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McAfee 研修サービス

豊富なトレーニング コースで McAfee® ソリューションの ROI を最大化
多くの企業では、急速に進化し急増する脅威についていけずに苦労しています。
セキュリティ目標と
望む結果に近づくためには現在の McAfee ソリューションを最適化し、
そしてその他のソリューショ
ンを採用することが必要ですが、時間とスキルが足りないためそれは困難なものになっています。
McAfee® 研修サービスでは、経験豊富なセキュリティエキスパートによる最先端のトレーニング
オプションを提供します。
IT 管理とセキュリティ能力の向上、
サポート、強化に役立つトレーニング
コースを用意しています。
スタッフが十分なトレーニングを受ければ、組織をより良く保護できるよ
うになります。
お客様の課題

現在、
サイバーセキュリティの人材不足によって既存のスタッ
フの仕事量は 63% 増加し1、
また経験の浅いスタッフの採用と
トレーニングもしばしば必要となっています。
サイバーセキュ
リティ担当者の 70% は、
スキル不足が会社に影響を与えてい
ると考えています2。
これはつまり、
スタッフを何日もオフサイ
トのトレーニングに送り出す余裕はないということを意味し
ます。
その結果、
スタッフには技術を十分に活用するためのス
キルがつきません。
持っている機能は活用されず、生産性も向
上せず、効率化もできません。

セキュリティポリシーを実行し、
データ保護ツールを操作する
IT 担当者が、必要なトレーニングを受けていないことはよく
あります。最新の (ISC) 2 調査によると、ほぼ半数 (43%) の IT
担当者は、IT セキュリティトレーニングと専門的能力開発に
適切なリソースが組織から提供されていないと回答してい
ます3。
スキル不足とトレーニングの受けにくさによって、組織
はサイバー攻撃とデータ漏洩の危機にさらされています。
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McAfee ソリューションを効果的に設定し、管理し、重要なデ
ータの保護を最適化するためには、
スタッフが専門的トレー
ニングを受けて McAfee ソリューションの価値を最大限に引
き出す必要があります。
しかしスタッフは現場で仕事をしてい
なければなりません。
弊社の研修サービスを利用することで、
この両方を実現できます。

主な特長
■

■

■

増え続ける脅威に対応：セキュリティ担
当者のスキルと知識を向上させて、増え
続ける脅威に対抗し、組織内での信用
を築きます。

McAfee ソリューションの管理作業を
軽減: 技術の配備とメンテナンスに役立
つベストプラクティスを学びます。
McAfee 製品を最大限に活用: ご使
用の McAfee ソリューションを最大限活
用し、重要なデータを保護します。

実際に役立つトレーニング

McAfee 研修サービスでは、デジタル技術をよりよく活用し、
時間を節約し、人材のスキルの枯渇を防ぐことにフォーカス
した、
スマートで柔軟なトレーニング オプションを提供してい
ます。製品とセキュリティのトレーニングには複数の研修オプ
ションがあります。
ハンズオン形式の製品トレーニングでは、
McAfee ソリューションのデザイン、セットアップ、設定、管理方
法を学習します。製品トレーニング オプションには、ガイド付
きのオンデマンドトレーニング、従来型の対面での講師によ
るトレーニング、
そして自分のペースで学習できる eLearning
トレーニングがあります。
ハンズオン形式のセキュリティトレ

McAfeeへアクセス
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ーニングでは、
ソフトウェアとアプリケーションの構築、脆弱性
の評価、
フォレンジック分析などを学び、
インシデント対応の
スキル向上を図ります。
セキュリティトレーニングは講師によ
る個別研修のみとなります。

費用対効果の高い、時間的制約にも対応できるトレーニング
オプションで、
スタッフは McAfee ソリューションの配備や管
理に必要なスキルを身に着け、的確な判断をし、脆弱性を評
価し、
インシデントへ対応するために必要なセキュリティスキ
ルを向上させることができます。
そしてスタッフは職場を離れ
ることなくトレーニングを受けられます。

急増する脅威の先を行き、
ソリューション管理の時間を
節減し、投資したソリューションから得られる利益を最
大化

セキュリティ担当者は McAfee セキュリティエキスパートから、
セキュリティの運用を最適化し、脅威を緩和するスキルを学ぶ
ことができます。
これにより、McAfee ソリューションを配備し、
管理にかかる時間を短縮するための知識を得られます。
McAfee セキュリティエキスパートは、組織全体のセキュリテ
ィを強化してセキュリティの投資効果を上げるために IT 担当
者が必要とするトレーニングを提供します。

必要な時に最適な方法で受けられる柔軟なトレーニン
グ オプション

多忙なスタッフが、McAfee ソリューションを十分に活用する
ために必要な知識と専門性を身につけるには、柔軟なトレ
ーニング オプションが必要です。
McAfee 研修サービスでは、
都合の良い時間に受講できる柔軟なトレーニング オプション
を提供しています。

McAfee のトレーニング方法

トレーニング
と教育

エンタープライ
ズ サポート
お客様

ガイド付きのオンデマンドトレーニング4
経験豊富な講師が、マルチメディアを使
ったトレーニングを様々な方法で実施し
ます。
自分のデスクで都合の良い時間に利
用できるので、時間や移動の費用を節約で
きます。
■

■

■

プロフェッショナル
サービス

■

■

■

■

McAfee カスタマー サクセス

McAfee カスタマー サクセス グループはサービス、サポート、
そしてトレーニングをまとめて提供し、
お客様が継続的にセキ
ュリティ目標を達成できるようサポートします。

このミッションはシンプルです：お客様が McAfee ソリューシ
ョンを配備して使用し、運用上のリスクを管理し、長期的に持
続可能な価値を実現する手助けをすることです。

配備サービスとプロアクティブなアカウント管理から、自助リ
ソース、
コミュニティ、オンコールのエキスパート アシスタンス
まで、McAfee カスタマー サクセス グループは要員、
プロセス、
ツール、
そして技術をお届けして、
お客様が求める成果を手に
できるようサポートします。

■

■

■

録画された講師のプレゼンテーション

McAfee のベストプラクティスとエクスペ
リエンスのユースケース
ハンズオン演習

コミュニティサポート

メールによる講師への質問

講師によるトレーニングは、
パブリックサ
イトまたはお客様事務所内でのプライベ
ートクラスで実施

エキスパートによる没入型のトレーニング

他のサイバーセキュリティ担当者とのネ
ットワーク作り

eLearningトレーニング4
都合の良いときに自分のデスクで学習で
きます。
■

■
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エキスパートによる没入型のトレーニング

講師によるトレーニング
セキュリティの経験が豊富な講師による
包括的なクラスルーム形式のトレーニング
をご利用になれます。

■
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バーチャルなオンデマンドコースワーク

オンデマンドの McAfee ソリューション
トレーニング
自分のペースで、
いつでも、どこででも学
習できるモジュール
追加オプションのハンズオン演習
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詳細を見る

McAfee 研修サービスでは、様々なトレーニングコースを用意
しています。どのコースも、セキュリティ専門家、
インストール
担当者、
コンサルタントとして豊富な経験を持つエキスパート
が担当しています。研修サービスの詳細については、
こちらを
ご覧ください。
www.mcafee.com/education

詳細情報

www.mcafee.com/product-trainingまたは
www.mcafee.com/security-training をご覧になるか、
営業担当者またはパートナーにご連絡ください。

申し込みをご希望の場合

McAfee® 研修ポータル (https://mcafee.netexam.com/
catalog.html#center-panel:main-ui-training) からコー
スを選択してお申し込みください。

McAfee 研修サービス ポートフォ
リオ
製品トレーニング
ハンズオン形式の製品トレーニングでは、
McAfee ソリューションのデザイン、セッ
トアップ、設定、管理方法の研修を教室
形式またはオンラインで行います。
製品ト
レーニングは、ガイド付きのオンデマンド
トレーニング、講師によるトレーニング、
そ
して eLearningトレーニングの、3 つの方
法で提供されています。
セキュリティトレーニング
セキュリティトレーニングでは、
ソフトウェ
アとアプリケーションの構築、脆弱性の
評価、
フォレンジック分析などにフォーカ
スし、IT 担当者がセキュリティ戦略に対
応するベストプラクティスを構築できるよ
うサポートをします。セキュリティトレー
ニングは講師による個別研修のみとなり
ます。

1. ESG-ISSA リサーチ レポート: The Life and Times of Cybersecurity Professionals
2. 同上
3. 2017 Global Information Security Workforce Study, (ISC) の IT Professionals
are a Critically Underutilized Resource for Cybersecurity2
4. McAfee 製品研修のみで提供。
〒150-0043
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3

McAfee 研修サービス

McAfee、
マカフィーおよびMcAfeeのロゴは米国法人McAfee, LLCまたはその米国及びそれ以外の国の子会社の商標又は登録商標です。
その他すべての登録商標およ
び商標はそれぞれの所有者に帰属します。
Copyright © 2018 McAfee, LLC.4036_0618
2018年6月

