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SIer や ICT ソリューションベンダーだけでなく、ユーザー企業においても、積極的に情報セ
キュリティ資格を所属員に取得させる動きが出てきている。みずほ銀行も、情報セキュリテ
ィレベル向上のための重要施策として、取り組みを始めた。
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なぜ CISSP か？

犯人が利用者を装い、暗証番号を失念したとして
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で態勢の整備に努めるべきである」
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網羅した幅広い見識が必要です。

45,000人以上、日本国内では600人以
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CISSP CBK 10ドメイン
① Information Security Management
情報セキュリティマネージメント
② Enterprise Security Architecture
エンタープライズセキュリティアーキテクチャ
③ Access Control Systems＆Methodology
アクセス制御のシステムと方法論
④ Applications Security
アプリケーションセキュリティ
⑤ Operations Security
運用セキュリティ
⑥ Cryptography
暗号学
⑦ Telecommunications, Network＆ Internet Security
通信、ネットワーク、インターネットのセキュリティ
⑧ Physical Security
物理的セキュリティ
⑨ Business Continuity Planning
事業継続計画
⑩ Law, Investigation＆Ethics
法、捜査、倫理
Ｒ
Ｒ
図 2 CISSP ○
CBK ○
10 ドメイン
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お客様に最適なソリュ
ーションを提供するこ
とはできません。
CISSP取得奨励でも
う一つ成果があったの
は、社員に自信がつい

◆お問い合わせ先◆

NTT コミュニケーションズ株式会社
プラットフォームサービス部
Email ： guardit@ntt.com
TEL ： 0120-50-2568
URL ： http://sec.ntt.com/
◆ CISSP に関するお問い合わせ先◆

たことです。各国政府

NTT ラーニングシステムズ株式会社

機関をはじめ世界的に

総合研修事業部
Email ： cissp-info@hot.nttls.co.jp
TEL ： 03-3440-1983

認められている資格の
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