
 

 
 

 

(日本語訳) 

 

公式発表 

マイクロソフトとサーティポート社は、マイクロソフトオフィス認定資格（Office 2007）の名称変更を発

表致します。 

マイクロソフト認定アプリケーション スペシャリスト（MCAS）はマイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）になります。 

認定資格プログラム「マイクロソフト認定アプリケーション スペシャリスト（MCAS）」の試験会場と受験者の皆様に、資格名称

の変更をご案内致します。2010年6月3日より、MCASの名称を正式に「マイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）」へ変

更することになりました。日頃のご愛顧に感謝し、MCAS認定資格を取得されている皆様に対しては、お住まいの国で本情

報が公表される前にご連絡を差し上げております。 

名称変更に関するQ&A、お問合せ先は別添「MCAS名称変更に関するQ&A（pdfファイル）」をご確認ください。 

「MOS」は、マイクロソフトのブランドとして2番目に知名度がある「Microsoft Office」を活用した名称です。 

最近実施された「MCAS」という名称の市場認知度に関する調査の結果、サーティポート社とマイクロソフトは、「MOS」という

名称の方が、資格を取得された方にとって、はるかに認知度が高いことを無視できませんでした。この資格は1998年に開

始されましたが、「MOS」という名称は、ひと目で Microsoft Office 製品との関連性をより強く印象づけるものになります。 

MOS（2007）への名称変更に伴い、以下の内容が変更されます。 

「MCAS」から「MOS」に変更されても、「MOS」は2007 Microsoft Office system に関する知識、スキル、能力を証明する第一

級の資格プログラムとして継続します。MOS試験（2007）は、今後も世界的に認められた、標準に基づいた認定資格に変わ

りはありません。名称変更に伴う、試験範囲（内容評価基準）や試験内容の変更は一切ありません。また、すでに取得された

MCAS認定資格には何の影響もなく、いままで通り有効です。 

すでにMCAS認定資格を取得されている方は、今後はMOS試験（2007）の取得者とみなされます。名刺、履歴書などにMOS

（2007）を取得したと記載が可能です。MCAS取得者は、自動的にMCAS認定資格からMOS認定資格に移行されます。 

MOS試験（Office 2007バージョン） 試験科目とマスター認定条件 

 

試験科目 マスター認定条件 

Word 

Excel® 

PowerPoint® 

Access® 

Outlook® 

Windows Vista® 

<必須科目> 

Word 

Excel® 

PowerPoint® 

<選択科目> 

Outlook® または Access® 

 

MOS（2007）の認定証の入手方法など、詳しくは、別添の「MCAS名称変更に関するQ&A（pdfファイル）」を併せてご覧く

ださい。 

本件に関し、ご質問がありましたら、株式会社オデッセイ コミュニケーションズ カスタマーサービス 

TEL 03-5293-1881 （受付時間）月～金 10:00～18:00までお問い合わせください。 



 

 
 

 

（原文） 

Official Announcement 

Microsoft and Certiport Announce Name Change for 2007 Microsoft® Office Certification 

Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) to be Microsoft Office Specialist (MOS) 2007 
A change is coming soon for the Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) certification program.  Starting on June 2, 2010, 

MCAS will be formally renamed Microsoft Office Specialist 2007 (MOS 2007).  As a valued customer and holder of the MCAS 

credential, we’re providing you with this information prior to any public announcements in your country of residence.  Included 

with this announcement, you will find a MCAS Rebrand Q&A and Certiport Customer Services contact information. 

MOS 2007 Leverages Second Most Popular Microsoft Brand—Microsoft Office  

Following recent analysis on market recognition of the MCAS program name, Certiport and Microsoft cannot ignore the fact that 

the MOS brand remains significantly more recognizable particularly for those, like you, who have earned the credential.  

Originally launched in 1998, the MOS brand allows you to leverage stronger visible alignment with the Microsoft Office product 

logo.  

MOS 2007—What Does This Mean for Me? 

Replacing MCAS, MOS 2007 will continue as the globally recognized, standards-based certification program—the premier 

credential that validates your knowledge, skills and abilities relating to the 2007 Microsoft Office system.  The program’s name 

change will NOT include any program requirement or exam content changes, nor does it affect your current status for the MCAS 

credential. 

As someone who has previously earned the MCAS certification, you will be considered a holder of the MOS 2007 certification 

moving forward.  You may choose to use the MOS 2007 designation on business cards or any other personal effects.  As an 

MCAS certification holder, you should consider yourself automatically “grand-fathered” into the MOS 2007 certification program.  

Please refer to the Rebrand Q&A for information about obtaining an updated MOS 2007 certificate. 

 

MOS 2007 Certification Program 

 

Pass any ONE of the following 

MOS 2007 exams: 

Pass THREE required exams and 

ONE elective exam: 

 Word® 

 Excel® 

 PowerPoint® 

 Access® 

 Outlook® 

 Vista® 

Required 

 Word® 

 Excel® 

 PowerPoint® 

Electives 

 Outlook® OR Access® 

 

Please review the attached Q&A for more information.  If you have additional questions, contact: 

 

Certiport Support and Customer Services 

www.certiport.com/portal/common/pagelibrary/Support.htm 


