースの研究に携わっていた金子よ
り，「ORACLE MASTER Platinum 取得者の体験記と
アドバイス」となります．最後に，現在のトレンドであ
るクラウドに関係する資格を御紹介致します．

2 ORACLE MASTER とは？
Oracle Corporation で は， 皆 様 御 存 じ の と お り

Oracle Database というデータベース製品を扱っていま
すが，データベース以外にアプリケーションやハードウェ

アの製品も扱っています．更には Oracle University よ
り研修サービスやオラクル認定資格を提供しています．
実は，オラクル認定資格の総資格取得者数は 25 万を超
えています（図 1）．オラクル認定資格では，データベー
スをはじめ Java やアプリケーション等の他製品も扱って
おりますが，本稿ではデータベース試験である認定資格

“ORACLE MASTER”のみを対象に記載を致します．
情報処理に携わる皆様は，IPA が実施している情報処

理技術者試験については試験要項も御覧になったことが
あるかと思います．情報処理技術者試験に関しては，大
学等で学ぶ情報科学の学習要項と類似していることもあ
り受け入れやすい資格ではないかと思います．一方，ベ
ンダ資格についてはそもそもどんな資格があって，どん
な内容なのか，いまいちピンと来ず，受験を御検討頂く
のにハードルが高いと感じられるかもしれません．しか
し，こういったベンダ資格の取得者数は決して少なくな
いのです．一体どんな価値があるのか，次章に ORACLE 
MASTER 認定資格の意義について記載致します．
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�図 1　ORACLE�MASTER認定資格取得者数の推移



3 ORACLE MASTER 認定資格
取得の意義

認定資格は「スキルを証明する指標」であり，それを
測る手段として認定資格試験があります．この試験で
は，「ある（固有の）製品」について問われます．つま
り，各試験の導入は「この製品はこのプロセス XX から
構成されていて…」等のアーキテクチャを記憶するとこ
ろから始まります．

アーキテクチャの学習など，今すぐその製品を導入す
る予定もなければ役に立たないのでは…と思うかもしれ
ませんが，ここで，その製品の価格 （!） を確認してみて
下さい．その金額を出す価値のある製品として，世の中
に活用されている仕組みなんです．今，皆様が研究・開
発している技術を成功させるためには，世の中一般に普
及し，かつ試験として成り立つほど有名な製品から学べ
ることは山ほどあると思います．確かに，基礎からの学
習は骨が折れる部分がありますが，まずは「学ぶ（まね
ぶ）」してみて下さい．

アーキテクチャ等の基礎を習得し，更に理解を進める
と，下記のメリットが見えてきます．

学術論文で題材になるものは主に新しい機能・技術で
すが，IT システムにおいて多くの人・時間・お金が費
やされているのは保守・運用フェーズとなり，学校では
余り習いません．対して，ベンダ製品は実際にナマモノ
である IT システム上で動いており，保守・運用フェー
ズでの動きについて熟慮の上作られています．

先ほど苦労して学んだアーキテクチャの学習がここ
で生きてきます．「あぁ，このアーキテクチャ設計はこ
こで役に立つんだ」「保守・運用で着眼すべき XX とい
う文句は実際にこういった部分に生きるんだ」といっ
た，ナマモノの技術・運用方法が学べます．こういった
情報・視点を得ることは，IT 分野で活動していくにあ
たって非常に重要であると筆者は考えます．ORACLE 

MASTER 認定資格の意義については，図 2 を御参照下
さい．

4 ORACLE MASTER 認定資格
Oracle Database 製品の運用管理スキルを認定する

ORACLE MASTER 認定資格（図 3）は，四つのグレー
ドから構成されています．Bronze → Silver → Gold → 
Platinum の順に難易度が上がり，取得者数も少なくな
ります．本稿では試験のアドバイスを後述しています．

5 システムエンジニアとしての
ORACLE MASTER 取得体験記

（木村記）筆者は，2013 年に Oracle Corporation の日
本法人である日本オラクルに中途入社しました．現在は，
Oracle Database のコンサルタントとして，Oracle 
Database における要件定義，設計，構築，アップグレー
ド，移行，運用，DBA（Database Administrator）育
成の御支援をさせて頂いています．前職は，システムイ
ンテグレーションを行う SIer で，アプリケーション担
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�図 2　オラクル認定資格の意義

�図 3　ORACLE�MASTER認定資格のグレード

※  “12c”は Oracle Database のバージョンであり，現時点では
「11（11g）」と「12（12c）」を選択することができます．12c
が最新のバージョンとなります．

※  各試験の位置付けや認定パスについての情報は以下より参照して
下さい．

　 ［ORACLE MASTER Portal─be an ORACLE MASTER─］
http://www.oracle.com/jp/education/index-172250-ja.html
　 上記 URL は 2017 年 7月時点の情報を記載したURLとなりま
す．提供されるコンテンツの内容やURLは，予告なく変更され
ることがありますので，あらかじめご了承下さい．

※ 各試験の費用や試験内容についての情報は以下より参照して下さい．
　 ［認定試験一覧］http://www.oracle.com/jp/education/examli 
st-172597-ja.html
　 上記 URL は 2017 年 7月時点の情報を記載したURLとなりま
す．提供されるコンテンツの内容やURLは，予告なく変更され
ることがありますので，あらかじめ御了承下さい．
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当のシステムエンジニアの業務に 8 年間ほど従事してい
ました．

本章では，前職でのシステムエンジニアとしての
ORACLE MASTER取得体験記を皆さんにお伝えします．

なお，筆者はこれまで，ORACLE MASTER，Oracle
認定 Java 資格，Oracle Solaris 認定資格を取得しまし
たが，その中でも Oracle Database に関する資格であ
る，ORACLE MASTER 認定資格に焦点を絞ってお伝え
します．

ORACLE�MASTER認定資格取得のきっかけ
筆者が前職でアプリケーション担当のシステムエン

ジニアの業務に従事した際は，Java や C 言語といった
アプリケーションの動作を定義するプログラミング言
語，OS，アプリケーションサーバ，データベースの知
識が必要でした．その中でも，データベースの知識，特
に 多 く の 情 報 シ ス テ ム で 採 用 さ れ て い る Oracle 
Database のスキル習得が必要になったことが，筆者の
ORACLE MASTER 資格取得のきっかけになりました．

ORACLE�MASTER認定資格取得で苦労したところ
ORACLE MASTER 認定資格試験は，試験範囲が広

く，Silver，Gold レベルになると深い製品知識の理解
も求められます．

ここでは，筆者が資格取得に苦労した，ORACLE 
MASTER Gold に つ い て 御 説 明 し ま す．ORACLE 
MASTER Gold は，バックアップ，リカバリが主な試
験範囲となり，アーキテクチャの深い理解や実機操作の
経験が問われる問題も出題されるため，試験対策が必要
になります．

一般的な試験対策としては，日本オラクル提供の無償
コンテンツ内の「Oracle Database 初心者」や，「ORACLE 
MASTER 対策」のトピックを活用したり，試験対策をま
とめた市販本を購入したりする方が多いようです．
　日本オラクルが提供している無償コンテンツについて
は以下 URL を参照して下さい．
　 ［OTN セミナーオンデマンドコンテンツ一覧］ 
https://blogs.oracle.com/oracle4engineer/otn-v15
上記URLは 2017年 7月時点の無償コンテンツの
情報を記載したURLとなります．提供される無償コン
テンツの内容やURLは，予告なく変更されることがあ
りますので，あらかじめ御了承下さい．

また，中には短期間で資格取得を目指す方もいらっ
しゃるかと思います．その場合は，Oracle University
が提供している研修サービスが効果的です．筆者の場合
も，ORACLE MASTER Gold の試験対策に苦労したの
で，最終的には Oracle University が提供している研修

サービスを利用しました．
研修サービスは，講義だけでなく，Oracle Database

の実機操作も行えますので，筆者は実機操作を繰り返す
ことで，バックアップ，リカバリなどの機能の理解を深
めることができました．

ORACLE�MASTER認定資格取得後のメリット
アプリケーション開発のライフサイクルにおけるほ

ぼ全てのフェーズにおいて資格取得で得たスキルが役立
ちました．具体的には，試験で学習した知識を活用し
て，Oracle Database のアーキテクチャやパフォーマ
ンスを意識した論理設計，SQL コーディング，トラブ
ルシューティングなどを効果的に行えるようになり，資
格取得前に比べてアプリケーション開発の現場で頼りに
される機会が増えました．

また，資格取得者として周囲に認知されたことによ
り，Oracle Database に関する人材教育も担当するよ
うになりました．それにより，資格取得後の更なる技術
力向上にもつながりました．そして，自分自身の技術力
に自信がつき，アプリケーション開発の仕事がより一層
楽しくなりました．振り返ってみると，これが仕事上，
一番のメリットであったと感じています．

ORACLE MASTER 認定資格は，世界中で非常に多
くの情報システムで利用されているデータベースである
Oracle Database に関する資格ですので，担当する情
報システムが変わったとしても，データベースは
Oracle Database を採用している情報システムは非常
に多いです．そのため，アプリケーション担当のシステ
ムエンジニアとして仕事をしていく中で，身に付けたス
キルが陳腐化することはありませんでした．

また，ORACLE MASTER 認定資格取得のために身
に付けたスキルが，Oracle Database のコンサルタン
トとして仕事をしている現在もベースとして役立ってい
ることは言うまでもありません．

6 ORACLE MASTER Platinum
取得者の体験記とアドバイス

（金子記）は じ め ま し て． 筆 者 は 新 卒 で Oracle 
Corporation の日本法人である日本オラクルに入社し，
コンサルタントとして勤務しています．2016 年初に
ORACLE MASTER 認定資格の最高峰である Platinum
を取得致しました．その経験を生かし，様々なユーザへ
育成支援を行っております．本章ではその経験から
ORACLE MASTER 認定資格取得後のメリット及び
ORACLE MASTER 認定資格取得に向けたアドバイスを
御紹介致します．ちなみに筆者は学生時代から情報科学
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科データベース研究室に所属し，データベース技術関連
の留学・海外インターン等でも，どっぷりデータベース
につかっていました．しかし ORACLE MASTER 認定
資格に興味を持ったのは社会人になってからで，今と
なっては学生時代に勉強しておけばよかった…！  と感
じています．この機会に，皆様に ORACLE MASTER
認定資格をはじめとしたベンダ資格について知って頂け
るとうれしいです．

ORACLE�MASTER認定資格取得後のメリット
ORACLE MASTER 認定資格のメリットについては，

Oracle 製品に携わる者としてはもちろん，常に役立っ
ていると言えます．更にコンサルタントとして，名刺に
資格のマークがあることで第一印象から信頼を得ること
ができます．ただ，これはコンサルタントや SIer だけ
でなく，ユーザの立場でも同じではないかと思います．
オラクルコンサルタントが御支援するエンドユーザ企業

（金融や通信等）では，近年，データベースを専門とす
る技術チームの立ち上げを行い，ORACLE MASTER 認
定資格で技術力を裏付けようとする動きがあります．
ユーザとして情報システムを発注する立場で，しっかり
とした技術力を持つことで，情報システムの品質向上に
寄与します．また，ユーザが技術を学ぶうちに，「こん
な機能があるならシステムで xx ができるかもしれない」

「この技術を利用してもっと yy なシステムを作れない
か」といった思いから，“より良い”システムの構想が
でき，最終的にはそのシステムが支える業務の幅を広げ
たり，新しい業務を創造することにつながります．

筆者個人の話に戻りますと，やはり周りからの信頼
度が全く違うため，資格を取得していない場合と比較
し，任せて頂ける仕事の範囲が広がります．また，仕
事を任せる側も，資格という目安があることで仕事を
振りやすいと感じます．筆者自身，ユーザや後輩と交
流する際，とても大切なインプットとして資格の状況

を扱っています．
エンドユーザ企業の新卒であれば Bronze 以上，SIer

で中堅以上となれば Silver 以上を取得することで技術
力を証明できます．更に Gold 以上を保持していること
は，図 4 に示すとおりトップレベルのデータベース・
エンジニアの証となります．

ORACLE�MASTER資格取得に向けたアドバイス
今までのコンサルタントとしての育成支援経験より，

資格取得にあたってのアドバイスを記載致します．

�・ORACLE�MASTER�Bronze
Bronze 資格は，SQL 試験と DBA 試験の二つの試験

から構成されています．
─ DBA 試験：先にも記載したとおり，まずはアーキテ
クチャの学習から始まります．プロセス構造や内部動作
をひたすら覚えないといけないのはとてもつらいです．
こ こ で 何 よ り も 大 事 な の は，Bronze を 乗 り 越 え，
Silver に到達することだという目標設定をすることであ
ると筆者は思います．マニュアルから学ぶことが理想で
はありますが，最近は効率の良い参考書もありますの
で，よかったら是非活用してみて下さい．とりあえず頑
張れば，後から振り返ることは幾らでもできます．

�・Bronze�SQL
ORACLE MASTER 認定資格の中で毛色の異なる試

験となり，SQL（データベースの問合せ“言語”）に関
する試験となります．SQL に関する知識は大事ですが，
本試験ではたくさんの関数を覚える必要があり，意外と
量の多い暗記科目です．御自身に合った効率的な暗記勉
強法を実施することを前提に取り組まれることをお勧め
致します．
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�・ORACLE�MASTER�Silver
Bronze を乗り越え，試験勉強が少し楽しくなってき

た頃かと思います♪  Silver に取り組むと，Bronze で覚
えた知識を生かすイメージが湧いてくるのではないで
しょうか．お勧めの学習法は，Bronze DBA 取得後，間
を置かずに Silver の学習に取り掛かり，知識を定着させ，
早期に Silver 取得を目指すことです．Silver 以上の認定
資格は，Oracle Certification Program（OCP）と呼ば
れるグローバルの認定資格として扱われるため，世界的
にも対外的影響力のある資格となります．

�・ORACLE�MASTER�Gold（図 5，6）
Gold は Bronze, Silver とは一線を画した試験となり

ます．“トップレベルのデータベース・エンジニアの証”
たる Gold 合格のためには，バックアップ・リカバリを
中心とした Oracle Database の仕組みを根本的に理解
している必要があります．Gold の認定には Oracle 
University 提供のコースの受講が必要となるため，コー
スもうまく活用し，計画的に学習を進めることをお勧め
致します．Oracle 社では認定資格取得支援を目的とし
たキャンペーンを適宜実施しています．こういったキャ
ンペーンを活用することも非常に有効です．Gold のポ

イントは「計画的に」です．膨大な量の試験範囲及び深
い内容を計画的に学ぶことで，Oracle Database の根
本的な仕組みを理解し，アーキテクチャから運用までが
一気につながり，試験以外でも皆様の成果を期待できる
ようになることを祈っております．

7 おわりに
（金子記）今 回， ベ ン ダ 資 格 を 代 表 し て ORACLE 
MASTER 認定資格について記載しました．大学で学ぶ
Computer Science や IPA の提供する国家資格ではな
かなか触れることのない「実業務にて使われている」製
品の設計・構築・運用・保守の基礎，応用，発展を包括
的に学ぶことができ，そのまま実業務に生かすことがで
きるといった点で，ORACLE MASTER 認定資格取得を
お勧めします．

最後に，最新の ORACLE MASTER 認定資格につい
て御紹介致します．
（木村記）昨今，クラウドコンピューティングの普及が
本格化しています．クラウドコンピューティングとは，
端的に表現すると，ネットワークをベースにしたコン
ピューティングリソースの提供サービスのことです．ク
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ラウドコンピューティングは，初期投資に掛かる費用や
時間の大幅な削減や，コンピューティングリソースを即
座に調達することができる俊敏性，利用した分のみの支
払いが可能といった特徴を持っています．そのクラウド
コンピューティングの特徴が，刻一刻と変化するビジネ
スの要件を柔軟に満たしつつ，コストやビジネスの最適
化やイノベーションの更なる加速化を可能にしていま
す．昨今，企業のクラウドコンピューティングの活用が
活発化しており，それに伴い，クラウドコンピューティ
ングのテクノロジーも更に進化を遂げることが予想され
るため，IT エンジニアとしてクラウドコンピューティ
ングの分野のスキルが重要になってきます．

そのため，筆者は今後，以下の資格を取得したいと考
えています．

・ ORACLE MASTER Cloud Oracle Database 
Cloud Service

上記試験に御興味のある方は，図 7 を御参照下さい．

木村達也 　
 日本オラクル株式会社コンサルティン
グサービス事業統括クラウド・テクノ
ロジーコンサルテイング事業本部所
属．SIer にてアプリケーション担当
のシステムエンジニアとして，アプリ
ケーションの設計，実装，保守を手掛
ける傍ら，Oracle Database の設計，
導入，性能分析，チューニングにも従
事．現在は日本オラクル株式会社に
て，Oracle Database の設計・構築・運用に関する提案や支援，
プロジェクトマネジメントを担当．ORACLE MASTER Oracle 
Database，ORACLE MASTER Expert，Oracle 認定 Java 資格，
Oracle Solaris 認定資格取得．

金子静花 　
 日本オラクル株式会社コンサルティン
グサービス事業統括クラウド・テクノ
ロジーコンサルテイング事業本部所
属．2011お茶の水女子大・理・情報
科学コース卒，データベースに関する
研究室に所属，2013同大学院理学専
攻博士前期課了．在学中，フランス海
洋開発研究所就業体験にて Oracle 
Database を活用，スイス連邦工科大
ローザンヌ校へ研究留学しDBaaSの研究を進める．2013日本オ
ラクル株式会社入社以来，人材育成案件を主に担当．2016 
ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 11g 取得．
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1 はじめに
学生に「資格は必要か？」という質問をすると，「必要

ない」と回答する人はほとんどいないであろう．では「な
ぜ資格は必要か？」と問われたらどうだろうか．はっき
りとした回答を持っていない人もいるであろうし，持っ
ていたとしても，様々な回答が挙がることだろう．

それでは大学は「学生に資格は必要」と考えているの
だろうか．やはり「必要ない」と答える大学はほとんど
ないはずである．ただし，資格を取ることの意義につい
ては，学生の考えと少し違うところがあるかもしれな
い．そこで，学生の資格取得を大学がどのように考えて
いるかについて，神奈川工科大学の事例を交えながら解
説する．

2 学生にとっての資格
まず初めに，本学学生の一部に「資格は必要か？」と

聞いてみたところ，全員が「資格は必要」と答えた．そ
の理由は「将来役に立つ」「就職に有利」「履歴書に書け
る」「自信につながる」「知識が増える」「持っているに
越したことはない」「何となく」など，様々である．た
だし，どんな資格が必要かと尋ねると，「運転免許」と
いう回答が多く挙がった．

このように，ある行為のために取得が法律で定められ
ている「免許」も，学生には資格の一つのとして受け取
られている．実際に本学でも学科によっては，「管理栄
養士」や「看護師」など，特定の職業に就くための免許
取得を前提とした教育を行っているところがある．本稿
では，このようないわゆる免許については扱う対象から
外し，例えば「英検＊級」のように取得が義務付けられ
てはいない「資格」について考えてみる．

3 大学の教育課程と資格
大学には，卒業認定や学位授与についての方針を指す

ディプロマポリシーと，ディプロマポリシーや教育目標
に基づいた教育課程編成についての方針を指すカリキュ
ラムポリシーが存在する．そして，これらのディプロマ
ポリシーとカリキュラムポリシーが，大学単位，学部単
位，あるいは学科単位で明確に定められている．

例えば神奈川工科大学では，大学全体のディプロマポ
リシーとして，創造的思考力（創造力，課題解決力，行
動力），チームワーク（コミュニケーション力，社会的
責任と倫理観），基礎学力（専門分野の基礎的な知識・
技能，職業人の素養としての基礎知識）を有することを
掲げている．そしてカリキュラムポリシーでは，基礎力
育成を重視した教育，共通基盤教育と専門教育，学力に
あった教育，創造性を育む能動・体験型教育，得意分野
を伸ばす個人指導の 5 項目を挙げている．それぞれの
ポリシーには具体的な説明が付け加えられている．更に
これらのポリシーは，学部・学科単位でより細かな内容
で記されていく．しかしながら，これらのポリシーのど
こにも資格という言葉は含まれていない．

では大学にとって資格は必要のないものなのであろ
うか．筆者らはそうは考えていない．表 1 は，本学情
報学部（情報工学科，情報ネットワーク・コミュニケー
ション学科，情報メディア学科）の学生が取得すること
で，単位認定される資格の一覧である．2016 年度には
述べ 360 単位の認定が行われた．更に，単位認定され
ない一部の資格も含めて大学在学中に取得したものにつ
いては，その受験料を全額支援する制度も設けている．
これらも含めて様々な制度が多くの大学で設けられてい
る．つまり大学としては学生の資格取得を大いに推奨し
ていると言える．では，その理由は何であろうか．
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4 大学の立場における学生の
資格取得の意義

大学は，学生が資格を取得することを，二つの側面で
活用していると，筆者らは考えている．第 1 に，基礎学
力の一部を有していることの担保である．ディプロマポ
リシーで学部や学科がそれぞれ求めている基礎学力は，
この資格とこの資格を取れば十分，というものではない．
しかしながら，この部分の学力を有しているならこの資
格は取得可能，ということは言えるかもしれない．例え
ば図 1 に示すように，資格 M を持っていることで，講義
A と演習 A を学修することによって身に付く学力がある
とみなせる．したがって，そのような資格の取得に対し
て単位を認定することで，大学における同等の課程科目
学修に当てる時間をほかの学修に役立てられるといった，
履修の効率化が図られると期待している．

第 2 に，学生の学習意欲の喚起・向上である．日本

の大学生の学習時間，特に授業外学習の時間が非常に少
ないことが問題としてよく挙げられる．その理由の一つ
に学習意欲の低さがあると考えられる．一方で資格取得
は，①その達成基準が公平で明確であること，②達成し
たことを第三者に容易に示せること，から，学習に対す
る動機付けがしやすいという特徴がある．また，授業外
学習の時間が増え日常的な学習習慣が身に付くこと，取
得による達成感が更なる学習意欲の向上につながるこ
と，なども期待できる．

上記の二つのほかにも様々な活用面があるが，いずれ
にしても，大学は学生の資格取得を大いに推奨している
と言える．ただし先にも述べたとおり，資格取得をポリ
シーに挙げているわけではないため，正課として資格取
得のための講義を開講するのではなく，様々な手段によ
り支援をしているのである．

しかしながら，資格取得に対する単位認定や受験料支
援は，根本的な資格取得支援にはなっていない．なぜな
らこれらは資格取得という成功に対する支援であり，そ
こに至る過程に対しての支援としては不十分なためであ
る．先ほど述べた資格取得の第 2 の活用を考えると，
資格を取得したいという学生の意欲を支えられる仕組み
も必要である．そこで考えられるのが，正課外の学習プ
ログラムである．次章では，本学での取組み事例として
IT エクステンションセンターについて紹介する．

5 IT エクステンションセンター
の資格取得支援

IT エクステンションセンターは，平成 16 年に現在の
情報学部体制確立に併せて開設された．その大きな目的
は，本学学生に対する IT 技術者育成のサポートと，近
隣市民への IT 技術教育の提供を通じた地域貢献である．
今回紹介する資格取得プログラム講座だけでなく，幼児
～小学生を対象とした教育プログラム「未来塾」など，
様々なプログラムを提供している（図 2）．

表1　本学情報学部で単位認定される資格※

資格の分類 資格名称 認定科目
（単位数）

語学検定 英 語 技 能 検 定（TOEIC, 
TOEFL iBT 含む）

英語
（2：TOEIC400 以
上，4：500 以 上，
6：650以上）

ドイツ語技能検定 ドイツ語（2）
フランス語技能検定 フランス語（2）
中国語技能検定 中国語（2）

情報処理
技術者試験

基本情報技術者試験 基本情報技術者（2）
応用情報技術者試験 応用情報技術者（2）
情報セキュリティマネジメ
ント試験

セキュリティ情報
技術者（2）

ITストラテジスト試験，シ
ステムアーキテクト試験，
ネットワークスペシャリス
ト試験，データベーススペ
シャリスト試験，エンベ
デッドシステムスペシャリ
スト試験，IT サービスマ
ネージャ試験，情報処理安
全確保支援士試験

高度情報技術者（上
限 2）

プログラミン
グ能力検定

C言語プログラミング能力
検定

C言語（上限 6）

JAVA 言語プログラミング
能力検定

JAVA言語（3）

CG-ARTS
検定

CG クリエイター検定，
Web デザイナー検定，画
像処理エンジニア検定，マ
ルチメディア検定，CGエ
ンジニア検定

メディア技術者（上
限 2）

シスコ技術者
認定試験

Cisco  Cer t i f ied  Ent ry 
Network ing  Technician
（CCENT）

初級ネットワーク
技術者（2）

Cisco Certified Network 
Associate（CCNA）

応用ネットワーク
技術者（2）

Cisco Certified Network 
Professional 
（CCNP）

高度ネットワーク
技術者（2）

※ 2017 年度．重複取得による認定単位には上限が設けられている．学
科によって認定されない資格もある．

�図 1　資格とカリキュラムの関係
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表 2 は 2017 年度に開講している（予定も含む）資格
取得プログラム講座の一覧である．表からも分かるよう
に，資格の中には IT 技術に余り関連のないものもある．
これは講座の受講対象を情報学部学生に限らず，本学の
全学生，更には近隣市民にも広げているためである．大
学が資格を生涯学習のきっかけとして考えていることの
一つの現れである．

学生は，キャンパス内にある本プログラムの受付を訪
ねることから始める．そこでは専用のスタッフが個別相
談を受け付けている．資格は取得したいと漠然と考えて
いるものの，どの資格を取ればよいのか分からないとい
う学生は多い．そこで「あなたにとって必要な資格は？」

「どのような資格が就職に生かせるの？」など，講座が
用意されていない資格も含めて，気軽に相談することが
可能となっている．そして受講講座が決まると受講料を
支払い講座が開始される．講座は年に複数回開催される
ので，年間を通じてある程度好きなタイミングで受講す
ることが可能である．また，受講料を支払わなければ受
講できないが，同じ講座は原則として何回でも受講でき
るため，資格取得に失敗しても容易に再挑戦できる仕組
みになっている．この点が，単位認定や受験料返還によ

る支援と異なり，資格取得のための過程の支援であると
言える．2017 年度にはこれまでに述べ 80 名の学生が
本講座を利用している．

6 学科独自の資格取得支援の
取組み

専門性の非常に高い資格については，学科単位で資格
取得支援の仕組みを設ける方が高い効果を得られる場合
もある．ここでは，本学情報学部における，二つの資格
取得支援について紹介する．

（1）　シスコ（CISCO）技術者認定
情報学部の 1 学科である，情報ネットワーク・コミュ

ニケーション学科では，学生の多くが卒業後ネットワー
クエンジニアとして就職する．彼らネットワークエンジ
ニアに広く求められる資格の一つにシスコ技術者認定が
ある．これは，シスコシステムズ社のネットワーク機器
製品を用いたネットワークの設計，導入，運用，サポー
トに関する能力を認定するものである．実際の機器操作
能力だけでなく，ネットワークの知識も広く問われるた
め，ネットワーク業界において高い評価を得ている．そ
の分，資格を取得するには多くの時間を費やして学習及
びトレーニングをする必要がある．

そこで本学科では，正課外の特別プログラムとしてシ
スコ資格取得講座を夏季休暇期間と春期休暇期間の年 2
回実施している（図 3）．講座に使用する機器の制約上，
受講者数は 10 名程度に限られるが，毎回多数の希望者
から受講者の選抜を行うほど人気の講座である．本学は
シスコネットワーキングアカデミーの認定も受けてお
り，講師はインストラクターの資格を持つ技術職員が担
当している．2015 年度から開講したが，これまでにエ
ントリーレベルの CCENT だけでなく，10 名弱と少数
ではあるものの，より高度なレベルの CCNA・CCNP

�図 2　ITエクステンションセンターのプログラム

表2　資格取得プログラム（2017年度）

基本情報技術者試験

情報セキュリティマネジメント試験

IT パスポート試験

簿記検定 3級

ビジネス文書検定 3級

TOEIC

秘書検定 2級

Microsoft Office Specialist Access

Microsoft Office Specialist Word

Microsoft Office Specialist Excel

色彩検定 3級 図3　CISCO講座（2017年度夏季）
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の合格者も輩出している．特にこれらの合格者の 100％
が非常に早い時期（学科就職率 20％程度）に就職内定
を得ており，本資格取得が就職に対して有利に働くこと
を裏付けている．

（2）　CG-ARTS検定
同じく情報学部の 1 学科である情報メディア学科で

は，情報コンテンツに関わるエンジニアやクリエイター
を輩出するための教育に力を入れており，その一環とし
て，CG-ARTS 検定の受験を積極的に推奨し，合格につ
ながるように複数の正課講義科目で連携を取るなど力を
入れている．CG-ARTS 検定は画像を中心とした情報分
野のスキルアップ向上を目的とし五つの認定試験があ
る．また表 1 にも示したように資格取得による単位認
定制度も設けている．平成 28 年度には合計で約 330 名
の合格者を出し，CG-ARTS 協会の所管である文部科学
省から，優秀な成績を修めた団体として 4 年連続とな
る文部科学大臣賞「団体賞」を受賞した．またトップレ
ベルの合格者数を記録した実績において，優秀校として
も表彰された．

7 大学における資格取得支援の
課題

これまでに述べてきたように，大学にとって学生の資
格取得は教育の目的ではなく，その効果を高めるための
手段の一つである．したがって，有効的に活用しなけれ
ばならない．そのために解決しないといけない課題が幾
つかあると考えている．

第 1 に支援の公平性・妥当性である．現在存在する
膨大な数の資格に対して，例えば単位認定制度を設ける
場合に，どの資格を対象とすればよいか，そして認定単
位数を幾つにすればよいか，を決めることは非常に難し
い問題である．例えば図 1 における資格 N の取得に成
功したとする．この資格の難易度がどれだけ高くても，
講義 B, C や演習 B, C に関する全ての学力を有してい
ることの担保にはならない．したがって，この資格取得
に単位を認定すると，講義 B, C や演習 B, C の修得が
不十分であるにもかかわらず学生が科目履修をしない，
あるいは講義 B, C や演習 B, C を履修することで一部
の学修内容に対して重複して単位が与えられることにな
る．このように，安易な認定は大学における教育効果を
かえって下げる可能性もある．また，資格の難易度と単
位認定の有無や単位数に大きな隔たりがあると，教育の
質保証という点での信頼性が損なわれる．

第 2 に学生の履修計画の乱れである．4.で述べたよ
うに大学は資格取得を学力の担保として考え単位認定し
ているが，学生からは資格を取れれば単位がもらえると
安易に受け取られがちである．実際，資格取得による単
位取得を前提とした履修をした結果，資格が取れなかっ
たために進級・卒業ができなかったという事例が発生し
ている．そこで履修指導等を通じて学生の意識を正しい
方向に向けることが重要となる．

第 3 に費用対効果の問題である．5.や 6.で紹介し
た，具体的な資格取得支援講座を大学内に設けるために
は，講師や教材の手配など多くの費用が掛かる．一方で
講座を受講する学生がいなければ，これらの費用は無駄
になってしまう．この問題を解決するには，資格に対す
る社会や学生のニーズを的確に把握し支援できる仕組み
作りが必要である．そのためには支援制度の有効性に関
する定量的かつ客観的な評価が必要であるが，残念なが
ら本学ではこの部分が不足しており，大きな課題である
と考えている．

8 おわりに
大学が考える学生の資格取得について述べたが，本学

の事例に基づいた筆者らの考えであり，それぞれの大学
が置かれた環境により異なる考え方があるかもしれしな
い．しかしながら確実に言えることは，資格取得の主体
は学生だということである．大学としては，これからも
学生の意欲を十分に尊重し，積極的に支援していきたい．

塩川茂樹 （正員：シニア会員）
 平 10慶大大学院博士後期課程了．同
年名工大・電気情報工・助手．平13
神奈川工科大・情報ネットワーク工・
助手，助教授を経て教授．現在に至
る．無線マルチホップネットワークの
研究に従事．博士（工学）．平 8本会
交換システム研究会優秀論文賞，平
12電気通信普及財団テレコムシステ
ム技術学生賞，平 20・平 26・平 28
本会通信ソサイエティ活動功労賞各
受賞．

長谷部正孝 　
 昭 55玉川大・文・外国語・英語専攻
卒．同年自動車整備機器商社に入社．
平7学校法人幾徳学園神奈川工科大．
企画広報課課長，総務部総務課部長，
入試課　担当部長を経て現在，監査
室室長兼キャリア就職課担当部長．
平 26（株）神奈川工科大企画 IT エ
クステンションセンター非常勤取締
役．
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1 はじめに
MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシ

アム・会長：安田靖彦東京大学名誉教授）は，モバイル
コンピューティングの技術者育成とその普及を目的とし
て，2005 年から「モバイルシステム技術検定」制度の
運用を実施してまいりました．

モバイルシステム技術検定は，ICT システムエンジニ
ア，IT/ICT 企業のセールスエンジニアまたは営業担当
者，情報システム部門の担当者や責任者，更にはコンサ
ルタントとして IT 関連業務に従事される方々を対象者
として設けられた制度です．本検定ではモバイルシステ
ムを構成する技術的要素として，ワイヤレス通信，モバ
イル端末，モバイル関連ミドルウェアとシステムソフ
ト，モバイルコンテンツとアプリケーションに関連する
基礎技術に加え，応用技術として，システムの分析と構
築に必要な技術と手法を取り上げています．更に最上位
のシニアモバイルシステムコンサルタント認定研修で
は，優れたモバイルシステムの実例講習，システム企
画，構築プロセスの習得，プロジェクトマネジメント演
習など通じて，コンサルタント（または指導者）として
の学習ができるようになっています．

従来，通信関連とコンピュータシステム関連の技術が
各々独立しているかのように，システムの提案・構築・
運用が行われてきましたが，これはそれぞれの生い立ち
に起因しており，利用者の立場からは，必ずしも整合性
のとれたシステムが提供されたとは言えませんでした．
MCPC のモバイルシステム技術検定制度は，モバイル
システムの提案・構築・運用に必要となる知識の範囲と
そのレベル（2 級，1 級，シニアモバイルシステムコン
サルタント）を明示することによって，IT 関連技術者
の学習意欲を喚起し，検定（試験または認定研修）を通
じて，その学習成果を測定することを可能にしていま
す．また，モバイル技術基礎検定は，入門レベルの資格

として，モバイル情報端末やモバイルサービス等の基礎
学習を目的として設定された制度です．

おかげさまで，2017 年 7 月に通算の受検者数が約 7
万人を突破しました．ワイヤレス通信機能の充実と高速
化があいまってモバイルシステムの利活用がますます拡
大しており，システム構築技術者の育成は技術の進化に
合わせて，今後とも必要不可欠なものとなっています．
また 2016 年には，あらゆる‘もの’がネットにつなが
る「IoT」時代に求められる人材育成を目的に，IoT シ
ステムの基本的な技術知識を体系化し「IoT システム技
術検定」制度の運用を開始しました．

2 ICT 業界を中心に受検
2005 年から実施したモバイルシステム技術検定は，

2009 年に 2 万人，2013 年に 5 万人，そして 2017 年
に 7 万人と累計受検者数を伸ばしてきました（数値は
年度末）．受検者 7 万人は ICT 業界を中心に，業種別分
類では，大手移動体通信事業者が全体の 43.9％，第 2
グループは電機通信機器メーカで 10.9％，第 3 グルー
プがシステムインテグレータで 8.4％，第 4 グループが
その他（中小企業，個人，学生など）36.8％となって
います．最近の受検者の傾向として小規模企業，ベン
チャー，学生を含む個人やインテグレータが増加し，受
検者の裾野が広がってきています．

3 モバイルシステム技術検定の
特徴

3.1　4階層の検定レベル
モバイルシステム技術検定は，IT/ICT エンジニア，

営業，セールスエンジニア，コンサルタント，企業内技
術者のために設けられた制度で，その知識レベルによ
り，最上位資格のシニアモバイルシステムコンサルタン
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ト（SMC），1 級，2 級，そしてモバイル技術基礎／ス
マートフォン・モバイル実務検定の 4 段階で構成され
ています．試験は年 2 回実施しています．図 1 はモバ
イルシステム技術検定体系を示しています．

3.2　資格別認定内容
• モバイルシステム技術検定2級では，モバイルシステ

ムを構成するワイヤレス通信ネットワーク，モバイル端
末（ハード，ソフト），モバイルコンテンツとサービス，
セキュリティなどに関する基本知識の全般を問います．

• モバイルシステム技術検定 1級は 2 級合格者のみ受
検できる資格で，高度なネットワークサービス，セ
キュリティ，各業種への具体的対応，システム構築技
法，運用などエキスパートとしての知識を問います．

（1）ネットワーク，（2）端末・アプリケーション，
（3）モバイルシステムの 3 科目の合格を要する高レ
ベルな資格です．

• シニアモバイルシステムコンサルタント（SMC）認
定研修は 1 級合格者のみ受検できる資格で，モバイ
ルシステム構築やシステム運用などの経験をベース
にプロジェクトマネジメント，コンサルタント技術を
実習形式で研修する業界最高峰の資格で，既に 580
人が認定されました．SMC 有資格者は経済産業省が
取得推奨する IT コーディネータ協会認定の「IT コン
サルタント」試験の専門分野試験が免除される特典が
付与されています．

• モバイル技術基礎検定はスマートフォン等のモバイ
ル端末の関連技術の基礎知識（機器／ソフトウェア／
コンテンツ）を中心に，その習熟度を問います．本検
定は 2016 年 6 月にジュニアマイスター顕彰制度 ＊ 1

 ＊1  ジュニアマイスターは公益社団法人全国工業高等学校
長協会の登録商標です．

に登録されました．
• また，モバイルシステム技術検定とは別に，総務省が

後援するスマートフォン・モバイル実務検定も実施し
ています．この資格は消費者保護の観点から，スマー
トフォンやタブレット端末等のモバイル端末やサービ
スを扱う販売店スタッフが主な対象で基礎技術に加え
て業界知識，法知識を問う資格です．実務に結び付く
資格として企業教育の一環にも活用されています．

3.3　公式テキストの発行
基礎，2 級，1 級のそれぞれの検定試験に対応した公

式テキストとして「モバイル技術基礎」「モバイルシス
テム技術（2 級対応），及びエキスパート編（1 級対応）」
テキストを MCPC 監修の下，刊行しています．テキス
トは最新の技術をいち早く取り入れるべく，それぞれ 2
年ごとに改訂を行い 2 級対応テキストは既に第 7 版ま
で刊行しています．

SMC 検定試験は認定研修方式で行い，市場の第一線
で活躍する技術者から最新の技術情報，知識，ノウハウ
及び先進事例などを含めたハンドアウトが提供されま
す．発行されているテキストは全国の書店で市販されて
います．テキストの名称等を図 2 に示します．

4 IoT システム技術検定の特徴
4.1　求められる IoT人材像

IoT は様々な IoT コア技術により構成されており，効
果的に導入するには複数の専門家の協力が必要です．そ
のため IoT の導入現場とこれら専門家が共通の土俵で方
向を定めることが重要になります．IoT 時代に求められ
る人材には，専門性に加え共通の知識として IoT システ
ムの仕組みを理解し全体を俯瞰できることが必要になり

�図 1　モバイルシステム技術検定体系 �図 2　MCPC認定テキスト
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ます．IoT はビジネス・産業などへの大きな変革をもた
らす可能性があり，IT 技術者だけでなく経営者や営業・
スタッフの方も含めリテラシーとして身に付けていくこ
とが必要となります．このような要求に応え，MCPC で
は多くの有識者の協力により，図 3 に示すように IoT コ
ア技術 8 分野を体系化しました（IoT スキル体系）．

4.2　3階層の検定レベル
IoT システム技術検定は，新ビジネス推進や IoT で活

躍が期待されている方々の資格制度です．対象としては，
IT/ICT 業界はもとより，環境エネルギー，運輸交通・自
動車，社会インフラ公共設備，製造業，農業，流通業

（小売り），医療ヘルスケア，建設・保全（家屋，ビル），
自然環境（天気，防災等），サービス業（メディア）な
ど，システムに関係する全ての方を対象としています．
主な対象者別に上級，中級，基礎の 3 階層の検定で構成
されます．検定体系を図 4 に示しました．試験は年 2 回
実施しています．各検定はどなたでも受検できます．

4.3　資格別認定内容
IoT 検定ではセンサ／アクチュエータ，通信技術，

データ分析技術，セキュリティ対策など IoT 活用に共
通，かつ必要な技術を基礎，中級，上級に分けて検定を

実施しています．
• IoT システム技術検定 上級では，ユーザ企業の ICT

上位技術者，IT/ICT 企業上位技術者，実務経験者向
けに高度な IoT システム構築，業界固有または業界
をまたがるサービス，専門技術の習得を認定します．

• IoT システム技術検定 中級では，ユーザ企業の中堅
社員，IT/ICT 企業のエンジニア向けに IoT を活用で
きる仕組み，IoT システム構築に取り組むための基本
技術の習得を認定します．

• IoT システム技術検定 基礎では，ユーザ企業，IT/
ICT 企業の入社 1～2 年目社員，営業・スタッフ及び
大学／短大／専門学校の学生向けに IoT に関する基
本用語の理解，IoT システム構成各要素の概要，基礎
知識の習得を認定します．

4.4　公式テキストの発行
基礎，中級のそれぞれの検定試験に対応した公式テキ

ストとして，IoT 技術テキスト基礎編，IoT 技術テキス
ト（中級検定対応）を MCPC 監修の下，刊行し全国の
書店で市販されています．IoT テキストの名称等を図 5
に示しています．

5 人材育成へ貢献
移動体通信事業者，コンピュータメーカ及びソフト

ウェアベンダが，技術者のキャリア，スキルアップを目
標に，この検定制度を活用し IT/ICT 関連技術者の育成
に取り組まれています．MCPC 会員の大手企業を中心
に既に 30 社以上が，モバイルシステム技術検定，IoT
システム技術検定を社内「取得推奨資格」として認定し
ています．

5.1　企業における活用事例
複数の大手通信事業者やシステムインテグレータに

おいて，全ての社員にモバイルシステム技術検定 2 級�図 3　IoTスキル体系

�図 4　IoTシステム技術検定体系
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の取得を義務付けています．
多くの通信事業者，モバイル関連ベンダにおいて，社

員の最新技術レベルの修得を促進するため，受検料の全
額負担，合格時の報奨金支給，人事記録への記載等を実
施しています．

5.2　大学への教育支援の取組み
大学では，学生の技術教育の一環として，検定を活用

する動きもあります．こうした教育機関のニーズに応え
るため MCPC では教材としてテキストの提供，指導講
師の派遣など積極的に提携支援を進めています．現在

（2017 年 9 月）では，下記の大学で，技術検定教育の
活用を推進しています．
• 国立大学法人 群馬大学 社会情報学部
• 玉川大学 工学部 ソフトウェアサイエンス学科
• 東京電機大学 工学部
• 国士舘大学 経営学部

6 IEEE との連携でグローバル
資格 WCET を運用

2011 年に米国 IEEE（電気電子学会）の ComSoc 

（ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ソ サ イ 
エティ）と提携して，世界に通じ
る 高 度 な 通 信 技 術 者 の 育 
成を目的に，WCET（Wireless 
Communication Engineering 
Technologies）資格試験の推進
を委託されました．WCET 資格
は，ワイヤレスの高度な理論と実
務に関する試験（英語）です．試
験に関する受検資格や，試験内容
等を図 6 に示します．

既に国内で 130 名以上が受検
され約 60 名（2017 年 8 月現在）
が合格しています．

IEEE ComSoc は WCET 合 格
者はプロフェッショナルな能力を
維持するために 3 年ごとの資格更
新を行うことになります．この
WCET 資格更新ですが，国内のモ
バイルシステム技術検定の最上位
資格である SMC 資格を持ちかつ
2 年ごとの更新をしている方は，
WCET 資格更新を容易に行うこと
ができる特典を有しています．

7 おわりに
MCPC は，業界を超えたモバイルコンピューティング

の普及促進団体として 1997 年に発足しました（MCPC
加盟企業 170 社（2017 年 11 月現在））．モバイル，IoT
関連技術の仕様書，ガイドラインとして，「端末インタ
フェース」及び「Bluetooth」など多数の標準化作業を
はじめ，「セキュリティ対策ガイド」，「モバイル充電に関
するガイドライン」，IoT 活用の「MCPC アワード事例
集」等の発行，「モバイルシステム技術検定」及び「IoT
システム技術検定」実施などを通して，モバイル／ IoT
利活用のビジネス拡大に貢献しています．

［本件に関する問合せ先］
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
MCPC検定事務局

URL：http://www.mcpc-jp.org/
所在地： 〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-5-12 

長谷川グリーンビル 2F
TEL：03-5401-1735　FAX：03-5401-1937
E-mail：msec@mcpc-jp.org

【寄稿：MCPC 検定事務局 主査　田島正興】

�図 5　IoT技術テキスト

�図 6　IEEE�WCET資格試験要項
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