
セキュリティリテラシー
～安心・安全を確保する基礎スキル～

▶ ユーザ企業 /業務部門向け：1日コース

▶ インシデント対応 /模擬体験：1日コース

セキュリティインシデント
～セキュリティインシデント発生、その時あなたはどう動く～

DXを推進するキーは安心・安全　
セキュリティを IT 部門任せにする時代は終わりました

■ 概 　 要

■ 対 象 者

■ 学習内容

デジタル時代に必要なセキュリティリテラシー  
～安心・安全を確保する基礎スキル～

コースコード  ： CD071
受　講　料  ： 55,000（税込価格）
受  講  期  間 ： 1日  /  9 時 30分～ 17時 00分

20210224_DXを加速させるための/プラス・セキュリティ人材の育成-01

DX推進 /セキュリティ研修

ユーザ部門・事業部門に所属する方を対象としたセキュリティ
リテラシー習得を目的とするコース。業務において個人情報や
お客様情報など重要なデータを取り扱う社員全てに身につけて
ほしいセキュリティ基礎知識を学び、日常業務の中でセキュリ
ティを意識した情報の取扱いができるようになります。

・これから部門内の情報セキュリティ管理を担当する方
・業務において個人情報や企業内利用限定情報を取り扱う方
・ユーザ部門・事業部門社員
（事業部門でセキュリティ情報を取り扱う
　「プラス・セキュリティ人材」には、特におすすめです）

１. SNS使用者全てに必要なセキュリティリテラシーの基礎
２. 情報を取り扱う企業人としてのセキュリティリテラシー
３. 企業の現場でも知っておきたい、ユーザ向けセキュリティ
     対策の概要

講師からのひとこと（当コースの学びのポイント）：

セキュリティ被害にあう方の多くが、実は「ちょっと知ってるからだま
される」ケースが大半です。そこで、当コースでは受講者の皆さんに、
以下のような点について正しく理解していただきます。

・SNSにおけるセキュリティ上の初期設定の理解と変更の必要性
・最新のセキュリティ脅威とその対策方法
・個人情報やお客様情報など重要なデータを取り扱うユーザ向け
　セキュリティ対策の概要
・自社のセキュリティポリシーの理解と守るべき大事な情報の
　取り扱い方法

■ 概 　 要

■ 対 象 者

■ 学習内容

セキュリティインシデント対応模擬体験    
～セキュリティインシデント発生、その時あなたはどう動く～

コースコード  ： CD064
受　講　料  ： 55,000（税込価格）
受  講  期  間 ： 1 日  /  9 時 30分～ 17時 00分

セキュリティインシデント発生時に、自社や自部門で最低限対
応しなければならない役割や作業について、セキュリティ専門
家でない方でも演習を通じて理解いただけるコースです。
「セキュリティインシデント対応の役割および体制構築から、
インシデント発生時対応」の基礎知識までを１日で学びます。

・これから CSIRT などのセキュリティインシデント発生時　の
体制を検討されている担当者
・セキュリティ関連業務を外部委託する際の調達担当者、
   および外部委託先を管理される方
・セキュリティインシデント対応についての基礎知識を
   身につけたい方
・ユーザ部門・事業部門社員
（事業部門でセキュリティ情報を取り扱う
 「プラス・セキュリティ人材」には、特におすすめです）

１. 自社がサイバー攻撃を受けた際に、必要な役割とは
２. 演習 1：サイバー攻撃を受けた際の連絡と封じ込めまで
３. 演習 2：セキュリティ被害の報告とあなたができる
                今後の対策

講師からのひとこと（当コースの学びのポイント）：

CSIRT（Computer Security Incident Response Team：シー
サート）などのセキュリティ専門部門を設置できない企業 /
組織においても、サイバーセキュリティインシデント（サイバー攻撃
の被害）が発生する可能性があり、今後は無対策では許されない
状況です。
詳細な対応は専門家に任せるにしても、セキュリティ専門家でない方
でも押さえておくべきポイントについて、机上演習（TTX：Table 
Top eXercise）による擬似体験を通じて、万一セキュリティインシデ
ントが発生した際にも的確な初動対応ができるようになります。

DXを加速させるための
「プラス・セキュリティ人材」の育成

〔新設コース〕

セキュリティの役割変化にともなう、今すべき人材育成12.4 万人

DXを加速させるための
「プラス・セキュリティ人材」の育成

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CD064お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CD071お申し込み

● お問い合わせ先    
e-Mail            ： contact@i-learning.jp　
フリーダイヤル： 0120-623-629  
＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日を除く

i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

● コース検索 検索アイラーニング コースコード　 ※コースコードには、5桁のコースコードを入れて検索してください



2. 人材不足に対応する育成ターゲット層は「プラス・セキュリティ人材」
　  ～国の施策も事業部門におけるセキュリティ対策は不十分～

3. DX時代に求められるセキュリティ研修体系の新分野
　  ～DXを推進するためには、IT利活用人材が安心・安全の必要性を理解するためにセキュリティリテラシーが必要～

①　ビジネス現場　+  リテラシー

②　インシデント対応の模擬体験

出典：経済産業省「IT 人材の需給に関する推計結果の概要」
https://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160610002/20160610002.html

　左図は、経済産業省から公開されている
「IT人材の需給に関する推計結果」です。
この調査結果によると、調査時の2016 年
時点では、28.1万人のセキュリティ人材が
いるが、13.2 万人不足している状況であり、
（青枠内）2020 年にはさらに不足数は増加
し、19.3 万人不足すると予想されています。

　この発表後、マスコミ報道でも「セキュ
リティ人材不足」が問題視され、あたかも
ハッカーのようなスキルの高い人材が大き
く不足しているような報道がされています。
　しかし、不足人数に注目すると「ユーザ
企業」での「IT 利活用人材」において、
セキュリティ知識を身につけておいてほしい
人材数が、「12.4 万人」と大幅に不足して
いる点が問題になっています。（赤枠内）

「プラス（＋）・セキュリティ人材」とは、
本来の業務を担いながら IT を利活用
する中でセキュリティスキルも必要と
なる人材です。

　左図は、経済産業省から公開されている、
セキュリティ人材不足と国の対応状況との
相関関係です。従来のセキュリティ人材育
成施策の多くが、右側の IT 系企業でのセ
キュリティ専門人材向けですが、このエリ
アは人材不足感があまりない状況であり、
既存の研修コースも充実しています。

　今問題になっているのは、政策としても
カバーできておらず、最も大きな人材不足
となっている「プラス・セキュリティ人材」
に向けの育成対策です。

国の施策でカバーできて
いないエリア

深刻な人材不足

人材不足数が大きいが、国の施策も
現時点でほとんど手付かずのエリア
への対応として、新コースを開講

セキュリティ知識が大幅に不足
しているのはユーザー企業での
IT 利活用人材12.4 万人

　アイ・ラーニングでは、既存の研修コースと経済産業省人材育成施策資料とのマッピングを行い、
今育成が求められるプラス・セキュリティ人材向けの新コースを開発しました。 

【新コース登場の背景】
　１．セキュリティ人材が不足しているエリアをターゲット
　２．現在手付かずで対策が進んでいないエリア向けの人材育成
　３．国としても施策未対応を認識し、対応を検討しているエリアにいち早く注目
　４．他の研修事業者でのコース設定がないが、育成が必須のエリア向けコース

アイ・ラーニング
　セキュリティ研修体系図

▶ 新コース開発の背景

ビジネス現場やインシデント発生での実際の対応方法など

　デジタル時代では、IT 部門外でも多くの企業人が IT を利活用してビジネスを推進することになります。
このような全社員が IT 利活用人材となる時代では、ビジネス現場で求められるセキュリティリテラシースキルが
必須となります。当コースは、ビジネス現場とセキュリティリテラシーが直結した新たなコースになります。

一般のセキュリティリテラシーの中から、ビジネスの現場で求められる内容
・最新セキュリティ脅威が、一般社員にも影響を与える可能性を理解します

・会社情報を取り扱う企業人が知っておくべき、自社内での規定やポリシーについて学びます

　インターネットに接続していれば、またメールを使用していれば、どんな環境であってもサイバーセキュリティ脅威に遭遇する危険性があります。
つまり、ほぼ 100％の企業がサイバー攻撃の対象になる可能性があり、一度攻撃を受けると秒単位で被害が拡大してしまいます。
　セキュリティインシデント対応はすべて外注にお任せといった企業でも、最低限自社内で対応すべき役割と、その人員が必要です。
当コースでは、ノー・セキュリティスキルの方でも、これだけは理解しておいてほしいインシデント発生時の対応方法と、予め自社内で決めてお
かねばならない事項について、机上演習を通じて理解していただきます。

自社で最低限必要なサイバー攻撃を受けた際の役割
・サイバー攻撃を受けた際の現場で必要な初期対応について演習を通じて理解します

・サイバー攻撃を受けた際の自社への影響をシミュレーションします

デジタル時代に必要なセキュリティリテラシー 「CD071」  
～安心・安全を確保する基礎スキル～

セキュリティインシデント対応模擬体験 「CD064」      
～セキュリティインシデント発生、その時あなたはどう動く～

セキュリティリテラシー
基礎コース

セキュリティインシデント
基礎演習コース

業務寄り 技術寄り

出典 : 経済産業省　産業サイバーセキュリティの加速化指針「政策マッピング」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/pdf/003_04_00.pdf

出典 : 日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会（JCIC)「セキュリティ人材不足数の各部門とスキルレベルとのマッピング 」
https://www.j-cic.com/pdf/report/Human-Development-Plus-Security.pdf

 

1. 今や、必要な人材13.2万人！ 深刻なセキュリティ人材不足
　  ～実は不足数の大半はユーザ企業でのIT利活用人材「12.4万人」～

「プラス・セキュリティ人材」向け
の対策が必要

▶ 新コースの特長
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     対策の概要

講師からのひとこと（当コースの学びのポイント）：

セキュリティ被害にあう方の多くが、実は「ちょっと知ってるからだま
される」ケースが大半です。そこで、当コースでは受講者の皆さんに、
以下のような点について正しく理解していただきます。

・SNSにおけるセキュリティ上の初期設定の理解と変更の必要性
・最新のセキュリティ脅威とその対策方法
・個人情報やお客様情報など重要なデータを取り扱うユーザ向け
　セキュリティ対策の概要
・自社のセキュリティポリシーの理解と守るべき大事な情報の
　取り扱い方法

■ 概 　 要

■ 対 象 者

■ 学習内容

セキュリティインシデント対応模擬体験    
～セキュリティインシデント発生、その時あなたはどう動く～

コースコード  ： CD064
受　講　料  ： 55,000（税込価格）
受  講  期  間 ： 1 日  /  9 時 30分～ 17時 00分

セキュリティインシデント発生時に、自社や自部門で最低限対
応しなければならない役割や作業について、セキュリティ専門
家でない方でも演習を通じて理解いただけるコースです。
「セキュリティインシデント対応の役割および体制構築から、
インシデント発生時対応」の基礎知識までを１日で学びます。

・これから CSIRT などのセキュリティインシデント発生時　の
体制を検討されている担当者
・セキュリティ関連業務を外部委託する際の調達担当者、
   および外部委託先を管理される方
・セキュリティインシデント対応についての基礎知識を
   身につけたい方
・ユーザ部門・事業部門社員
（事業部門でセキュリティ情報を取り扱う
 「プラス・セキュリティ人材」には、特におすすめです）

１. 自社がサイバー攻撃を受けた際に、必要な役割とは
２. 演習 1：サイバー攻撃を受けた際の連絡と封じ込めまで
３. 演習 2：セキュリティ被害の報告とあなたができる
                今後の対策

講師からのひとこと（当コースの学びのポイント）：

CSIRT（Computer Security Incident Response Team：シー
サート）などのセキュリティ専門部門を設置できない企業 /
組織においても、サイバーセキュリティインシデント（サイバー攻撃
の被害）が発生する可能性があり、今後は無対策では許されない
状況です。
詳細な対応は専門家に任せるにしても、セキュリティ専門家でない方
でも押さえておくべきポイントについて、机上演習（TTX：Table 
Top eXercise）による擬似体験を通じて、万一セキュリティインシデ
ントが発生した際にも的確な初動対応ができるようになります。

DXを加速させるための
「プラス・セキュリティ人材」の育成

〔新設コース〕

セキュリティの役割変化にともなう、今すべき人材育成12.4 万人

DXを加速させるための
「プラス・セキュリティ人材」の育成

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CD064お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CD071お申し込み

● お問い合わせ先    
e-Mail            ： contact@i-learning.jp　
フリーダイヤル： 0120-623-629  
＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日を除く

i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

● コース検索 検索アイラーニング コースコード　 ※コースコードには、5桁のコースコードを入れて検索してください


