中国経済産業局／令和２年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業

社会人セキュリティ
人材育成講座 入門編

eラーニング

IoT・AIやビッグデータの活用に欠かせないサイバーセキュリティ技術を、初歩から学ぶ入門講座です。
VOD教材ですので、
空いた時間を利用していつでも自宅で受講いただけます。
本講座では、
より高度な講座に進むための基本的な要素の修得を目指します。

̶ 皆様のご参加をお待ちしています̶
受講期間
（VOD配信）

2020年

10/16

受講料

202１年

金

1/３１

日

無料

※期間中に申込みをされた方からeラーニング学習をご利用いただけます。 ※講座によりeラーニング学習期間が異なります。

受講対象

中国地域内で活動を行う中小企業等（幅広い業種）
の
実務担当者〜経営マネジメント層

IoT・AIやビッグデータの利活用は現代の企業活動には不可欠なものとなっている一方で、個人情報や技術情報を狙うサイバー攻撃の

目 的

脅威はより一層増大しており、
ひとたび被害が発生するとその影響は甚大であることから、
セキュリティ対策の重要性は益々高くなって
います。脅威に対抗する基本の一つは、セキュリティに対する意識の向上にあり、IoT・AI等の要素技術の学習に併せてセキュリティ
技術を確実に修得することで、中国地域におけるサイバーセキュリティに対する機運の醸成とレベルの向上を目指しています。
●

講座概要

●

岡山大学、
広島市立大学、
大阪大学のそれぞれに特色のある講座を用意していますので、
以下を参考に受講したい講座を選択してください。

お一人で複数講座を受講することも可能です。

※ものづくり企業の方には②を受講後、①を受講する、複数講座選択がおススメです。

１

IoT・AI・セキュリティ入門講座 岡山大学
講座
概要

VOD
（15回3時間51分）

ものづくり企業の
実務担当者・リーダー
の方におすすめ

情報セキュリティの基礎技術とセキュリティガイドライン
（開発指針）、
およびサイバー攻撃・IoT向け暗号の概要を解説。

※2020年度岡山県寄付講座のうち入門に係る講座を提供しています。

定員

４０名

２ スマートファクトリーセキュリティ入門講座

広島市立大学

VOD
（6回6時間）

講座
概要

ロボットや車の最新技術を中心に、
withコロナ等の至近動向を織り交ぜ、
多様な企業のセキュリティ確保の観点から解説。

定員

４０名

ものづくり企業の
マネージャークラス
の方におすすめ

※2019年度公益財団法人 ひろしま産業振興機構が実施した研修教材をベースに作成しています。

３ データサイエンス・セキュリティ入門講座
講座
概要
定員

大阪大学

VOD
（20回30時間）
集合研修（於広島）

データサイエンスの
活用を目指す実務者
の方におすすめ

データサイエンスの基礎技術と、
その活用を中心に、
データサイエンスに関わる情報セキュリティの概要を含めて解説。

４０名

各大学は、
本講座受講後のステップアップ講座を用意しています。
（本講座受講者には、
別途、
詳細をご案内します。
）

IoT・AI・ビッグデータの活用に欠かせない
サイバーセキュリティ技術を初歩から学ぶ入門講座です
講座詳細
IoT・AI・セキュリティ入門講座

１

募集受講者４
０名

岡山大学

※

【VOD講座】15回：10〜30分/回 計3時間51分

２

スマートファクトリーセキュリティ入門講座
広島市立大学

募集受講者４
０名

【VOD講座】6回：1時間/回 計6時間

eラーニング期間：2020年11月1日〜2021年1月31日

eラーニング期間：2020年11月1日〜2021年1月31日

◆IoTデバイス用暗号

◆組込みシステム概論

講師： 野上 保之 教授
暗号の入口
（１）情報セキュリティとは
（２）個別テーマのセキュリティ
（３）データセキュリティ

◆セキュリティガイドライン

講師： 野上 保之 教授
つながる世界の開発指針
第1章 開発指針の目的
第2章 開発指針の対象
第3,4章 リスク想定・開発指針
第4章 開発指針
第4,5章 開発指針・対策技術例

◆マルチメディアセキュリティ

講師： 栗林 稔 准教授
電子透かし技術の概要
(その1) 電子透かしの分類
(その2) 埋め込みと検出

◆オペレーティングシステムセキュリティ
講師： 山内 利宏
OSの機能概要

准教授

◆セキュア通信プロトコル
講師： 福島 行信 准教授
通信に対する様々な脅威

◆ハードウェアセキュリティ

講師： 五百旗頭 健吾 助教
IoTハードウェアに対する脅威

◆サイバー攻撃

講師： 樽谷 優弥 助教
サイバー攻撃の概要（1）
サイバー攻撃の概要（2）

※

講師： 弘中 哲夫 教授
概要： 小型コンピュータとそれを組み込んだシス
テムを具体的な応用例を交えながら紹介。
組込みシステムで何ができるか？どんな可
能性を秘めているか？を中心に解説

◆無線ネットワーク概論

講師： 大田 知行 准教授
概要： 無線ネットワークの仕組みを中心に解説。
また、無線ネットワークを利用したサービス
などを紹介

◆IoTセキュリティ概論

講師： 井上 博之 准教授
概要： IoTシステムの危険性について解説。自動
車を中心に、様々なIoTシステムに潜む危
険性を紹介

◆機械学習概論

講師： 神尾 武司 講師
概要： 人工知能と機械学習の概要を解説。特に
近年注目されている技術を紹介

◆産業用ロボット概論

講師： 岩城 敏 教授
概要： 産業用ロボットの基礎をアーム型ロボット
を中心に解説。最新のトピックスを交えな
がらロボット技術の現状を紹介

◆データマイニング概論

講師： 田村 慶一 教授
概要： データマイニングでできることを応用例を
交えながら解説。
ビッグデータ活用法につ
いても紹介

3

データサイエンス・セキュリティ入門講座
募集受講者４
０名

大阪大学

※

【VOD講座】20回：1.5時間/回 計30時間、修了式（オンライン）
eラーニング期間：2020年10月16日〜2021年1月１
５日

データサイエンスリテラシー

コーディネータ: 朝倉 暢彦

准教授

◆データサイエンスと社会
1.イントロダクション
2.実社会でのデータサイエンスの実例
3.データサイエンス入門
（1）
エクセルによるデータ解析
（データの整理）
4.データサイエンス入門
（2）
エクセルによるデータ解析（回帰分析）
5.スクーリング
◆数理統計の基礎
6. 数理統計(1)母集団と標本
7. 数理統計(2)推定と検定
8. 単回帰分析
9. 重回帰分析
10. スクーリング
◆データサイエンスの活用
11. Rによるデータ解析の基礎
12. ロジスティック回帰
13. ニューラルネットワークの基礎
14. クラスタリング
15. スクーリング

情報セキュリティ入門

コーディネータ: 松原 繁夫

教授

◆情報セキュリティの脅威・対策
1. 暗号と認証の基礎
2. ネットワークセキュリティ：脅威
3. ネットワークセキュリティ：防御
4. Webセキュリティ
5. サイバー法と情報セキュリティ

【ミニキャンプ】
本講座の受講者を対象とした、
データサイエン
スおよびセキュリティに関するスクーリングや
講演会を集合形式で行うミニキャンプを開催
します。
（土）13：30〜17：30
日時 2020年12月12日
場 所 広島市内
（受講者には別途詳細をご案内します。）

※募集受講者合計120名

お申込み方法
▼

下記サイトにアクセスし、必要事項を入力ください。管理者から受講確認・案内をメールします。

なお、
お申込み期限は2020年10月31日
（土）
となりますが、定員に到達次第受付を締め切らせていただきますので、
お早めにお申し込みください。

▼

お一人で複数講座を受講したい場合は、受講したい各講座に □ してください。

http : / / c h u g o k u k e i r e n .j p/

トップページ
「お知らせ」
→
「 社会人セキュリティ人材育成講座
【入門編】の受講者を募集します！」
から申込フォームにお進みください。
【個人情報等の取り扱いについて】
●ご提供いただいた個人情報、企業情報は、本講座の運営および本講座に関するご連絡、今後の講座・セミナー等のご案内に使用させていただきます。
なお、個人情報については、保護法を遵守し、法令等
の定める場合を除き、第三者への提供は行いません。

お問合せ先

一般社団法人

中国経済連合会

〔担当：大月〕TEL 082-548-8517 〔e-mail〕zhotsuki@pnet.gr.energia.co.jp
〔担当：有馬〕TEL 082-548-8526 〔e-mail〕zh-arima@pnet.gr.energia.co.jp

※本事業は、中国経済産業局から
（公財）中国地域
創造研究センターが委託を受け、
中国経済連合会
が連携して実施しているものです。

