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1. CompTIA CE プログラムとは 

2011 年 1 月 1 日より、ISO（国際標準化機構）/ANSI 認定を受けている認定資格には、取得から 3 年間

の有効期限が設定されます。取得後、3 年が経過するまでに更新することをお勧めしますが更新は必須で

はありません。なお認定資格の有効期限を過ぎると失効扱いとなります。 

 

対象となっている認定資格 

CompTIA A+、CompTIA Network+、CompTIA Security+、CompTIA Linux+、CompTIA Cloud+、

CompTIA PenTest+、CompTIA CySA+、CompTIA CASP+（2019 年 8 月現在）が対象となります。

2010 年 12 月 31 日以前に対象となる認定資格を取得された方には、生涯認定（Lifetime Certifications）

が付与され、CE の対象ではありません。 

 

CE プログラムを採用する理由はなぜですか 

ISO では、取得する認定資格の定期的な更新ができるよう継続教育の提供を義務付けています。CompTIA

ではこの定期的な更新のため必要期間を 3 年間としています。またこれは、他の IT 認定資格プロバイダー

のポリシーに踏襲するものとなり今日の IT 環境では自身の知識スキルを継続的に更新していくことが重

要となります。 

 

CE リニューアルサイクルとは 

認定資格は、取得してから 3 年間の有効期限が設定されます。この 3 年間が、１CE リニューアルサイク

ルとされます。以下の例では、2015 年 1 月 15 日に認定資格を取得した場合、2018 年 1 月 15 日までに

更新する必要があります。CompTIA では、リニューアルサイクルの早い段階で、更新方法について確認い

ただくことをお勧めしています。 
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CEU（Continuing Education Unit）とは 

各認定資格には、更新に必要となる CEU 数が設定されています。CEU は、対象となるアクティビティを完

了することで取得できます。 

 

CE 費用とは 

CE 費用は、認定資格を更新する際に必要な費用で、CEU をアップロードする前に支払われる必要があり

ます。支払い期日は、ご自身の CE リニューアルサイクルに基づきます。対象となっているハイレベルな

CompTIA 認定資格の新規取得、更新する認定資格の最新バージョンの合格で更新する場合は、この CE 費

用は免除されます。 

 

認定資格 年間 CE 費用 総 CE 費用（3 年間） 

CompTIA A+ $25 $75 

CompTIA Network+ $50 $150 

CompTIA Security+ $50 $150 

CompTIA Linux+ $50 $150 

CompTIA Cloud+ $50 $150 

CompTIA PenTest+ $50 $150 

CompTIA CySA+ $50 $150 

CompTIA CASP+ $50 $150 

 

CE 費用の支払い方法 

CE 費用の支払いは、PayPal を通して処理されます。支払いの領収書は、PayPal より登録された E メール

あてに発行されます。 

・クレジットカード（Visa、MasterCard、Discover、American Express） 

・登録済みの PayPal アカウント 
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CE 費用が免除される更新方法 

以下のいずれかの方法で認定資格を更新する場合、CE 費用は免除となります。 

・更新する認定資格の最新バージョンの合格 

・ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得 

 

CE トークンとは 

米国国防総省（DoD）関係者は、CE トークンを使い CE 費用を支払うことができます。利用可能であるか

は、ご購入者となる DoD 連絡窓口までご確認いただくか、cetokensdod@comptia.org までご連絡くだ

さい。 

 

複数の CompTIA 認定資格を更新する場合 

 

■ 保有する CompTIA 認定資格の中で、最もハイレベルな認定資格に対し、CE 費用の支払い、CEU 申請

を行います 

■ ローレベルな認定資格が、伴って自動更新されます（チャート参照*） 

■ 特定の認定資格に限り、有効期限はハイレベルな資格の有効期限に一致します（チャート参照*） 

 

その階層は、こちらからご確認ください。（米国本部サイト） 

 

 

サイト先にあるチャートの見方：更新する認定資格をクリックすると、伴って更新される認定資格名が表

示されます。例えば、CySA+、Security+、A+を保有している場合、最もハイレベルな CySA+を更新す

ることで、ローレベルである Security+、A+も同時に更新されます。また、この例では、有効期限の一致

ルールが適用されます。 

 

ハイレベル ローレベル（更新される資格） 有効期限の一致ルール 

CASP+ CySA+、PenTest+、Security+、Network+、A+ ○ 

CySA、PenTest+ Security+、Network+、A+ ○ 

Cloud+ A+、Linux+ × 

Linux+ A+ × 

mailto:cetokensdod@comptia.org
https://certification.comptia.org/continuing-education/learn/renewing-multiple-certifications


 

5 

2019.08 

Security+ Network+、A+ ○ 

Network+ A+ ○ 

A+ なし － 

 

*注意：CySA+と PenTest+両方の認定資格を保有し更新する場合、これらは同レベルにあることから、互

いに更新しない認定資格となりますのでご注意ください。仮に、CySA+を更新した場合、伴って更新され、

有効期限が一致すのはチャートにあるローレベル認定資格（Security+、Network+、A+）のみとなりま

す。CySA+と PenTest+に同時更新を促すハイレベル認定資格は CASP+になります。 

Cloud+が更新するのは、A+ 1001/1002 バージョンとなります。また、チャートにあるように有効期限

の一致ルールは適用されません。 

 

複数の CompTIA 認定資格を更新する場合の支払いについて 

取得されている CE 認定資格すべてを更新する場合、CE 費用については、その中で最もハイレベルな認定

資格に対してのみ支払いを行ってください。 
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２．更新方法を選択する 

 

認定資格を更新するための様々なオプションがあります。ご自身のキャリアプランやニーズに最適なパス

を選択してください。 

 

 

 

単一アクティビティで更新する 

保有している CompTIA 認定資格を、いずれかの単一アクティビティで更新することができます。 

 

・ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得 

・他ベンダー認定資格の取得 

・更新する認定資格の最新バージョンの合格 

 

複数アクティビティで更新する 

CompTIA 認定資格を更新するために必要な CEU 数を取得するため、以下のアクティビティの組み合わせ

を実施することができます。 

 

・関連性のある CompTIA 認定資格の取得 

・他ベンダー認定資格の取得 

・トレーニングや教育の実施 

・IT 業界での活動に参加 

・業界記事、ホワイトペーパー、ブログ、本の寄稿や出版 

・業務経験 
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単一アクティビティ：ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得 

 

■ ローレベルな認定資格が、伴って自動更新されます（チャート参照*） 

■ 特定の認定資格に限り、有効期限はハイレベルな資格の有効期限に一致します（チャート参照*） 

■ CE 費用はかかりません 

 

その階層は、こちらからご確認ください。（米国本部サイト） 

 

サイト先にあるチャートの見方：取得する認定資格をクリックすると、伴って更新される認定資格名が表

示されます。例えば、Network+、A+を保有している場合、Security+を新規で取得することで、すでに

保有している２つの認定資格が更新されます。この例では、有効期限の一致ルールは適用されます。 

 

ハイレベル ローレベル（更新される資格） 有効期限の一致ルール 

CASP+ CySA+、PenTest+、Security+、Network+、A+ ○ 

CySA+ PenTest+、Security+、Network+、A+ ○（PenTest+は除く） 

https://certification.comptia.org/continuing-education/choose/renew-with-a-single-activity/earn-a-higher-level-comptia-certification
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PenTest+ CySA+、Security+、Network+、A+ ○（CySA+は除く） 

Cloud+ A+、Linux+ × 

Linux+ A+ × 

Security+ Network+、A+ ○ 

Network+ A+ ○ 

A+ なし － 

Server+ Network+、A+ × 

 

注意：CySA+と PenTest+は、同レベルですが、新規取得した場合には更新を促す認定資格となります。

しかし、有効期限の一致ルールは適用されませんのでご注意ください。 

Cloud+が更新するのは、A+ 1001/1002 バージョンとなります。 

 

 

ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得で更新する際のポイント！ 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に、ハイレベルな CompTIA 認定資格を新規

取得する必要があります。 

書類 必要書類はありません。合格と同時に、自動で認定資格が更新されます。 

関連性 ハイレベルな CompTIA 認定資格は、更新するローレベルの認定資格を更新す

るものである必要があります。 

CE 費用 免除となります。 

認定資格の有効期限 特定の科目に限り、ハイレベルな CompTIA 認定資格の有効期限に一致されま

す。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。2018 年

1 月 18 日に Network+を新規取得した場合、その有効期限は 2021 年 1 月 18

日となります。A+の有効期限は、Network+同様に、2021 年 1 月 18 日とな

ります。 

（以下ページにつづく） 
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ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得で更新する際のポイント！（つづき） 

認定資格の有効期限 例外：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。CE サ

イクル内である、2018 年 1 月 18 日に Server+を取得しました。上のチャー

トにあるように、Server+は A+を更新する資格です。Server+は、CE 認定資

格ではないため、有効期限が設定されません。そのため、有効期限の一致ルー

ルは適用されません。 

 

 

例外：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。CE サイクル内である 2018 年 1 月 18 日に、ハイレベル認定資格である

CySA+を新規取得しました。上のチャートにあるように、CySA+は

Security+を更新し、なおかつ有効期限の一致が適用される認定資格です。 

次に、PenTest+を新規取得した場合、CySA+は更新されますが、有効期限の

一致ルールは適用されません。 

 

＊CySA+と PenTest+は、同レベルですが、新規取得した場合には更新を促す

認定資格となります。 
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単一アクティビティ：他ベンダー認定資格の取得 

対象となっている他ベンダー認定資格を新規取得または更新することで、CompTIA 認定資格を更新する

ことができます。 

 

対象となっている他ベンダー認定資格は、こちらからご確認ください。（米国本部サイト） 

 

サイト先にあるチャートの見方：更新する認定資格を選択すると、対象となっている他ベンダー認定資格

が表示されます。上のチャートは、CompTIA Cloud+の一例です。 

 

 

 

他ベンダー認定資格の取得で更新する際のポイント！ 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に、他ベンダー認定資格を新規取得・更新

する必要があります。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。アクティビティリストから

“Earned a Non-CompTIA Certification”を選択の上、ベンダー認定資格の

認定証をアップロードします。 

認定証には、氏名、資格名称、取得・更新された日付が明記されている必要

があります。トレーニング修了証、スコアレポート、E メールは無効です。 

CEU が付与される前に、監査が実施されます。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 更新する CompTIA 認定資格のスキルレベルに関連するベンダー資格のみを

承認しています。チャートにないベンダー資格は CEU として使えません。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

https://certification.comptia.org/continuing-education/choose/renew-with-a-single-activity/earn-non-comptia-it-industry-certifications
https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
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認定資格の有効期限 有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。リニ

ューアルサイクル内に AWS Certified Solutions Architect - Associate を

取得し、受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、A+の有

効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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単一アクティビティ：更新する認定資格の最新バージョンの合格 

最新バージョンの試験が利用可能な場合は、受験し合格することで、資格を更新することができます。 

 

CompTIA では、業務を遂行する上で必要スキルを網羅するため、定期的に試験内容をアップデートしてい

ます。3 年間のリニューアルサイクル内に、新しいバージョンの試験が配信された場合、受験し合格するこ

とで資格を更新することができます。例：CompTIA A+を 801/802 バージョンの合格で取得した場合、

有効期限内に 901/902 バージョンに合格することで更新することができます。同じバージョンの試験で

は更新されません。 

 

認定資格の最新バージョンは、CompTIA 日本支局ウェブサイトよりご確認ください。 

 

 
更新する認定資格の最新バージョンの合格で更新する際のポイント！ 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に、新しいバージョンの試験に合格する必

要があります。 

書類 必要書類はありません。合格と同時に、自動で認定資格が更新されます。 

関連性 最新バージョンの試験は、取得している認定資格よりも新しいバージョンで

ある必要があります。 

CE 費用 免除となります。 

認定資格の有効期限 有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。リニ

ューアルサイクル内に A+の最新バージョンの試験に合格した場合、A+の

有効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

単一アクティビティの更新方法を比較する 

 

更新オプション ハイレベルな 

CompTIA 認定資格の 

新規取得 

他ベンダー認定資格の取得 更新する認定資格の 

最新バージョンの合格 

こんな方に最適 認定資格を追加取得したい 認定資格を追加取得したい 最新の試験を受験したい 

（このオプションが

適用できる）認定資

格 

A+、Network+、Security+、

Linux+、PenTest+、CySA+ 

A+、Network+、Security+、

Linux+、Cloud+、 

PenTest+、CySA+、CASP+ 

A+、Network+、 

Security+、Linux+、 

Cloud+、PenTest+、 

CySA+、CASP+ 

*最新バージョンが利用可

能な場合 

コスト 試験費用 試験費用 試験費用 

CE 費用 免除 必要 免除 

試験実施 ピアソン VUE ベンダー機関により異なる ピアソン VUE 

 

https://www.comptia.jp/
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複数アクティビティ：関連性のある CompTIA 認定資格の取得 

関連性のある他の CompTIA 認定資格を取得することで、更新に必要な CEU を一部取得することができま

す。 

 

対象となる認定資格は、こちらからご確認ください。（米国本部サイト） 

 

 

サイト先にあるチャートの見方：取得できる CEU 数を確認するには、認定資格名をクリックします。例え

ば、Network+を保有している場合、Cloud+を取得することで 15CEU 取得できます。Network+更新に

必要な 30CEU 分のうち、15CEU が取得できます。 

 

 

関連性のある CompTIA 認定資格の取得で、一部 CEU を得る際のポイント！ 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に、対象となっている認定資格を取得する

必要があります。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。アクティビティリストから

“Earned a CompTIA Certification”を選択の上、認定資格の認定証をアッ

プロードします。 

認定証には、氏名、資格名称、取得された日付が明記されている必要があり

ます。トレーニング修了証、スコアレポート、E メールは無効です。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 関連性のある資格を取得することで、得られる CEU 数を事前承認していま

す。CEU 数は資格により異なります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

https://certification.comptia.org/continuing-education/choose/renewing-with-multiple-activities/additional-comptia-certifications
https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
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認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Network+を保有していま

す。リニューアルサイクル内に Cloud+の取得（15CEU）、トレーニング実

施（10CEU）、カンファレンス参加（5CEU）を完了。受験者オンラインサ

ービスにて更新作業を完了した場合、Network+の有効期限は 2023 年 6 月

30 日となります。 
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複数アクティビティ：他ベンダー認定資格の取得 

対象となっている他ベンダー認定資格を新規取得または更新することで、CompTIA 認定資格の更新に必

要な CEU を一部取得することができます。 

 

対象となっている他ベンダー認定資格は、こちらからご確認ください。（米国本部サイト） 

 

 

サイト先にあるチャートの見方：更新する認定資格を選択すると、対象となっている他ベンダー認定資格

が表示されます。上のチャートは、CompTIA Network+の一例です。 

 

 

 

他ベンダー認定資格の取得で、一部 CEU を得る際のポイント！ 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に、他ベンダー認定資格を新規取得・更新

する必要があります。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。アクティビティリストから

“Earned a Non-CompTIA Certification”を選択の上、ベンダー認定資格の

認定証をアップロードします。 

認定証には、氏名、資格名称、取得・更新された日付が明記されている必要

があります。トレーニング修了証、スコアレポート、E メールは無効です。 

CEU が付与される前に、監査が実施されます。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 更新する CompTIA 認定資格のスキルレベルに関連するベンダー資格のみを

承認しています。チャートにないベンダー資格は CEU として使えません。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

https://certification.comptia.org/continuing-education/choose/renewing-with-multiple-activities/additional-it-industry-certifications
https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
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認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内に Cisco CCIE Routing and Switching の取得

（28CEU）、トレーニング実施（19CEU）、業務経験（3CEU）を完了。 

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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複数アクティビティ：トレーニングや教育の実施 

さまざまなトレーニングや教育に関するアクティビティを実施することで、CompTIA 認定資格の更新に

必要な CEU を一部取得することができます。 

 

・Complete a training course: トレーニングコースの受講 

・Attend a live webinar: ライブウェビナーへの参加 

・Attend a conference: カンファレンスへの参加 

・Complete a college course: 学位取得ができる機関/団体/機構でのコース受講 

・Complete an American council on education (ACE) course: 米国教育協議会（ACE）認可コース 

 

3 年間のリニューアルサイクルで取得できる最大 CEU 数は以下の通り 

 

 A+ Network+ Security+ Linux+ Cloud+ PenTest+ CySA+ CASP+ 

Complete a training course:  

トレーニングコースの受講 

20 CEU 30 CEU 50 CEU 50 CEU 50 CEU 60 CEU 60 CEU 75 CEU 

Attend a live webinar:  

ライブウェビナーへの参加 

4 CEU 6 CEU 10 CEU 10 CEU 10 CEU 15 CEU 15 CEU 20 CEU 

Attend a conference: 

カンファレンスへの参加 

4 CEU 6 CEU 10 CEU 10 CEU 10 CEU 15 CEU 15 CEU 20 CEU 

Complete a college course:  

学位取得ができる機関/団体/ 

機構でのコース受講 

10 CEU 20 CEU 40 CEU 40 CEU 40 CEU 50 CEU 50 CEU 60 CEU 

Complete an ACE course:  

米国教育協議会（ACE） 

認可コース 

10 CEU 20 CEU 40 CEU 40 CEU 40 CEU 50 CEU 50 CEU 60 CEU 

 

 

トレーニングコースの受講 

概要 トレーニング受講 1 時間毎に 1 CEU 取得できます。E ラーニングは対象。

模擬試験はトレーニングではないため対象外となります。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に受講されたトレーニングコースが対象と

なり、同じ内容のコースは一度だけ申請できます。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.トレーニング内容の概要や目的 

2.以下情報が含まれる修了証や参加証明書：受講者名、トレーニング名称、

トレーニングプロバイダー名称、トレーニング修了日、トレーニング受講時

間 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 トレーニングコース内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出

題範囲にある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要

があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にトレーニングベンダー提供のセキュリティト

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
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レーニング（50CEU）を実施し完了。受験者オンラインサービスにて更新

作業を完了した場合、Security+の有効期限は 2023 年 6 月 30 日となりま

す。 

 

 

 

ライブウェビナーへの参加 

概要 ライブウェビナーへの参加 1 時間毎に 1 CEU 取得できます。オンデマンド

/YOUTUBE のビデオは、参加登録証明や修了証明証を提出できる場合に限

り、CEU として有効です。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に参加されたウェビナーが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.ウェビナー内容の概要や目的 

2.以下情報が含まれる修了証や参加登録メール：受講者名、ウェビナー名

称、ウェビナー実施日、参加時間 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 ウェビナー内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲に

ある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要がありま

す。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にトレーニングベンダー提供のライブウェビナ

ー（10CEU）に参加。加えて、セキュリティトレーニング（40CEU）を実

施し完了。受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、

Security+の有効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

 

 

カンファレンスへの参加 

概要 カンファレンスへの参加 1 時間毎に 1 CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に参加されたカンファレンスが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
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1.カンファレンス内容の概要や目的 

2.以下情報が含まれる修了証や参加登録メール：受講者名、カンファレンス

名称、カンファレンス実施日、参加時間 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 カンファレンス内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範

囲にある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があ

ります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にトレーニングベンダー提供のライブウェビナ

ー（10CEU）に参加。加えて、セキュリティトレーニング（40CEU）を実

施し完了。受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、

Security+の有効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

 

学位取得ができる機関/団体/機構でのコース受講 

概要 3～4 単位のクラスに対し、10 CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に修了したコースが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.コース内容の概要や目的 

2.以下情報が含まれる修了証明書：受講者名、機関名称、コース名称、コー

ス修了日と学期、取得した単位 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 コース内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲にある

小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があります。 

 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連したコースを受講

（40CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（10CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

https://www.comptia.jp/customer_support/recert/
https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
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米国教育協議会（ACE）認可コース 

概要 3～4 単位のクラスに対し、10 CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に修了した ACE コースが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.ACE コース内容の概要や目的 

2.以下情報が含まれる修了証明書：受講者名、コース名称、コース修了日と

学期、取得した単位 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 ACE コース内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲に

ある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要がありま

す。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連した ACE コースを受講

（40CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（10CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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複数アクティビティ：IT 業界での活動に参加 

さまざまな関連性のある IT 業界での活動に参加することで、CompTIA 認定資格の更新に必要な CEU を

一部取得することができます。 

 

・Teach or Mentor: 教育（講演）/メンタリング実施 

・Create instructional materials: 教育（講演）のための教材作成 

・Participate as a SME in a CompTIA exam development workshop: CompTIA 認定資格試験開発ワ

ークショップへの参加 

 

3 年間のリニューアルサイクルで取得できる最大 CEU 数は以下の通り 

 

 A+ Network+ Security+ Linux+ Cloud+ PenTest+ CySA+ CASP+ 

Teach or Mentor:  

教育（講演）/メンタリング実施 

10 CEU 15 CEU 20 CEU 20 CEU 20 CEU 30 CEU 30 CEU 40 CEU 

Create instructional 

materials: 教育（講演）のため

の教材作成 

10 CEU 15 CEU 20 CEU 20 CEU 20 CEU 30 CEU 30 CEU 40 CEU 

Participate as a SME in a 

CompTIA exam 

development workshop:  

CompTIA 認定資格試験開発ワ

ークショップへの参加 

20 CEU 30 CEU 50 CEU 50 CEU 50 CEU 60 CEU 60 CEU 75 CEU 

 

 

教育（講演）/メンタリング実施 

概要 教育（講演）/メンタリング実施 1 時間毎に 1 CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に実施した教育（講演）/メンタリングが

対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

教育（講演）： 

1.インストラクタとして氏名が確認できる教育プランまたはシラバス 

2.実施内容の概要 

3.実施日数 

メンタリング： 

1.更新する CompTIA 認定資格との関連性がわかる実施目的 

2.実施内容の概要 

3.メンタリング実施日と期間 

4.メンタリング実施日と期間が証明される受験者の署名入りの書類 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 教育（講演）/メンタリング内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の

最新出題範囲にある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅してい

る必要があります。更新する認定資格以外の教育（講演）/メンタリングは

対象となりません。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
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例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連した講演を実施

（20CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（30CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

 

教育（講演）のための教材作成 

概要 教材作成の実施 1 時間毎に２CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に実施した教材作成が対象です。同じ内容

の教材作成は一度だけ申請できます。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.インストラクタとして氏名が確認できる教育プランまたはシラバス 

2.教材内容のコピー 

3.教材が作成された日付 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 教材内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲にある小

項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連した教材を作成

（20CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（30CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

 

  

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/


 

23 

2019.08 

CompTIA 認定資格試験開発ワークショップへの参加 

概要 COMPTIA SUBJECT MATTER EXPERT として参加したワークショップ 1

時間毎に 1CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に実施したワークショップが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。ワークショップの担当者から

参加が確認できる書類にサインをもらってください。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 更新する CompTIA 認定資格に関連したワークショップである必要がありま

す。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連したワークショップに参

加（20CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（30CEU）を実施し完

了。受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の

有効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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複数アクティビティ：業界記事、ホワイトペーパー、ブログ、本の寄稿や出版 

関連性のある業界記事やブログ、本などの寄稿や出版を行うことで、CompTIA 認定資格の更新に必要な

CEU を一部取得することができます。 

 

・Publish an article or white paper: 業界記事の寄稿やホワイトペーパーの出版 

・Publish a blog: ブログの寄稿 

・Publish a book: 本の出版 

 

3 年間のリニューアルサイクルで取得できる最大 CEU 数は以下の通り 

 

 A+ Network+ Security+ Linux+ Cloud+ PenTest+ CySA+ CASP+ 

Publish an article or white 

paper: 業界記事の寄稿やホワ

イトペーパーの出版 

8 CEU 12 CEU 16 CEU 16 CEU 16 CEU 18 CEU 18 CEU 20 CEU 

Publish a blog: ブログの寄稿 8 CEU 12 CEU 16 CEU 16 CEU 16 CEU 18 CEU 18 CEU 20 CEU 

Publish a book: 本の出版 15 CEU 20 CEU 40 CEU 40 CEU 40 CEU 50 CEU 50 CEU 60 CEU 

 

 

業界記事の寄稿やホワイトペーパーの出版 

概要 少なくとも 4 ページ以上の各記事/ホワイトペーパーに、4CEU 取得できま

す。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に寄稿された記事、出版されたホワイトペ

ーパーが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.氏名と発行日が確認できる URL または、記事/ホワイトペーパーのコピー 

2.内容の概要 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 記事/ホワイトペーパー内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新

出題範囲にある小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必

要があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連した記事の寄稿

（16CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（34CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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ブログの寄稿 

概要 少なくとも 500 文字以上の各ブログ寄稿に、1CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に寄稿されたブログが対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下を含む書類をアップロー

ドします。 

1.氏名と発行日が確認できる URL または、ブログのコピー 

2.内容の概要 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 ブログ内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲にある

小項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連したブログを寄稿

（16CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（34CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 

 

 

 

 

本の出版 

概要 本を出版すると、上の表にある最大 CEU 数が取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内に作成/発行された本が対象です。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。本が紹介されている、または

購入できるサイトのリンクを含む書類をアップロードします。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
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関連性 本の内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲にある小

項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連したブログを寄稿

（16CEU）。加えて、セキュリティトレーニング（34CEU）を実施し完了。

受験者オンラインサービスにて更新作業を完了した場合、Security+の有効

期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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複数アクティビティ：業務経験 

更新する認定資格と関連性のある業務経験は、CompTIA 認定資格の更新に必要な CEU を一部取得するこ

とができます。 

 

・Work experience: 業務経験 

 

3 年間のリニューアルサイクルで取得できる最大 CEU 数は以下の通り 

 

 A+ Network+ Security+ Linux+ Cloud+ PenTest+ CySA+ CASP+ 

Work experience: 業務経験 9 CEU 9 CEU 9 CEU 9 CEU 9 CEU 9 CEU 9 CEU 9 CEU 

 

 

業務経験 

概要 業務経験 1 年間に対し、3CEU 取得できます。 

取得のタイミング 3 年間のリニューアルサイクル内の業務経験が対象です。（リニューアルサ

イクルに基づく）年次ごとの申請のため、さかのぼって複数年分を取得する

ことはできません。 

書類 受験者オンラインサービス上での作業が必要。以下内容が含まれ、なおかつ

企業レターヘッド付きの書類をアップロードします。 

1.氏名 

2.現在の役職 

3.対象となっている CE 年度 

4.業務内容 

5.上司/スーパーバイザーのサイン 

作業注文書、業務パフォーマンス報告書、履歴書は無効です。 

＊CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサイトより

「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照

ください。 

関連性 業務内容の 50%が、更新する CompTIA 認定資格の最新出題範囲にある小

項目（1.1、2.1 などの項目）一つ以上を網羅している必要があります。 

CE 費用 支払いの必要があります。 

認定資格の有効期限 アクティビティを組み合わせ、必要な CEU 数を満たすことで、 

有効期限は 3 年間延長されます。 

例：2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる Security+を保有していま

す。リニューアルサイクル内にセキュリティに関連した業務経験を CEU と

して年次ごとに申請（9CEU）。加えて、セキュリティトレーニング

（41CEU）を実施し完了。受験者オンラインサービスにて更新作業を完了

した場合、Security+の有効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。 
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3．実施したアクティビティを CEU として申請する 

 

申請が必要な場合 

ほとんどの場合において受験者各自、受験者オンラインサービスにログインをし、CEU を取得するために

アクティビティを申請する必要があります。CEU の申請手順については、CompTIA 日本支局のウェブサ

イトより「CE プログラムユーザーガイド」の他、提出フォームのサンプル等ご参照ください。 

 

自動申請される場合 

以下のいずれかの方法で認定資格を更新する場合、システムが自動で更新を行います。 

・更新する認定資格の最新バージョンの合格 

・ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得 

 

 

4．FAQ 

アカウントにログインする URL を教えてください 

自身の認定資格状況を確認するためには、受験者オンラインサービスこちらからログインいただけます。 

 

CE プログラムに登録する必要はありますか 

いいえ、CE プログラムの対象となっている CompTIA 認定資格を取得することで、自動で CE プログラム

に登録されます。更新の有無は任意となります。なお認定資格の有効期限を過ぎると失効扱いとなります。 

 

認定資格を更新するまでの期間はどのくらいですか 

認定資格を取得または更新した日から 3 年間となり、継続して保有するためには更新作業が必要となりま

す。CE リニューアルサイクルとは 

 

認定資格をどのように更新すればよいですか 

更新方法を選択する を参考に、更新方法を検討してください。単一アクティビティで更新する場合は、CE

費用が免除となります。複数アクティビティで更新する場合は、CE 費用の支払い、CEU 取得といった作業

があります。 

 

認定資格は、有効期限内に何度も更新することができますか。 

いいえ、3 年間の CE リニューアルサイクル内において、認定資格は一度だけ更新することができます。一

度更新された後は、次 CE リニューアルサイクルが開始されるまで CEU の提出はできません。 

 

CE リニューアルサイクル内に一度だけ更新することができます 

例 1 2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。CE サイクル内に、

更新作業を完了した場合（他ベンダー認定資格の取得）、有効期限は 2023 年 6 月 30

日となります。新しい CE サイクルが始まるまでの間、CEU 申請を行うことはできま

せん。 

https://www.certmetrics.com/comptia/login.aspx?login
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例２ 2020 年 6 月 30 日に有効期限をむかえる A+を保有しています。CE サイクル内に、

Server+の取得で更新した場合（ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得）、有

効期限は 2023 年 6 月 30 日となります。同じサイクル内で一度更新されているた

め、Security+の取得はこの時点では、A+の有効期限に影響を与えません。後に

（2020 年 6 月 30 日以降）、Security+が更新された際、A+が伴って更新されま

す。有効期限は、Security+に一致します。 

 

 

1 つ以上の認定資格を保有しています。それぞれ更新する必要がありますか 

保有する中で最もハイレベルな認定資格を更新することで、ローレベルな認定資格も同時に更新されます。

詳細は、複数の CompTIA 認定資格を更新する場合 をご確認ください。 

 

同時更新を促すハイレベル/ローレベルな CompTIA 認定資格を教えてください 

階層は以下の通りです（上段からハイ→ローレベル） 

1.CASP+ 

2.CySA+, PenTest+ 

3.Security+ 

4.Network+ 

5.A+ 

 

Cloud+はこの階層には含まれませんのでご注意ください。 

CySA+と PenTest+は同レベルです。 

詳しくは、ハイレベルな CompTIA 認定資格の新規取得 をご参照ください。 

 

CE 費用はいつ支払われる必要がありますか 

取得した CEU の申請を行う前に、CE 費用が支払われる必要があります。受験者オンラインサービスで支

払う際、（ご自身の CE リニューアルサイクルに基づき）年間ベースまたは、3 年分一括による支払いが選

択できます。CEU の申請は、支払い残額がなくなった状態ではじめて作業できます。例えば、2017 年 9

月 23 日に認定資格を取得/更新した場合、年間の支払い期日は以下の通りとなります。 

・2017 年 9 月 23 日： 初回支払い期日 

・2018 年 9 月 23 日： 2 回目支払い期日 

・2019 年 9 月 29 日： 最終支払い期日 

 

CE 費用を支払いましたが、認定資格が更新されません 

CE 費用の支払いだけでは、認定資格は更新されません。CE アクティビティを実施し、CEU 取得のため申

請作業が必要となります。詳細は、更新方法を選択する より CEU 申請/CE 申請が必要となるアクティビ

ティをご確認ください。 
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1 つ以上の認定資格を保有しています。それぞれ支払う必要がありますか 

最もハイレベルな認定資格に対してのみ支払いを行ってください。 

 

CE 費用の払い戻しはできますか 

CE プログラムで支払われた費用の返金はでき兼ねます。予めご了承ください。 

 

CEU を申請する前に CompTIA に確認をお願いできますか 

CompTIA ではそのような受付はしておりません。予めご了承ください。受験者オンラインサービスから

CEU 申請がされた後、自動受理され加算されます（一部アクティビティを除く）。監査はランダムで実施さ

れます。 

 

申請する CEU が、有効なものであるか確認するには 

以下の項目をクリアしている場合、取得した CEU は CE プログラムの要件に合致していると見なすことが

できます。 

 

・CE プログラムのアクティビティとして認められていますか？ 

・アクティビティの内容の少なくとも 50%は、更新する認定資格の最新出題範囲の小項目（1.1、2.1 な

どの項目）を一つ以上に関連しますか？ 

・アクティビティを証明する必要書類は揃っていますか？ 

・アクティビティは、3 年間のリニューアルサイクル内に実施されましたか？ 

 

CEU として事前承認されているトレーニングのリストはありますか 

CompTIA 日本支局ではそのようなリストのご案内はありません。受講するトレーニングが、有効なアク

ティビティとして認められるものであれば CEU を取得することができます。詳細は、トレーニングコース

の受講からご確認ください。 

 

他ベンダー認定資格を CEU 申請しましたが、CEU が加算されません 

すべての他ベンダー認定資格においては、CEU が加算される前に監査が必須で実施されます。監査完了ま

で 48 営業時間頂戴しています。 

 

 


