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はじめに 

給与をベースに考えると、どの資格が取得すべきリストに入るだろうか？今後の有望な資格は何だろう

か？本稿は、グローバルナレッジの 2017 年 IT スキルと給与調査データに基づいて、この２つの質問に答

える一助となるはずだ。 

 

この調査は世界各地で行われ、本稿では米国でのデータに焦点を当ててはいるが、各自の働く場所、経

験年数、勤めている企業タイプによりもちろん違いは存在する。しかしそれでもあなたの時間とお金を費や

してどんな資格を取得すべきかを決定するのに役立つだろう。 

 

調査対象：各資格は、データが十分に有効であることを保証するために最低 115 人の回答を必要とし

た。また各資格試験は本稿執筆時点(2017 年 1 月)で取得可能なものである。 

 

１．Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 

$131,298 

 

CRISC 資格を提供・管理している団体は ISACA という非営利団体だ。以前の名称は情報システ

ム監査コントロール協会だったが、現在は頭文字のみの名称となっている。この資格は、IT プロフェッ

ショナル、プロジェクトマネージャー、また、適切な情報システム(IS)コントロールを通して、IT やビジネ

スリスクを特定・管理する業務に携わる人向けの資格である。ISACA の CRISC 資格は 2010 年

に開始され、設計から実装、継続的なメンテナンスまでライフサイクルをカバーする。 

 

競争力の要因：世界で 2 万人以上がこの資格を取得しており、その内 96％が資格を維持してい

る。この分野の技術を持つ専門家に対する需要と相対的に少ない資格保有者の供給とのバランス

により、CRISC は今年の年収ランキングのトップに君臨している。 

 

資格取得への道：CRISC を取得するには、この資格がカバーしている 4 分野のうち少なくとも 2 分

野において最低 3 年の経験が必要であり、かつ試験に合格しなければならない。2017 年時点で

は、試験は 1 年に 3 回の実施で、受験の受付期間は 8 週間、形式はコンピュータ試験となる。

2017 年の試験日程は、5 月 1 日～6 月 30 日、8 月 1 日～9 月 30 日、及び 11 月 1 日～

12 月 31 日である。登録は ISACA ウェブサイトからでき、試験地は同サイトから参照可能。 

 

さらに、資格を維持するために継続専門教育(CPE)クレジットが毎年必要となる。CRISC を取得す

るには、努力の継続と長期的な計画が必要となるが、この資格はここ数年間、最高レベルの年収を

保っており、クラウドコンピューティングの成長とともに今後数年間は高い需要が続くだろう。 
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２．公認情報セキュリティマネージャー(CISM) 

$128,156 

 

ISACA はまた、CISM 資格も創設・管理している。この資格はマネジメント層を対象とし、セキュリティ

戦略とシステムおよびポリシーの評価に焦点を当てている。 

 

競争力要因：2002 年に資格が開始されて以降、3 万 2 千人以上が認定され、CRISC のように比

較的少ない資格保持者の供給と相まって、この資格は非常に人気のある分野になっている。 

 

資格取得への道：試験は、CRISC と同じ 3 回の 8 週間の受付期間のみに行われる。（2017 年

は、5 月 1 日～6 月 30 日、8 月 1 日～9 月 30 日、11 月 1 日～12 月 31 日）コンピュータ試

験である。申込と受験が同一の場所で行われなければならないため、受験そのものが難しい。 

 

CISM 認定取得には 5 年以上の情報セキュリティ分野での経験が必要だ。その 5 年のうち、3 年以

上のセキュリティマネージャーの経験が要求される。それらの経験年数は、試験受験前の 10 年もしくは

合格後 5 年以内に達成する必要はあるが、経験要件に対する例外がない CRISC と違い、認定のた

めの経験要件に対しては代替手段が認められる。資格の維持には、継続教育のための単位取得が

毎年必要である。 

 

3. AWS 認定ソリューションアーキテクト―アソシエイト 

$125,091 

 

AWS 認定ソリューションアーキテクト－アソシエイトレベルの試験は、AWS のスケーラブルシステムの設

計・デプロイにおける専門知識を証明する。スキルを持った AWS 認定ソリューションアーキテクトのマー

ケットニーズを考えると、この資格が上位 15 位に入るのはなんら驚くことではない。 

 

この資格は、AWS 認定ソリューションアーキテクト―プロフェッショナル資格への第一歩となる。今回の

調査の回答によると、現在有効な 5 つの AWS 資格のすべてが 10 万ドル以上の平均年収となってい

る。なお、それら 5 つの資格での平均は 125,591 ドルである。 

 

競争力要因：Quora によれば 1 万人以上の認定者がいるが、これは AWS プラットフォームの人気

を考えれば非常に少ない数字であり、これが認定者の年収を押し上げる要因となっている。 

 

資格取得への道：認定を受けるには、AWS に関する実務経験が必要だ。（6 ヵ月以上が推奨され

る） 試験はコンピュータベースで、Kryterion テストセンターで行われる。また、公式の試験対応コー

スである Architecting on AWS のコースや他の公式試験準備コースなどの受講は試験準備に役
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立つだろう。AWS 認定ソリューションアーキテクト―アソシエイト認定試験では、AWS の設計、所定の

状況での適切な AWS サービスの選択、AWS 環境とのデータ送受信、AWS コスト評価、コストコント

ロール手段の特定などの幅広い課題に取り組むことになる。 

 

4. 情報システムセキュリティプロフェッショナル(CISSP) 

$121,729 

 

この資格は、セキュリティ専門知識の証明として、ベンダー中立の資格として (ISC)2 によって認定され

ている。他のセキュリティ関連資格と同様に、高い需要は今後何年も継続すると予想されている。しか

し、他の資格とは違って、要求される専門知識に実地で取り組みながらアソシエイト資格を取得できる

ため、セキュリティ分野に足を踏み出そうしている人にとって価値ある資格となっている。 

 

競争力要因：世界各国で 11 万 1 千人近くの認定資格保持者がおり、その内の約 2/3 が米国に

分布している。 

 

資格取得への道：試験はピアソン VUE テストセンターで行われる。この資格も情報セキュリティ分野で

最低 5 年の経験が必要となり、その内、セキュリティマネージャーとしての経験が最低 3 年要求される。

経験は、試験受験前の 10 年以内、または合格後 5 年以内に積む必要があるが、経験要件に対す

る例外がない CRISC と異なり、この資格では経験要件に対する代替手段が認められている。 

 

資格認定を維持するには、毎年、継続教育単位の取得が要求される。CISSP 認定資格志望者は、

少なくとも試験対象の 8 分野のうち 2 分野で、フルタイムの有給職で最低 5 年の経験が必要だ。実

務経験がない場合、フル認定に向けて取り組みながら試験合格をして(ISC)2 アソシエイトとしての資

格を得ることができるが、その場合、要求される経験基準を満たすために最大 6 年間が必要となる。 

 

試験は、コンピュータセキュリティの 8 分野が対象で、セキュリティとリスクマネジメント、通信とネットワーク

セキュリティ、ソフトウェア開発セキュリティ、資産の保護、セキュリティエンジニアリング、ID 管理とアクセス

制御、セキュリティの評価とテスト、セキュリティの運用が含まれる。継続して認定されるために CISSP

認定資格者は、毎年、継続プロフェッショナル教育（CPE）の単位を取得する必要がある。 

 

5. プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル (PMP®) 

$119,349 

 

ランキング 5 位の資格は PMP®だ。これはプロジェクトマネジメント協会(PMI®)によって創設され提供

されている資格で、最も認知度が高いプロジェクトマネジメント資格である。 
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競争力要因：現在有効な PMP®資格保持者数は、世界の 210 の国と地域に約 73 万人となる。 

 

資格取得への道：PMP®認定試験は、プロジェクトのライフサイクル、すなわち、立ち上げ、計画、実

行、監視コントロール、終結の 5 分野をテストする。PMP®認定は、あらゆる種類のプロジェクトを管理

する専門知識を証明するもので、産業の違いにより特殊化されない資格だ。 

 

資格認定には、35 時間の PMP®関連トレーニングを受ける必要がある。また、学士号を持たない場

合、7,500 時間のプロジェクトマネジメント経験が必要で、学士号以上の場合は、4,500 時間のプロ

ジェクトマネジメント経験が必要となる。認定のためには、PMI®ウェブサイトで申請し、申請認可後に、

Prometric 経由で実際の試験の登録が可能となる。 

 

PMP®資格を維持するには、3 年毎に 60 PDU(Professional Development Unit の略。他の

資格における CPE に似た制度）が要求される。PMP®資格は長期間の計画と努力が必要となるも

う 1 つの資格であるが、長年に渡りランキング上位 15 位に入っている資格で今後もそうあり続けると見

込まれる。 

 

6．公認情報システム監査人(CISA) 

$115,471 

 

CISA 資格は、通常、業務上の責任に監査、モニタリング、コントローリング、または IT やビジネスシス

テム評価が含まれている人が取得している。この資格は、一般に認められる IT 及びビジネス標準へコ

ンプライアンスを保証するための、脆弱性の管理能力、ならびに、企業方針に沿ったコントロール、プロ

セスおよびアップデートを提案する能力を証明する。 

 

競争力要因：CISA 資格は ISACA の最も古くからある資格で、開始された 1978 年からこれまでに

12 万 6 千人以上が認定されている。 

 

資格取得への道：CISA 資格は、監査、コントロールまたはセキュリティの分野で最低 5 年以上の経

験と、他の ISACA 試験と同様に、年 3 回の 8 週間の期間中に行われる試験の合格が必要となる。

CISA 資格維持には、継続専門教育単位の取得が毎年必要となる。 

 

7．Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V) 

$105,086 

 

CCP-V は、様々なシトリックステクノロジー、特に XenDesktop 7 を使用してアプリケーションとバーチ

ャルデスクトップを構築できることを証明する資格だ。CCP-V は、2014 年 11 月に終了したシトリック
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ス認定エンタープライズエンジニア（CCEE）認定資格に代わる新しい資格である。 

 

競争力要因：シトリックス認定資格者の数は把握しにくいが、需要はかなり高く供給は少ないため高

報酬の資格となっている。 

 

資格取得への道： CCP-V 資格は、XenDesktop 7 に重点が置かれ、取得にはシトリックス認定ア

ソシエイト－バーチャライゼーション（CCA-V）認定資格（以下に記載）を既に取得していることが

必要となる。CCP-V 資格は 3 年間有効だが、他の多くの資格と異なり、CCP-V の更新によって自動

的に CCA-V の更新は行われず、各資格を個別に更新しなければならない。 

 

8．ITIL® v3 ファンデーション 

$103,408 

 

過去 30 年の間に、ITIL®は世界の IT マネジメント向けに最も広範囲に使われるようになった。何故

なら、この資格は IT がもたらすサービスを組織のニーズにマッチングするためのベストプラクティスだからだ。

アプリケーションと IT 運用マネジメントに加えて、可用性からキャパシティ管理、変更・インシデント管理

まで全てカバーする資格である。 

ITIL®は、教育、訓練、資格認定を行うパートナーを選定し公認している。これらの公認・認定パート

ナーは、ITIL®フレームワークのトレーニングと ITIL®関連資格を開発している。 

 

ITIL®ファンデーションはエントリーレベルの ITIL®資格で、IT ライフサイクルと ITIL®コンセプトと専

門用語の幅広い理解を問うものだ。この資格は何年にも渡って上位 15 位にランキングしており、この

先も同じくランキング入りが見込まれる。 

 

競争力要因：この資格は IT ライフサイクルの管理用フレームワークとして広く使用され受け入れられて

いる。このため、本ランキングリストの他の資格とは異なって、IT とビジネスニーズが交差する部分に焦点

を当てている。 

 

資格取得への道：資格認定のためには、試験に合格しなければならない。このファンデーション試験に

は他の受験要件はない。 

 

9. VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV) 

$102,962 

 

VCP は VMware の最も歴史の長い資格で、以前の資格体系ではエントリーレベルにあたる。

VMware 製品ポートフォリオが近年成長を遂げているため、同社は単一の資格だけでは不十分と判
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断した。現在、エントリーレベルの資格は VMware CertifiedAssociate(VCA) であり、VCP もまた

他のトラックも作られている。これにより各 VCP の専門化が可能となっている。上級トラックも存在してお

り、より深い知識を示すことができる。 

 

本調査は報酬額だけではなく回答数も加味しているため、今年の上位 15 位に入る VCP トラックは、

VCP-DCV のみとなった。VCP トラックの中で最大で最も古いトラックであるこの資格は、vCenter と

ESXi の基本開発とアドミニストレーションを実行する知識と能力を認定する資格だ。 

 

競争力要因：Amazon が世界最大のクラウドプロバイダーであるように、VMware は最大のバーチャ

ライゼーションベンダーであり、バーチャライゼーションインフラストラクチャの構築と保守のためにあらゆるサ

イズの組織で認定者の強い需要が存在する。オンプレミスのサーバの 75％以上が仮想化されていると

いうガートナーの調査結果を考えても、巨大なマーケットニーズが存在する。 

 

資格取得への道：2014 年に定められた VMware のポリシーによれば、認定維持のためには、2 年

毎に現在のトラックについて再認定を得て、別の VCP トラックの試験を受けるか、より上級レベルの試

験を受ける必要がある。また、vSphere 6 のリリースにより、認定には 2 つの試験を受けることが要求

される。全トラックに適用される試験とトラックごとの試験だ。ただし、データセンターバーチャライゼーション

の VCP 資格を保持していればデータ試験だけを受けることができる。同様に、別の VCP トラックで認定

されている場合、DCV 試験だけを受けることができる。VCP5-DCV トラックは、後継の VCP6-DCV

の登場により 3 月 31 日で終了する予定である。 

 

10．Citrix Certified Associate – Networking（CCA-N） 

$102,598 

 

CCA-N も 2016 年 7 月に終了した Access Gateway 資格向けシトリックス認定アドミニストレータ

（CCA）に代わるシトリックスの新しい資格だ。CCA-N は、デスクトップ、アプリケーション、データへのア

クセスを可能にする NetScaler Gateway の実装に焦点が当てられており、トラフィック管理、ロードバ

ランシング、代わりの他のネットワークエンジニアタスク用の NetScaler の使用に重点が置かれているた

めに、CCP-N は最初に CCA-N を必要としないという点で、ここで取り上げられる他の CCA や CCP

試験と異なる。 

 

CCA-N 資格は、環境の評価、NetScaler 実装の設計、さらに高可用性、セキュリティ、監査、サード

パーティ製品との統合を含む、デスクトップ、アプリケーション、データアクセス用 NetScaler の実装の基

礎を対象としている。また、これらの分野での NetScaler によるトラブルシュート方法もカバーしている。

全てのシトリックス資格と同様に、CCA-N 資格は 3 年間有効である。 
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競争力要因：シトリックス認定者数は把握しにくいが、NetScalerは人気のあるインフラストラクチャ構

成要素であり、シトリックスデプロイメントで幅広く利用されている。また、ベーシックネットワーキングにお

いて確固とした基礎が必要でやや複雑だ。 

 

資格取得への道：試験の合格により CCA-N 認定資格者になることができる。 

 

CCA-N 試験で何の範囲かを知ろう。 

 

11．マイクロソフト認定ソリューションエキスパート(MCSE)- Server Infrastructure 

$101,150 

 

この資格は 2017 年 3 月 31 日で終了となり、新しい 5 つのエキスパートレベル能力分野の１つであ

る MCSE: Cloud Platform and Infrastructure 資格に代替される。2016 年秋に、マクロソフト

は MCSE 提供を合理化し、現在の全ての MCSE 資格保持者を 4 つの新しい専門分野のうちの 1

つに移行させた。その 4 つの分野のうち、今年のランキングリストに最初に載ったものが Cloud 

Platform and Infrastructure である。このエキスパートレベルの資格は、クラウドテクノロジー、ID

管理、システム管理、仮想化、ストレージ、ネットワーキングに関する専門知識で、現代の高性能デー

タセンターを管理するために必要なスキルの証明となる。全ての Windows Server 及び Azure 試験

はこのポートフォリオの中にある。他の 3 つの MCSE 分野はモビリティ、プロダクティビティ、データマネジメ

ント・アナリティクスである。 

 

競争力要因：Windows がオンプレミスあるいはクラウドで開発されるにしろ、それを上手にデプロイす

る方法を理解することは非常に重要であり、それがこの資格の持つ価値だ。 

 

資格取得への道：この資格は、オンプレミススキル（MCSA: Windows 2012 又は MCSA: 

Windows 2016）あるいは、クラウドスキル（MCSA: クラウドプラットフォーム又は MCSA: Linux 

on Azure）のどちらかの基礎の上に構築されており、選択分野の試験 1 つが加わる。これらの新しい

MCSE 資格に有効期限はなく再認定の必要はない。しかし、暦年毎に、資格を再取得し自身の証

明書に追加エントリーを受ける機会がある。これは選択分野リストから選んだ独自の試験に合格するこ

とで行うが、これにより特定のテクノロジー分野におけるスキルを広げ深化させようと継続投資を続けて

いることを証明できる。 

 

12．マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト (MSCA) －Windows Server 2008 

$99,558 

 

この基礎レベルの資格は、サーバ管理タスク及びネットワークと Active Directory インフラストラクチャ
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の設定能力を証明する。 

 

競争力要因：この OS はライフサイクルの終わりが近づいており、間もなくサポートされなくなるだろう。こ

のため、Windows2012 か 2016 へアップグレードをする価値があるかもしれない。MCSA Server 

2008 は、2017 年 7 月 31 日に終了が予定されている。 

 

資格取得への道：MCSA：Windows Server2012 又は 2016 へのアップグレードには、試験の

みが要求される。 

 

13．Citrix Certified Associate – Virtualization（CCA-V） 

$99,411 

 

今年の上位 15 位にランクインした最後のシトリックス資格は CCA-V だ。他の CCA や CCP 資格と同

様 に 、 こ の 資 格 は 、 CCA for XenDesktop や CCAA (Citrix Certified Advanced 

Administrator) for XenDesktop の後継となる新しい資格だ。XenDesktop 5 は 2015 年 7

月に、XenDesktop 4 は 2016 年 7 月に終了している。 

 

CCA-V は、XenDesktop 7 に焦点を当て、管理、維持、モニタリング、トラブルシューティングの基礎

をカバーする。この資格は、デスクトップやアプリケーションアドミニストレータ、これらのユーザーをサポート

するテクニカルサポートスタッフ向けに設計され、シトリックスのエントリーレベルの資格である。多くの資格

と同様に、CCP-V へのアップグレードは平均年収を増加させ（今年の場合、$99,411 から

$105,086）、キャリアアップにも有効だ。 

 

競争力要因：シトリックス認定者数の把握はしづらいが、需要はかなり高く供給は少ないため高報酬

の資格となっている。また、上記７位の CCP-V 取得の必須条件でもある。 

 

資格取得への道：これはエントリーレベルの資格で、要件は実地経験と試験合格だけである。 

 

14．Cisco Certified Networking Professional (CCNP) Routing & Switching 

$96,826 

 

この資格はシスコのスイッチ・ルータ計画、設置、構成、及びトラブルシューティングの専門技術をマスタ

ーしていることを示すものだ。 

 

競争力要因：この資格はネットワーク分野でのシスコ資格の一つとして何年間も上位 15 位内にラン

クインし続けている。今年の結果により常に需要がある主要な資格の一つであることをさらに強固に示し
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た。他の分野が現れては消えて行く一方で、スイッチングはデータ保存をローカルでしようとクラウドでしよ

うと、ほぼ全ての組織で必要なものだ。 

 

資格取得への道：CCNP 資格を取得するには、CCNA ルーティング・スイッチングあるいは CCIE のい

ずれかの認定を取得している必要がある。 

 

15．マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト(MCSA)－Windows Server 2012 

$93,718 

 

この資格はファイル・ストレージ構成、高可用性の設定・管理、グループポリシー、仮想化及びネットワ

ークとアクティブディレクトリインフラストラクチャの両方の構成サーバ管理タスクの能力を証明する。これは

Windows 2012 と 2012 R2 の両方をカバーしている。 

 

競争力要因：マイクロソフトは長年データセンターの中心であろうと懸命に取り組んできたため、認定プ

ロフェッショナルの需要は依然としてとても旺盛である。 

 

資格取得への道：先に述べたが、この資格は MSCE：クラウドプラットフォーム・インフラストラクチャ取

得に要求される基礎的な資格の１つである。 

 

特別賞 

 

我々の調査では、年収の高さにその資格への回答数も加味されている。ITIL®ファンデーションは高年

収資格の中で最も回答数が多く人気の高さを示したが、次のいくつかの資格には及ばなかった。このため、

これらの資格はより高報酬の資格への理想的な出発点となっているし、１つの分野を専門にすることで注

目を浴び報酬アップにも役立ちうることを示唆している。また、以下のリストを見てもわかるように、エントリー

レベルの資格は良い報酬へとつながっている。 

 

人気度(回答数)の高い資格の報酬 

1 CompTIA A+    $79,877 

2 CompTIA Network+  $81,601 

3 CCNA Routing and Switching $83,945 

4 Security+     $89,147 

 

注目のトレンド 

 

それではいくつかの注目に値する事実を簡単にまとめて本稿を終えるよう。今年のトップ年収資格は以下
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の傾向が見られた。 

 

・ 上位 15 資格のうち 4 つを除く全ての資格が 10 万ドル以上の年収で、その年収に届かなかった 4

資格のうち 2 資格は数百ドルだけ届かなかったにすぎない。 

・ 4 資格がセキュリティ関係。（1、2、 4、6） 

・ 4 資格が仮想化とクラウドコンピューティング（3、7、9、13） 

・ 3 資格が Windows ナリッジベース。（11、12、15） 

・ 2 資格がビジネス関連。（5、8） 

・ 2 資格がネットワーク関連。（10、14） 

・ 上位 6 資格は昨年の上位 10 資格にもランクインしていた。また 15 資格のうち 9 資格が過去 2 年

間の上位 15 位にランクインしていた。どの資格が引き続いて良好なパフォーマンスを示しているのか昨

年の記事を振り返ってみよう。 

 

もしスキルアップや給与のアップを考えているのであれば、これらは目指すべき資格である。今のスキルを振

り返り、関連するスキルがあなたのキャリアを次のステージに押し上げるのに役立つかどうか考えてみよう。例

えば、現在、ストレージやネットワークを理解しているのであれば、仮想化やクラウドコンピューティングの資

格を目指すことを考えてみよう。または、ITIL®や PMP®などの分野の 1 つで認定を受けることで、テクニ

カル・キャリアパスから抜け出し、マネジメントとしての道を歩むことも考えてみよう。 

 

筆者について 

 

ジョン・ヘイルズはグローバルナレッジの AWS、SoftLayer、VMware の担当講師である。彼は個人顧

客にカスタマイズした教材に加えて、Sybex から出版された技術書、試験準備本、数々のクイック参照ガ

イドなどの数多くの書籍の著者である。彼の vSphere に関する最新本は「Administering vSphere 

5 : 計画、実装、トラブルシューティング」だ。筆者は VCP6-DCV、VCP6-DTM、VCAP-DCA、VCI、

AWS SysOps アドミニストレータ－アソシエイト、AWS ソリューションアーキテクト－アソシエイト、その他

のAWS、VMware、Microsoft、EMC、CompTIAの資格を保有。フロリダ、サンライズに家族と在住。 

 

本稿のゲスト執筆者 ペイジ・スミス、キャシー・デメテル、ジム・マーチン、キャシー・ミラー 
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