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グローバルナレッジがトレンドマイクロ認定研修機関として
ウイルス対策製品のトレーニングを開始
〜3 月よりアンチウイルス関連の認定トレーニング

6 コースを開講〜

人財育成を通じて企業の競争力強化を支援する IT 教育ソリューションベンダー、グローバル ナレッジ
ネットワーク株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：尾藤 伸一、以下グローバルナレッジ）は、世界
規模でウイル ス対策が急務となっている状況を受け、トレ ンドマイクロ社と協業し、トレンドマイクロ認定研
修機関として 3 月よりトレンドマイクロ製品のトレーニングを開始することを発表しました。
インターネットが企業活動に不可欠となった現在、セキュリティ対策は企業の存亡に関わるほど重要な
ものとして認識されつつあります。しかしセキュリティの確保は、本来、ウイルス対策ソフトの導入だけで事
足りる問題ではないにも関わらず、エンドユーザーや管理者のセキュリティに関する知識とスキルは決し
て高くなく、セキュリティの教育訓練体制の整備は未だ開発途上の状況にあります。
グローバルナレッジは、Cisco, Microsoft, Linux, CheckPonit、VeriSign など複合環境でのセキュリティ
技術教育に注力してまいりましたが、これらに加えて新たにトレ ンドマイクロのウイル ス対策教育を開始す
ることで、企業向けセキュリティ・トレーニングを万全に行う体制を整えました 。これにより、顧客企業の競
争力の強化に貢献し、IT 教育市場におけるトータルソリューションの提供を目指します。

今回弊社が認定研修機関として活動を開始するにあたり、トレンドマイクロ社では次のようにコメントしてい
ます。
「トレンドマイクロ株式会社は、製品トレーニングを重要な施策の一つと考えています。弊社の製品・サー
ビスを使ったソリューション展開、セキュリティに関するアウトソースなどの新規ビジネスの推進、いずれも
製品と周辺技術に関する知識・スキルがその前提となります。さらに、弊社の新ソリューションである Trend
Micro Enterprise Protection Strategy 3 には、ネットワークに関するハードウェアや脆弱性診断サービスな
どが含まれるため、その推進には幅広い知識・スキルが必要となります。
複合環境、セキュリティといった分野に強みを持つグローバルナレッジが、弊社の認定研修機関として参
画することで、今まで以上にパートナーおよびユーザーへのサポート強化が実現できると思います。」
（トレンドマイクロ株式会社 執行役員 大三川 彰彦）
● トレンドマイクロ認定研修機関として、トレンドマイクロのビジネスパートナーを対象に
2004 年 3 月より以下のトレーニング・コースを順次開講予定
＜ ウイルス、 フィルタリング技術の基本知識を習得したい方 対象＞
①「アンチウイルスエキスパート」※
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(講義、1 日間、受講料 40,000 円)

コンピュータウイルス について の基礎知識と最新動向を把握し、トレンドマイクロ製品によるコンピュータウイルス の予
防と対策方法について学習するコースです。

＜ セキュリティシステム導入エンジ ニア、運用管理者 対象＞
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②「TCSE for InterScan Messaging Security Suite」※

(講義、2 日間、受講料 90,000 円)

ウィルス、スパムメールや、情報漏洩を防ぐためのメッセージングゲートウェイセキュリティ対策について学習します。
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③「TCSE for InterScan WebManager」

(講義、2 日間、受講料 90,000 円)

不適切な情報（アダルト画像、暴力、ショッ ピング）へのアクセス を制限し、インターネットへのアクセスを効率的に行う
ための対策について学習します。

④「TCSE for ServerProtect」

(講義、2 日間、受講料 90,000 円)

企業のファイルサーバをウィルスから守るためのファイルサーバ対策について学習します。

⑤「TCSE for ウイルスバスターコーポレートエディション」(講義、2 日間、受講料 90,000 円)
企業のクライアント PC をウィルスから守るためのデスクトッ プ対策について学習します。

⑥「TCSE for Trend Micro Control Manager」

（講義、2 日間、受講料 90,000 円）

ネットワーク上に構築されたトレンドマイクロのウィルス対策/コンテンツセキュリティ製品に対する集中管理について
学習します。

※1 「TCAE（Trendmicro Certified Antivirus Expert）」
コンピュータウイル スについて の基礎知識および最新のウイル ス動向を把握し、ウイルスの予防と対策
方法について精通していることを証明する資格です。 また、トレンドマイクロ製品についても製品の特徴
をよく理解し適切なご提案ができることを目的としています。
※2 「TCSE（Trendmicro Certified Security Expert）」
トレンドマイクロ製品におけるウイルス対策について技術を習得し熟知されていることを証明するための資
格です。 トレンドマイクロの各プロダクトごとのエキスパートを養成することを目的としています。
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■ お問い合わせ先
グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社 広報担当 川村
TEL：03-5302-9750(代表) 03−5302−9672(直通)
FAX：03−5302−9273
e-mail：kawamura@globalknowledge.co.jp
プレスリリース URL:http//www.globalknowledge.co.jp/press/
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トレンドマイクロ株式会社
コンピュータ及びインターネット用セキュリティ 関連製品・サービスの開発・販売
社員数 1,920名（2003年6月末現在）
URL: http://www.trendmicro.com/jp/home/enterprise.htm
グローバ ル ナレッジ ネットワーク株式会社
グローバ ルナレッジは、IT 教育を通して企業の競争力強化を支援する教育ソリューシ ョンプロバイダです。21 ヶ
国 50 以上の研修拠点を持つ Global Knowledge Network, Inc.の日本法人で、 集合研修施設 2 ヶ所、提供する
コースは 200 種類以上、社員数 150 名。
URL: http://www.globalknowledge.co.jp/

#
※
※
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#

すべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の登録商標または商標です。
TRENDMICRO はトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
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トレンドマイクロ認定トレーニングコースフロー
セキュリティ技術概要
セキュリ ティ技術概要

トレンドマ イクロ認定トレ ーニングコース
Mic rosoft Universityトレーニングコース

トレンドマイクロ認定トレーニングコースを
効果的に受講するためのコースフローです。

アンチウイルスエキスパート
アン チウイルスエキス パート

グローバルナレッジオリジナルコース
使用プラッ トフォームにより選択
T CP/IPインターネットワー キング
TCP/IPインターネットワー キング

T CP/IPネットワークセキュリティ
T CP/IPネットワークセキュリティ
の設計と運用実習
の設計と運用実習

Mic rosoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
システム 管理基礎
システム管理基礎

Linu xシステム管理
Linu xシステム管理

DN Sの設定と管理
DNSの設定と管理
〜Microsoft DN SとBIND 〜
〜M icrosoft DNSとBIND〜

Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
ネットワ ークインプリ メンテーショ ン
ネットワークイン プリメンテーション

インターネットメー ル
インター ネットメー ル
システムの構築
システムの構築
〜sendmailの設定と管理〜
〜sendmailの設定と管理〜

クライアント／サーバセキュリティ

TCSE for ウイルスバスター
TC SE for ウイルスバスター
コーポレー トエデ ィション
コー ポレートエディション

Linu xコマンド＆ツール
Linuxコマンド＆ツ ール

Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
イン プリ メンテ ーション
インプリ メンテーショ ン

メッセージングセキュリティ

TCSE for Ser verProtect
TCSE for ServerProtect

TCSE for InterScan
TCSE for InterScan
Messaging Security Suite
Messaging Security Suite

TCSE for Trend Micro
TCSE for Trend Micro
Control Manager
Control Manager

Windows 2000
Window s 2000
インター ネットサー バー構築
インター ネットサーバー構築

A pache Web サーバ管理
Apache Web サーバ管理

Webアクセスセキュリティ

TCSE for
TCSE for
InterScan WebManager
InterScan WebManager

集中管理ツール

・「アンチウイルスエキスパート」コースのみ必須コースです。
・「アンチ ウイルスエキスパート」以降のコース受講順序は問いませんが、コースフローの
順序で受講されることを推奨します。
・グローバルナレッジオリジナル、および Microsoft University コースは、トレンドマイクロの
コースを効果的に受講するための推奨コースです。
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