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当社中核子会社ジェイズ・コミュニケーション、当社子会社ジェイシーテクノロジー
技術職を対象とする IT セキュリティの世界的資格の取得計画を策定

米国政府機関からの推薦を受けている EC-Council International
その公認資格の一つである CND の取得で、グループの技術者レベルの向上を目指す

当社は、当社中核子会社のジェイズ・コミュニケーション株式会社（東京本社：東京都中央区、
代表取締役社長：愛須 康之）の技術職全員、及び当社子会社のジェイシーテクノロジー（本社：
東京都中央区、代表取締役社長：関野 一浩）の技術職の一部を対象に、グループ全体の技術水準
を高めることを目的に、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区、代
表取締役社長：青柳史郎）が提供する EC-Council International 公認の認定資格「Certified
Network Defender」(CND)を取得させることを目標とする計画を策定しました。
詳細につきましては、添付資料をご覧ください。
以

上

News Release
発行：ジェイズ･コミュニケーション株式会社
2018 年５月８日

ジェイズ・コミュニケーション
IT セキュリティの世界的資格の取得計画を策定
米国政府機関からの推薦を受けている EC-Council International
その公認資格の一つである CND を 当社技術職全員に取得させることを目標に
ジェイズ・コミュニケーション株式会社（東京本社：東京都中央区、代表取締役社長：愛須 康之、以下
当社）は、当社技術者の技術水準を高めることを目的に、グローバルセキュリティエキスパート株式会社
（本社：東京都港区、代表取締役社長：青柳 史郎）が提供する EC-Council International 公認の認定資
格である「Certified Network Defender」(CND)を、当社技術職全員に取得させることを目標とする計画を
策定しました。
近年、サイバー攻撃などを引き起こす原因であるウイルス等によるスキャンは国内に限らず国外から
も確認されており、標的型攻撃やランサムウェアを用いた国境なきサイバー攻撃による被害は、拡大の
一途をたどっております。このような状況において、情報セキュリティ対策を担う IT エンジニアには、ドメス
ティックな目線だけではなく、グローバルな目線が求められております。
CND は、「予測可能な防御スキル」「事後対応の方法」「インシデントに対する遡及的対応」の３つの観
点からのアプローチで、サイバーセキュリティの全体観を示しながらネットワークセキュリティ技術者に求
められるスキルの習得を支援するものであり、米国連邦政府、国家安全保障局、国家安全保障システム
委員会を含む、様々な米国政府機関からの推薦を受けている EC-Council International が公認する資格
の一つとして、国際的にも知名度の高い資格です。そして、当社はこのたび、この CND の養成講座を当
社技術職を対象に実施し、当社技術職全員の資格取得を目標とします。
ジェイズ・コミュニケーションは、自社開発製品「SCVX」、関連会社であるファルコンシステムコンサルテ
ィング社開発製品「WisePoint」及びセキュリティ先進国からの輸入製品など、幅広い製品群を揃え、それ
らに技術サービスを組み合わせることで、顧客からの多様なニーズに応える IT ソリューション事業を展開
しております。
これからも、その事業競争力の核となる「技術力」をさらに高め、「IT のプロフェッショナルとして、情報
ネットワークを支え、企業と人のより良い未来を創出する」という事業テーマのもと、ネットワークセキュリ
ティ専業企業として、引き続き、邁進してまいります。

News Release

CND について
ネットワーク技術者はエンタープライズネットワーク環境やエンタープライズとクラウドとのハイブリッドなネット
ワーク環境を構築・管理しています。ネットワークトラフィック、パフォーマンス、利用率、ネットワークトポロジー、
システムの設置場所、セキュリティポリシーなどに精通しています。
ネットワーク技術者が IT セキュリティインシデントの初期段階からセキュリティに関する“防御、検出、対応”が
できれば、企業や組織は、事態の悪化を最小限にすることができ、ネットワークの構築や再構築時にも潜在的
なリスクを排除することができます。
グローバルセキュリティエキスパート株式会社の提供する EC-Council セキュリティエンジニア養成講座の CN
D（認定ネットワークディフェンダー）は、「予測可能な防御スキル」「事後対応の方法」「インシデントに対する遡
及的対応」の 3 つの観点からのアプローチで、ネットワークセキュリティ技術者に求められるスキルの習得を支
援するものです。

ホームページ

http://www.gsx.co.jp/academy/cnd.html

ジェイズ･コミュニケーション株式会社について
ジェイズ・コミュニケーションは、1995 年 4 月に設立された、ネットワークセキュリティ、ネットワークインフラ技術
に特化した企業で、セグエグループ株式会社（JASDAQ 証券コード：3968）の中核事業会社です。ネットワークセ
キュリティに係るディストリビューション事業、インテグレーション事業、サービス事業を展開しています。
企業名

ジェイズ･コミュニケーション株式会社

代表者名

愛須 康之（あいす やすゆき）

所在地

東京本社 東京都中央区新川 1-16-3 住友不動産茅場町ビル
大阪本社 大阪府大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー南館

事業内容

セキュリティ製品及び IT インフラ製品の輸入・販売、セキュリティソフトウェアの開発、
IT システムの設計・構築サービスの提供

ホームページ

http://jscom.jp/

本件に関する問合わせ先
担当

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 広報担当

電話

03-6222-5858

FAX

03-6222-5855

News Release

発行：ジェイシーテクノロジー株式会社
2018 年５月８日

ジェイシーテクノロジー
IT セキュリティの世界的資格の取得計画を策定
米国政府機関からの推薦を受けている EC-Council International
その公認資格の一つである CND を 当社技術職に取得させることを目標に
ジェイシーテクノロジー株式会社（東京本社：東京都中央区、代表取締役社長：関野一浩、以下当社）
は、当社技術者の技術水準を高めることを目的に、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本
社：東京都港区、代表取締役社長：青柳 史郎）が提供する EC-Council International 公認の認定資格で
ある「Certified Network Defender」(CND)を、ITSS（IT スキル標準）で一定水準に達した技術職を対象に取
得させることを目標とする計画を策定しました。
近年、サイバー攻撃などを引き起こす原因であるウイルス等によるスキャンは国内に限らず国外から
も確認されており、標的型攻撃やランサムウェアを用いた国境なきサイバー攻撃による被害は、拡大の
一途をたどっております。このような状況において、情報セキュリティ対策を担う IT エンジニアには、ドメス
ティックな目線だけではなく、グローバルな目線が求められております。
CND は、「予測可能な防御スキル」「事後対応の方法」「インシデントに対する遡及的対応」の３つの観
点からのアプローチで、サイバーセキュリティの全体観を示しながらネットワークセキュリティ技術者に求
められるスキルの習得を支援するものであり、米国連邦政府、国家安全保障局、国家安全保障システム
委員会を含む、様々な米国政府機関からの推薦を受けている EC-Council International が公認する資格
の一つとして、国際的にも知名度の高い資格です。そして、当社はこのたび、この CND の養成講座を
ITSS（IT スキル標準）で一定水準に達した技術職を対象に実施し、受講者全員の資格取得を目標としま
す。
当社は、IT エンジニア未経験者を人間力重視で正社員として積極的に採用した上で、豊富な教育ノウ
ハウで育成していく中、ネットワークインフラソリューションへの対応と、エンジニアサービスの提供をビジ
ネスモデルとする人材派遣会社です。そして、前職が IT 業界以外で活躍していた人材であっても、当社
は、社員自身のキャリアアップの意向を全面的に尊重し、社員自身が次のステップへの道筋を切り拓くこ
とができる環境を整えております。今回の資格取得計画もその一環として策定されたものです。
これからも、その事業競争力の核となる「技術力」をさらに高め、「安全で、快適なネットワークセキュリ
ティソリューションをすべてのお客様に」という事業テーマのもと、お客様の情報セキュリティニーズに、ま
た社会から求められる IT エンジニアの供給ニーズ応えるべく、引き続き、当社技術者の技術力向上支援
に全力をあげてまいります。

News Release

CND について
ネットワーク技術者はエンタープライズネットワーク環境やエンタープライズとクラウドとのハイブリッドなネット
ワーク環境を構築・管理しています。ネットワークトラフィック、パフォーマンス、利用率、ネットワークトポロジー、
システムの設置場所、セキュリティポリシーなどに精通しています。
ネットワーク技術者が IT セキュリティインシデントの初期段階からセキュリティに関する“防御、検出、対応”が
できれば、企業や組織は、事態の悪化を最小限にすることができ、ネットワークの構築や再構築時にも潜在的
なリスクを排除することができます。
グローバルセキュリティエキスパート株式会社の提供する EC-Council セキュリティエンジニア養成講座の CN
D（認定ネットワークディフェンダー）は、「予測可能な防御スキル」「事後対応の方法」「インシデントに対する遡
及的対応」の 3 つの観点からのアプローチで、ネットワークセキュリティ技術者に求められるスキルの習得を支
援致します。

ホームページ

http://www.gsx.co.jp/academy/cnd.html

ジェイシーテクノロジー株式会社について
ジェイシーテクノロジーは、「IT のプロフェッショナルとして、情報ネットワークを支え、企業と人のより良い未来
を創出する」ことを企業理念に、2012 年 11 月に設立された企業で、セグエグループ株式会社（JASDAQ 証券コ
ード：3968）のグループ会社です。不安を抱えて入社する IT エンジニア未経験者に対して、社長の関野自らが丁
寧な技術指導を行う等、得意とするエンジニアの採用、育成、研修、マネージメントを中心に、これからのネット
ワークインフラソリューションへの対応と質の高いエンジニアサービスの提供を行っております。
企業名

ジェイシーテクノロジー株式会社

代表者名

関野 一浩（せきの かずひろ）

所在地

本社 東京都中央区新川 1-16-3 住友不動産茅場町ビル

事業内容

コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発、保守、運用業務
コンピュータネットワークシステムの設計、構築、開発、設置施工、保守業務
労働者派遣業務
研修、教育サービスの提供

ホームページ

http://jctec.jp

本件に関する問合わせ先
担当者

セグエグループ株式会社 経営管理部 広報担当

電話

03-6228-3822

FAX

03-6222-5855

