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１．本事業の概要



平成27年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」取組成果概要
【IT分野（職域プロジェクト）】

「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」

平成25年

33,1%

伸長

5.6%

平成26年

38.7%

平成23年度 日・米の利用率比較 日本33.0% 米国64.8%

『日本のクラウドの現状』

日本のクラウドの低い利用率

（総務省 情報通信白書より）4

平成25年度から1年間の日本利用率の推移



平成27年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」取組成果概要
【IT分野（職域プロジェクト）】

「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」

•安定性、可用性が高くなる

•情報漏洩等のセキュリティが高くなる

導入をした技術的

要因

•情報漏洩などセキュリティに不安がある

• ネットワークに対する安定性に不安がある

導入をしない技術

的要因

『日本のクラウドの現状』

クラウドの利用判断の理由

利用する・利用しないともにセキュリティが大きなポイント

（総務省 情報通信白書より）
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平成27年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 事業計画概要 （様式１）（別紙４）①

【職域プロジェクトＡ（ＩＴ分野）】 「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」
（情報科学専門学校）

実施体制イメージ図

参加・協力機関

平成２７年度の具体的な取組内容

・多様化・高度化した情報セキュリティに関する脅威に対応
するための情報セキュリティ人材は、国内の従業員100人
以上の企業において約2.2万人不足していると推計されて
いる。

・情報セキュリティに関する実践的なスキルを習得するため
の学習システムの構築や学習機会の提供が必要。

・グローバル社会における我が国の経済発展の重要な要因と
なり得るクラウドサービスの利活用において、情報セキュ
リティに関する脅威が大きな阻害要因となる懸念。

・そこで、本事業では、情報セキュリティ分野の中核的専門
人材養成のための１）地域版学び直しプログラムの開発・
実証、２）達成度評価基準・手法等のあり方の検討を行う。

・本事業で実証する地域版学び直し教育プログラムのテーマ
は、クラウドを安心安全かつ有効に利用するために必要な
スキルを習得する「実践クラウドセキュリティ」とし、特
にクラウドサービスを組織に導入する際に必要となるスキ
ルを学ぶための教育の実証に注力する。

（２６年度までの実施事業 ➤ ２７年度実施事業との関連性）
ａ.全国版モデルカリキュラムの開発（H24～H26）
➤ ２６年度で終了し、これを活用した地域版の取組を

２７年度において実証
ｂ.全国版モデルカリキュラムの実証（H24～H26）
➤ ２６年度で終了し、２７年度は各地域（開催地）の

ニーズに応じたセミナー内容の検討・実施し、ニー
ズに沿った内容で実施できたか検証していく。

ｃ.地域版モデルカリキュラムの開発・実証（H26、H27）
➤ ２７年度は２６年度までに開発した教材（教科書、

学習指導要領、講義用資料）を用いて、企業向け研
修や大学、専門学校等での授業を実施し、「地域版
学び直し教育プログラム」としての活用・実証を進
めていく。

１．会議
（１）研修実施委員会
・研修会の計画・実施・振り返り

（２）達成度評価手法検討委員会
・達成度評価手法の検討、達成評価実施の計画

２．社会人向けセミナー（地域版モデルカリキュラムの開発・実証）
全国３ヶ所程度（福島、北陸、福岡）で、前年度までに
開発した教材の一部を活用した4h程度のセミナーを1回ずつ開催。

３．講師トレーニング
前年度までに開発したカリキュラム・教材による講師育成のための研修
を実施し、受講者に対して達成度評価を行う。

４．講師トレーニング受講者による実証授業
高等専門学校２校で、開発した教材の一部を活用して講師トレーニング
受講者による50分/コマ×2コマの実証授業を実施。

課題・ニーズ・背景・目的

○教育機関（６機関）
・情報科学専門学校
・専門学校穴吹コンピュータカレッジ
・札幌情報未来専門学校
・専門学校国際情報工科大学校
・情報セキュリティ大学院大学
・専門学校静岡電子情報カレッジ

○産業団体・企業等（３機関）
・（株）ディアイティ
・（株）ラック
・（株）ウチダ人材開発センタ

○関係団体（５機関）
・NPO情報セキュリティフォーラム
・一般社団法人全国専門学校情報教育協会
・ニッポンクラウドワーキンググループ
・ＣｏｍｐＴＩＡ日本支局
・ＪＡＳＡ－クラウドセキュリティ推進協議会



成果目標（アウトカム）

平成２７年度の成果の活用

本事業の活動指標を、a)地域版学び直し教育プログラムの開発・実証と
b) 達成度評価基準・手法等のあり方の検討のそれぞれについて、以下に
示す。

a）地域版学び直し教育プログラムの開発・実証
・２６年度までに開発した教材を用いた講師トレーニング（６時間
程度を１回実施）

・講師トレーニング受講者に対するアンケート結果（１回分）
・２６年度までに開発した教材を用いた社会人向けセミナー（３時間
程度を５回実施）

・社会人向けセミナー受講者に対するアンケート結果（５回分）
・２６年度までに開発した教材の一部を使用した大学での講義（１大
学で各３時間程度実施）

・大学での講義の受講者に対するアンケート結果（１回分）

b）達成度評価基準・手法等のあり方の検討
・講師トレーニング受講者の達成度評価結果（１回分）

本事業の目標は、産学が連携して産業界のニーズに応
じた職業実践的な人材として「組織にクラウド・サー
ビスを導入する際に導入支援するコンサルタントや
ユーザ企業のIT部門担当者にあたる人材」を養成する
ための学習システムの基盤を構築することである。こ
れにより、中小企業などの経営資源の限られた組織に
おいても、クラウドサービスの導入が促進され、クラ
ウド市場の活性化、IT利活用による国内の企業の競争
力の向上につながることを目指すものである。
成果実績としては、本事業で開発した学習指導要領に
基づく教育方法について解説する講師向けトレーニン
グの受講者に対するアンケートで7割以上の活用・導
入検討の回答を得ること、また、各地域で実施する社
会人向けセミナーにおいて、受講者から5段階中3.5以
上の満足度の評価を得ることを目標とする。

（２７年度の成果）
①２７年度までに開発したカリキュラム・教材の「地域版学び直し教育プログラム」としての実証結果
②２７年度までに開発したカリキュラム・教材の一部を用いた講師トレーニングの受講者に対する達成度評価手法および達成度評価結果

（成果の活用）
①２６年度までに開発したカリキュラム・教材の「地域版学び直し教育プログラム」としての実証結果に基づき、改善点等を２８年度
以降の「地域版学び直し教育プログラム」としての活用に反映する。

②２６年度までに開発したカリキュラム・教材の一部を用いた講師トレーニングの受講者に対する達成度評価手法および達成度評価結
果に基づき、必要に応じて達成度評価手法やカリキュラム・教材の改善を２８年度以降に図る。

活動指標（アウトプット）

平成27年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 事業計画概要 （様式１）（別紙４）②

【職域プロジェクトＡ（ＩＴ分野）】 「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」
（情報科学専門学校）



２３年度 ２８年度以降２７年度２６年度２５年度２４年度

①全国版モデルカリキュラム開発

②全国版モデルカリキュラム実証

③地域版モデルカリキュラム開発

④地域版モデルカリキュラム実証

それぞれの年度に
おける成果

・「実践クラウドセキュリティ」に関するカリキュラム・教材の開発を実施した。
（平成２４年度～２６年度）

・平成２４年度～２６年度に開発した全国版カリキュラムを平成２４年度に
おいては専門学校１校で、２５年度においては専門学校３校、大学１校で、
２６年度においては大学２校で実証した。また、企業向け研修として、平成
２４年度において、１講座、平成２５年度において４講座、平成２６年度にお
いて６講座を開催した。
受講者数：３１人（２４年度）／２２６人（２５年度）／１８２人（２６年度）
・その後、全国版カリキュラムは、専門学校２校の授業で活用している。

・平成２４年度～２５年
度に開発した全国版
モデルカリキュラムを
「地域版学び直し教育
プログラム」として適
用していくことを考慮
して改訂。

企業向け研修や大学、専門学校等
での授業を実施し、「地域版学び直
し教育プログラム」としての活用・実
証を進める。

・２６年度までに
開発したカリキュ
ラム・教材を、２７
年度に「地域版
学び直し教育プ
ログラム」として
活用・実証し、そ
の結果に基づき、
改善点等を２８
年度以降の「地
域版学び直し教
育プログラム」に
反映し、活用す
る。

⑤全国的な展開への取組

平成27年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 事業計画概要 （様式１）（別紙４）③

【職域プロジェクトＡ（ＩＴ分野）】 「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」
（情報科学専門学校）



平成２７年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

モデルカリキュラムのイメージ（1/2）
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基本的な技術知識の習得 応用力と実践力を養成 グローバルな視野と変化への対応力、想像力を養成

上司の指示・助言のもと通常業務を確実
に遂行する。

チームの中心メンバーとして、創意工
夫を凝らして自主的な判断、改善、提
案を行いながら業務を遂行する。

業務リーダーとして、業務遂行を主導し、業務のマネジメントや業務単位
の採算管理を行う。豊富な業務経験で高難度の業務遂行や困難事項へ
の対応を行う。将来的に中規模組織のプロジェクトマネージャを目指す。

専門課程（２年）

高度専門課程（４年）

専門課程（３年）

情報セキュリティ技術実務
主な履修科目
・セキュリティサービス、
ビジネス構築
・セキュリティ要求分析、設計、
構築
・セキュリティ監査、検査

情報セキュリティ最新技術
主な履修科目
・仮想化技術
・分散処理技術
・分散システム管理
・バイオメトリクス技術
・クラウド技術

グローバル人材育成
主な履修科目
グローバルコミュニケーション
IT技術分野の専門英語
外国文化の理解、企業文化

エンジニアの継続的な学習システムの整備と能力を評価する認定制度及び教育の質を保証する評価制度の構築

就業 レベル１

就業 レベル２

レベル３

レベル４

変
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短期プログラムによる積上げ式学習システム

情報技術基礎／
ビジネススキル基礎

主な履修科目
・情報通信基礎
・ハードウェア基礎
・ネットワーク基礎
・アルゴリズム
・プログラミング基礎
・データベース基礎
・セキュリティ基礎
・システム開発技術
・企業活動
・著作権
・知的財産権
・コンプライアンス
・コミュニケーション

セキュリティ
技術基礎
主な履修科目
・ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
・ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向設計
・Javaプログラミング
・ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
・Windowsｾｷｭﾘﾃｨ
・ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ
・ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
・ﾛｼﾞｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
・プレゼンテーション
・技術英語

基礎・共通 専門課程

プロジェクト
マネージャ

セキュリティ
ストラテジスト

セキュリティアーキテクト

セキュリティアナリスト

セキュリティエンジニア

セキュリティオペレーター

ソフトウェアエンジニア

セキュリティ技術実践
（実務演習）
主な履修科目
・Webアプリケーション構築
・Webセキュリティ管理実習
・アプリケーション開発応用技術実習
・システム監査
・ルータ実習
・プロジェクトマネジメント実践
・グローバルコミュニケーション

セキュリティ技術応用
主な履修科目
・電子認証
・セキュア社会システム
・セキュアプログラミング
・セキュリティポリシ運用
・Linuxサーバ構築
・ネットワークアーキテクチャ
・ネットワークシステム管理
・著作権、知的財産権
・グローバルコミュニケーション

3ケ月・6ケ月の企業実習、企業提案

型プロジェクト等の実務に相当する教
育プログラムを行い、実践力を養う。

ITパスポート試験 情報処理技術者試験

レベル
５以上

プロジェクトマネジメント
／プロセスマネジメント
主な履修科目
・プロジェクトマネジメント
・コストマネジメント
・品質マネジメント
・サービスマネジメント
・リスクマネジメント
・組織マネジメント

専門課程の教育カリキュラムをモジュール化し活用

本プロジェクトのターゲット（次頁に続く）



平成２７年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」

【IT分野（職域プロジェクト）】「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな
学習システム構築推進プロジェクト」（情報科学専門学校）

モデルカリキュラムのイメージ（2/2）

情報セキュリティ技術実務
主な履修科目
・セキュリティサービス、
ビジネス構築
・セキュリティ要求分析、設計、
構築
・セキュリティ監査、検査

情報セキュリティ最新技術
主な履修科目
・仮想化技術
・分散処理技術
・分散システム管理
・バイオメトリクス技術
・クラウド技術

実践クラウドセキュリティ
（１コマ50分×30コマ分）

１．クラウドコンピューティングとは

・・・・
・・・・
・・・・
３．クラウドサービスにおける
情報セキュリティ

・・・・
・・・・
・・・・

レベル３

レベル４

本プロジェクトのテーマ
(クラウドセキュリティ)
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就業
レベル１

就業
レベル２

レベル５
以上

グローバルな視野と変化への対応力、想像力を養成

業務リーダーとして、業務遂行を主導し、業務のマネジメントや業務単位
の採算管理を行う。豊富な業務経験で高難度の業務遂行や困難事項へ
の対応を行う。将来的に中規模組織のプロジェクトマネージャを目指す。

短期プログラムによる積上げ式学習システム

専門課程の教育カリキュラムをモジュール化し活用

情報セキュリティ分野の
モデル・カリキュラムイメージ
（前頁での記載内容）

人材像

プロジェクトマネジメント
／プロセスマネジメント
主な履修科目
・プロジェクトマネジメント
・コストマネジメント
・品質マネジメント
・サービスマネジメント
・リスクマネジメント
・組織マネジメント

グローバル人材育成
主な履修科目
グローバルコミュニケーション
IT技術分野の専門英語
外国文化の理解、企業文化

履修証明の発行

■プログラム名称
「実践クラウドセキュリティ」
■プログラム概要
セキュリティを考慮したクラ
ウド導入に必要なスキルを
習得する
■総時間数

25時間（50分×30コマ）
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本事業での成果物
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■成果物の公開先
http://26monka-itaku.net/johokagaku/deliverable/

教科書

学習指導要領

ケーススタディ教科書

ケーススタディ学習指導要領

講義用資料（スライド形式）
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「実践クラウドセキュリティ」協力者
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執筆者 第１章～第２章
長谷川 長一 株式会社ラック
第３章～第６章／ケーススタディ
山田 英史 株式会社ディアイティ
ケーススタディ
吉田 雄哉 一般社団法人クラウド利用促進機構

協力者 （以下、氏名50音順）
植田 威 特定非営利活動法人NPO情報セキュリティフォーラム
宇津宮 修二 札幌情報未来専門学校
金井 敦 法政大学
後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学
永宮 直史 JASA-クラウドセキュリティ推進協議会
武藤 幸一 情報科学専門学校
山崎 展宏 専門学校穴吹コンピュータカレッジ

協力機関 （以下、機関名50音順）
アマゾンユーザグループ横浜支部
CompTIA日本支局
独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部セキュリティセンター
一般社団法人全国専門学校情報教育協会
ニッポンクラウドワーキンググループ
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「実践クラウドセキュリティ」概要
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1.クラウドコンピューティングとは
1-1. クラウドコンピューティングの概念、基本的な定義と特徴
1-2. クラウドコンピューティングのサービスモデルと利用の形態
1-3. クラウドコンピューティング導入による変化と効果(1)
1-4. クラウドコンピューティング導入による変化と効果(2)

2.クラウドコンピューティングサービス
2-1. クラウドコンピューティングを支える技術(1)
2-2. クラウドコンピューティングを支える技術(2)
2-3. ITサービスマネジメント
2-4. ITサービスマネジメントの主要技術(1)
2-5. ITサービスマネジメントの主要技術(2)
2-6. ネットワーク管理の技術
2-7. 仮想化技術(1)
2-8. 仮想化技術(2)
2-9. SaaS、PaaS、IaaS
2-10. 商用クラウドサービスの種類と特徴及び考慮点

3. クラウドサービスにおける情報セキュリティ
3-1. クラウドサービスのセキュリティ上の課題
3-2. リスクアセスメントに基づくセキュリティ要件の策定
3-3. クラウドサービスの選定

4. クラウドサービスのセキュリティの要件
4-1. クラウドセキュリティの検討
4-2. クラウドセキュリティ要件

5. クラウドサービスのSLA、規約の解釈
5-1. セキュリティ要件と規約等の対応
5-2. クラウドサービス規約等の解釈

6. クラウドセキュリティの標準化等の動向
6-1. クラウドサービスのセキュリティガイドライン等

 作成上の留意点
• 各章の初めには、その章で学習する内
容の全体像をまとめた「この章で学ぶこ
と」を記述する。

• 各項の最初には、「学習ポイント」を記
述する。

• 各節の終わりには、確認問題を設ける。
• 各章の終わりには、章末問題を設ける。

 執筆者
（第1章～第2章）
（株）ラック 長谷川長一氏

（第3章～第6章）
（株）ディアイティ 山田英史氏

 標準学習時間
（第1章～第2章）50分×10コマ
（第3章～第6章）50分×11コマ
（章末問題） 50分×4コマ
（ケーススタディ）50分×5コマ

合計：50分×30コマ

 ページ数
（第1章～第2章）107ページ
（第3章～第6章）104ページ
（ケーススタディ） 24ページ

合計：235ページ
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２．今年度の取り組み
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H27年度の取り組み
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（１）地域版モデルカリキュラムの開発・実証
昨年度までに開発したカリキュラム・教材を「地域版学び直し
教育プログラム」として活用・実証していくために、地域でのセ
ミナーを開催。

（２）講師トレーニングの実施と達成度評価
前年度までに開発したカリキュラム・教材による講師育成の
ための研修を実施し、受講者に対して達成度評価を行う。

（３）講師トレーニング受講者による実証授業
高等専門学校２校で、開発した教材の一部を活用して講師ト
レーニング受講者による実証授業を実施し、講師トレーニング
の成果と課題を整理。
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(1)地域版モデルカリキュラムの開発・実証
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「地域版学び直し教育プログラム」の実証
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 昨年度までに開発したカリキュラム・教材を「地域版学び直し教育プログラム」として活用・
実証していくために、複数の地域でセミナーを開催。（開催地：郡山、福井、福岡）

 各地域で開催するセミナーの内容は、地域ニーズに応じて３つのコース（①基礎知識編、
②情報セキュリティ編、③クラウド導入編）のうちのいずれかで開催し、アンケートで評価。

対象コース 開催日時 会場 受講者 講師

①基礎知識編 1月13日(水)
9:30～11:20

専門学校 国際情報工科
大学校

学生 専門学校 国際情報工科
大学校 藁谷 昌司氏

②情報セキュリティ編 2月3日(水)
13:30～17:00

福岡県Ruby・コンテンツ
産業振興センター

(一社)福岡県情報サービス
産業協会の会員企業等

株式会社ディアイティ
山田 英史氏

③クラウド導入編 2月上旬 石川県金沢市 (一社)クラウド利用推進
機構 吉田 雄哉氏

＜実証セミナー開催概要＞

＜コース概要＞

次年度実施予定
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福岡での実証セミナー（②情報セキュリティ編）
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日時 2016年2月3日(水)
13時30分～17時00分

会場 福岡県Ruby・コンテンツ産業振興セン
ター

対象 ITベンダー所属の営業担当、エンジニア
の方で、クラウドコンピューティングの基
礎知識を有する方

受講者数 15名

講師 （株）ディアイティ 山田 英史氏

内容 １．ISO/IEC 27017概要
•クラウドサービス利用にあたって考慮
すべきリスクと国際標準の動向につ
いて
• ISO27017の内容紹介とISO27001
の構築ポイント

２．クラウドサービスにおけるセキュリティ
の要件（10分）
•セキュリティ要件定義の必要性
•クラウド事業者と利用者の管理範囲
３．クラウドセキュリティの要件
•ガイドラインの利用について
•各項目の解説とチェックリスト
４．クラウドサービスのSLA、規約の解釈
• SLAの解釈
•法令上の規約の解釈
５．ケーススタディ
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Q.組織における IT システム管理、IT システム調
達に関する、あなたの役割にもっとも近いものを
選んでください。

【アンケート評価】受講者の属性

ITシステム管理・企画に携わって
いる人が半数程度、その他（携
わっていない人）が半数程度

Q.組織におけるクラウドサービスの利用状況につ
いて、最も良くあてはまる項目を一つだけ選んで
ください。

少しでも利用している組織の人が
半数程度、その他（利用していな
い人）が半数程度
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Q.クラウドサービス導入・利用時の課題や不安について、
あてはまる項目を選んでください。［5つまで選択可］

【アンケート評価】抱えている課題や不安

「クラウドサービスの応答時間に対する心配」が１位、
「情報を預けることに対する情報漏えいへの不安」が２位に

(N=32)



21

Q.配布資料は、役立ちましたか？[1つ選択]

【アンケート評価】講座の理解度・教材の有効性

Q.講師の話し方は、わかりやすかったですか？[1つ選択]

Q.講義の内容は、理解できました？[1つ選択]

講座の理解度や、配布資料・説明内容に対する評価は概ね良好
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【アンケート評価】課題解決への貢献度

Q.講義の内容は、クラウドサービス導入・利用時の課題を解決するのに約立ちましたか？[１つ選択]

＜ISO27017に関する情報＞
• ISO 27017関連。27001のCISOをやっていたので、非常によく理解できた。JIS版が出る
のが楽しみです。

• ISO27001のクラウド版27017が発行されたこと。
• 自分のスキル不足もあり、ISO/IEC27017概要の部分が理解しづらかった。具体的な例を
説明して頂いたところは分かりやすかったです。

＜クラウド選定におけるセキュリティ要件＞
• 利用者側として、クラウドを選ぶ際の観点。（チェックリストなど）
• 事業者としてのセキュリティ対策の必要な要件。（事業者として何をすべきか）

＜教材としての活用＞
• クラウドセキュリティに関する社内勉強資料として今回の講義内容や紹介頂いた資料を活
用させていただきたいと思います。

【役に立った内容】
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Q.講義の内容は、あなたが期待していた内容でしたか？[１つ選択]

Q.次回、講義が開催された際に、クラウドセキュリティについて受講したい内容はありますか？
[複数選択可]

【アンケート評価】ニーズへの合致度

ニーズとの合致度は必ずしも高いとは言えない。受講者の属性が異なることによ
るものか。受講対象者や講義内容を予め明示していたため、更なる検証が必要。
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(2)講師トレーニングの実施と
達成度評価
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クラウドセキュリティ講師トレーニング
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日時 2015年10月8日(木)
10時～18時

会場 情報科学専門学校
8階 809室

対象 企業や専門学校等における教
育担当者等

受講者数 19名

講師 （株）ラック 長谷川 長一氏、
(一社)クラウド利用促進機構
吉田 雄哉氏

内容 クラウドセキュリティ人材を育成
する立場にある教育担当者を対
象として、クラウド時代に必要と
されている基本スキルを教える
ために必要な知識やツール、テ
クニック等について解説。セミ
ナー終了後に、達成度チェック
（確認テスト）を行い、実践的ス
キルの認定を行う。
・クラウドの導入と利用
・クラウドのリスクと影響
・クラウドサービスの種類と特徴
・Q&A
・達成度チェック

 講師トレーニング受講者に対して、受講前と受講後にテストや
アンケートを実施することにより達成度評価を実施

 さらに受講者に対して、習得した内容を活用した授業の実施
を依頼し、講師トレーニングや教材の成果・課題について確認
（1月18日に高知高専にて授業を実施）

①講師トレーニング開催概要 ②受講者に対する達成度評価の概要

受講者別正解率の推移 設問別正解率の推移



クラウドサービ
スの

利用率低迷

講師の育成

カリキュラムの
作成

教材の開発

提供側の
人材育成

技術者
コンサルタント

利用者側の
人材育成

経営層
システム管理者

クラウドサービ
スの

利用率拡大

当該プロジェクトの意義は、現状のクラウドサービスの低い利用率を認識し、「クラウド利
用を推進するための人材を育成するための仕組みを作成する。」ことにある

平成2７年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」取組成果概要
【IT分野（職域プロジェクト）】

「情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト」

人材像

の定義

講座前

の評価
講座

講座後

の評価

現状 原因 プロジェクト 目指す姿

検 証
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平成27年度 講師トレーニングの要旨

「クラウドセキュリティ講師トレーニング」における達成度評価の目的

「受講者の達成度評価基準・手法のあり方の構築」

１．「達成度」「有効性」の目標値と結果の検証、受講前・受講後の主観的・

客観的評価の整合性の検証

２．作成した指標と調査ツール、Cloud Essentialsの受験結果を用いた検証

「講義内容の有効性の検証」

27



達成度評価の概要

実践的クラウド人材

としての知識・スキル

第三者 評価指標

「Cloud Essentials」

カリキュラム・教材

「実践ｸﾗｳﾄﾞ

セキュリティ」

当プロジェクト作成
指標

アンケート
テスト

ルーブリック

対 応

設問の関連性

人材像定義

何ができれば

クラウドセキュリティ技術者と
いえるか。

事前準備

事前学習

事前アンケート

事前テスト

事後処理

確認テスト

事後アンケート

ルーブリック

Cloud Essentials資格

人材像との連続性

１．人材像を基軸に、「アンケート」「テスト」の設問を作成。
２．Cloud Essentials、カリキュラム・教材との整合性を取りながら作成
３．「クラウドの導入と利用」「クラウドのリスクと影響」「クラウドサービスの種類と特徴」の3分野の知識・スキル

の人材像と現状のギャップを確認できる「事前テスト」の設問を作成
４．「事前アンケート」も上記の大きなテーマである3分野の現状の理解度を測れる設問を作成
５．「事後アンケート」は、事前アンケートとの整合性を考慮、受講後の理解度の変化を確認できるよう作成
６．受講後に講師として、具体的に「何が」「どの程度できるか」を確認するため「ルーブリック」の設問を構成

達成度評価のための指標作成におけるコンセプト

フェーズ 調査方法 調査目的

受講前

事前アンケート 前提知識のレベルと講座内容の事前知識の自己評価

事前テスト
講座受講前の受講者の知識・スキルの客観的習得度の

把握

受講後

確認テスト 講座受講後の知識・スキルの客観的な習得度の把握

事後アンケート
講座内容の知識・スキル習得度の自己評価
講座の質・満足度の評価
講座内のデモ等の有用性評価

ルーブリック 今後講師となる際の自信の自己評価
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実施日 平成27年10月8日（木）

時 間 10:00~18:00

受 講 者
数

19名

会 場 相鉄岩崎学園ビル 8階 809室

講 師

長谷川 長一氏
（株式会社ラック サイバーセキュリティ本部 理事）
吉田 雄哉氏

（一般社団法人クラウド利用促進機構 総合アドバイ
ザー）

教 材

事前学習資料「Cloud Essentials」
（大阪工大 越智先生作成）
テキスト「実践クラウドセキュリティ」（当プロジェクト
平成26年度成果物）
補足資料「実践クラウドセキュリティ」（
講師：長谷川氏作成）
「クラウドサービスの技術、メリットとリスク」（
講師：吉田氏作成）

カリキュラム概要

①クラウドの導入と利用

クラウドを利用したビジネスの特長や、クラウ
ドアプリケーション開発の特徴を整理した上
で、クラウド導入にあたっての検討事項や成
功のためのポイントを学ぶ。

②クラウドのリスクと影響

クラウドの導入にあたっての技術リスクや利
用リスクについての理解を深め、実際にクラ
ウドベンダーと契約するにあたって確認すべ
きポイント等について学ぶ。

③クラウドサービスの種
類と特徴

クラウドの代表的な商用サービスを例として、
クラウドサービスの種類と特徴について整理
し、実際にサービスを利用する際に考慮す
べき点やプロセスについて学ぶ。

Q＆A

本セミナーで学んだ内容を受講者自身が講
師として教育を行っていくにあたって、抱えて
いる課題や疑問について解消するために、
本セミナーの講師陣から実践的なアドバイス
を受ける。

達成度チェック

本セミナーで学んだ内容をどの程度習得で
きたかを確認するための確認テストを行い、
習得した知識やスキルについての認定を行
う。

達成度評価の概要

実施講座「クラウドセキュリティ講師トレーニング」カリキュラム
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達成度評価の概要

検証のための考え方

達成度評価基準・手法の構築 講座内容の有効性

①事前・事後アンケートの受講者別理解度の
変化の傾向と②事前・確認テストの受講者別
正解率の変化の傾向の相関関係

①事前・事後アンケートの分野別理解度の変
化の傾向と②事前・確認テストの分野別理解
度の変化の傾向の相関関係

相関が相似であれば基準として「適正」

①事前アンケートから事後アンケートの理解度
の向上

②事前テストの正解率から確認テストの正解
率の向上

③ルーブリックによる自己評価で「何が」
「どこまででそうか」を確認

理解度・正解率の向上で「有効」

④Cloud Essentialsの合格率

手法：①事前・事後アンケート
②事前・確認テスト

④Cloud Essentials試験

手法：①事前・事後アンケート
②事前・確認テスト
③ルーブリック
④Cloud Essentials試験
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④Cloud Essentialsの正解率と②確認テス
トの正解率の相関関係
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各調査手法の詳細



事前アンケート内容

①事前・事後アンケート

No. 設問 カリキュラムとの対応付け

１
技術的事前知識：TCP/IP（IPv4）プロトコルを理解し、ネットワーク（LAN、WAN）の構成について理
解している。

―

２ 技術的事前知識：セキュリティ（IDS、IPS、Firewall、VPN）について、概要を理解している。 ②クラウドのリスクと影響

３
クラウドサービスがどのようなものかを理解している

①クラウドの導入と利用

４
仮想化とは何か把握している

①クラウドの導入と利用

５
SLAの意味を把握している

③クラウドサービスの種類と特徴

６
クラウドサービスにリスクがあることを知っている

②クラウドのリスクと影響

評価 基 準

５ 資格を有している。

４ 理解している

３ ほぼ理解している。

２ あまり理解していない。

１ 理解していない。

評価 基 準
４ 既に知っていた。
３ 理解できた。
２ ほぼ理解できた。
１ ほぼ理解できなかった。

凡例（設問３～６）

凡例（設問１～２）
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①事前・事後アンケート

事後アンケートの内容

評価 基 準
５ 理解できた。
４ ほぼ理解できた。
３ 普通
２ ほぼ理解できなかった。
１ 理解できなかった。

評価 基 準
５ とても良い。
４ 良い。
３ 普通
２ 良くない。
１ とても良くない。

凡 例（Q1～Q８）

凡 例（Q9～Q14）
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No 設問 カリキュラムとの対応付け

理
解
度
確
認

Q１ クラウドコンピューティングの基本的な概念は理解出来ましたか？ ①クラウドの導入と利用

Q２ クラウドコンピューティングの導入にかかる経済的効果について理解できましたか？ ①クラウドの導入と利用

Q３
クラウドコンピューティングを下支えする、管理手法の種類や、各種技術（冗長化技術など）について
理解できましたか？

①クラウドの導入と利用

Q４ 情報セキュリティの顕在的、潜在的リスクについて理解できましたか？ ②クラウドのリスクと影響

Q５ クラウドプロバイダ選定にあたってのセキュリティ要件について理解できましたか？ ②クラウドのリスクと影響

Q６ 情報セキュリティ要件について、理解できましたか？ ②クラウドのリスクと影響

Q7 クラウドプロバイダが提示するSLAや利用規約の重要性について理解できましたか？ ③クラウドサービスの種類と特徴

Q8 各種セキュリティガイドラインについて理解できましたか？ ②クラウドのリスクと影響

受
講
環
境
評
価

Q9 講師の教え方は妥当でしたか？

Q10 教室の環境は妥当でしたか？

Q11 テキストの品質は妥当でしたか？

Q12 実機演習の数は妥当でしたか？

Q13 講習の時間配分は妥当でしたか？

Q14 その他意見等ございましたらご自由にご記入ください。
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リスクと影響 種類と特徴 導入と利用 配点合計
受講者別理解度

（％）

受講者別配点
設問２（5点）
設問６（４点）

設問５（４点）
設問３（４点）
設問４（４点）

21点
受講者別得点／

21点

分野別理解度
（％）

受講者平均点／
９点

受講者平均点／
４点

受講者平均点／
８点

リスクと影響 種類と特徴 導入と利用 配点合計
受講者別理解度

（％）

受講者別配点

設問４（５点）
設問５（５点）
設問６（５点）
設問８（５点）

設問７（５点）
設問１（５点）
設問２（５点）
設問３（５点）

40点
受講者別得点／

４０点

分野別理解度
（％）

受講者平均点／
２０点

受講者平均点／
５点

受講者平均点／
１５点

＜事前アンケート＞

＜事後アンケート＞

①事前・事後アンケート

分析指標（事前・事後アンケートの比較）

受講者別理解度の比較
分野別理解度の比較
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②事前・確認テスト

事前・確認テスト内容１

No 分野 問題文 選択肢

1 リスクと影響
ストライピングと呼ばれるデータ格納方法で，データを分割して複数台のハードディスクに同時並列的にデータを書き込むことで，アクセ
ス速度を高速化する技術はどれですか。

RAID0／RAID1／RAID5／RAID6

2 リスクと影響
多数の踏み台ホストを使って，一斉に大量のパケットを送りつけてトラフィック（通信量）を増大させ，ホストやサーバ，ネットワーク回
線の処理能力を飽和させることでサービス提供を妨害する攻撃はどれですか。

DDoS攻撃／DoS攻撃／pingofdeath攻撃／
pingflood攻撃

3 リスクと影響 管理者は，仮想マシンを稼働させているサーバのCPUアイドル時間が非常に高いことに気がつきました。この原因は次のうちどれですか。

仮想マシンに割り当てられているCPU数が少なすぎる
／サーバで稼働している仮想マシンがあまりにも多すぎ
る／I/Oスロットリング／サーバのストレージ容量が残り
少ない

4 リスクと影響
数十，数百といった仮想マシンが1つの物理マシン上に構築されている場合，物理I/O帯域が占有され，システムパフォーマンスが低
下することがあります。これをなんと呼びますか。

I/Oバースト／オーバーコミット／I/O帯域障害／I/Oリ
ソース制限

5 リスクと影響
ある企業では，機器や設備，回線をすべて冗長化しています。先日サーバのトラブルが発生しましたが，外部提供のサービスは自動
的に切り替わり，特に問題は発生しませんでした。この企業が障害を想定して用意していたこの冗長化システムに当てはまるものは次の
うちどれですか。

フェイルオーバー／フェイルセーフ／フェイルバック／レプリ
ケーション

6 リスクと影響
ある企業ではこれまでの膨大な書類をすべてデジタルデータ化し，クラウドシステムに格納しています。社員は検索システムを使用して必
要なドキュメントを取り出しますが，検索速度が遅く困っています。このオンラインドキュメントの検索速度の向上に寄与するものは次のう
ちどれですか。

メタデータ／オブジェクトID／アクセス制御／迅速なデ
プロイメント

7 リスクと影響 ホストOSとその上で動作する仮想マシンとの間で容易にデータ交換を行いたい場合，どのような手段をとればよいですか。
両方のOSを64ビットに変更する／リモートデスクトップ
機能を有効にする／VMツールをインストールする／仮
想ネットワークをHost-onlyに設定する

8 リスクと影響
ハイパーバイザー上で動作するゲストOSが，ホストとは通信できるが，インターネット上のホストや検索サイトに接続できません。ホストは
問題なくインターネットに接続できています。問題があると考えられるのは，次のうちどれですか。

ゲストOSの仮想NICに問題がある／ゲストOSのデフォ
ルトゲートウェイ設定に誤りがある／ゲストOSのCPU設
定に誤りがある／物理ネットワークの設定に誤りがある

9 リスクと影響
ある企業では，物理サーバ20台をクラウドへ移行しようとしています。クラウド内ですでに稼働している他のテナントと干渉しないが，必
要に応じて20台の仮想サーバが動的に他のテナントと各種リソースを共有できることを保証するため，企業が契約しようとしているクラウ
ドプロバイダが実装するべきものはどれですか。

ソフトリミット／ロードバランシング／リソースプーリング／
キャッシュ

10 リスクと影響
情報システムの処理の内容や対象，データ，操作などを時系列にまとめたログで，システム監査人によって閲覧されるのはどれですか。
（２つ選択）

監査ログ／監査手続書／監査調書／監査証跡

11 リスクと影響
システムを展開する前に，パブリッククラウド環境でプロビジョニングされた仮想マシンのセキュリティを強化するために，管理者は次のどれ
を実行するべきですか。

デフラグ／ファイアウォールを無効にする／ドライバのアッ
プデート／システムのパッチを当てる

12 リスクと影響
あるクラウドプロバイダでは，ユーザ企業のシステムに脆弱性があり，マルウェアに感染していることが判明しました。このようなクラウド環
境で拡散するマルウェアを防ぐためには，次のどれを導入すればよいですか。

ソフトウェアベースのファイアウォールシステム／DMZの配
備／ハニーポットの設置／アンチウイルス

13 リスクと影響 現在提供しているサービス，パフォーマンスやリソース容量がコストに応じて配信されていることを保証するプロセスはどれですか。
変更管理／資産管理／構成管理／キャパシティ管理
／システムライフサイクル管理

14 リスクと影響

オンラインストアを運営しているある企業が，Webサイトと店舗データベース情報をクラウドへ移行しました。この企業は，オンラインショッ
ピングで使用されたクレジットカード情報をコンプライアンス要件に従い，適切に処理されるようにしたいと考え，クラウドプロバイダに調査
を求めました。クラウドプロバイダは，次のうちどれを使ってコンプライアンス基準を満たすことになっていることを確認し，顧客企業に説明
できますか。

レプリケーションの整合性／侵入テスト／帯域幅の評
価レポート／アンチウイルス

15 リスクと影響
ある企業の経営者は，パブリッククラウドに企業の重要なアプリケーションを移行したいと考えています。しかし，セキュリティ管理者がアプ
リケーションデータの機密性の要件に関して危惧しています。クラウドプロバイダがデータの機密性について要件を満たしているか確認する
には，次のどれを行うべきですか。

ペネトレーションテスト／脆弱性評価／パフォーマンスと
アプリケーションのテスト／ポリシーおよび手順の監査
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②事前・確認テスト

事前・確認テスト内容２

No 分野 問題文 選択肢

16 導入と利用 サービスの利用料金は利用するリソースのスペックや使用量に応じて課金されることについて，指し示している用語はどれですか。
Pay-as-you-grow／チャージバック／ユビキタス／デ
プロイメント

17 導入と利用 物理マシンのハードウェア上で直接動作するハイパーバイザーはどのタイプですか。（３つ選択）
TypeⅠ／TypeⅡ／ネイティブ型／ベアメタル型／ホ
ストOS型

18 導入と利用 ある企業で，Webサービスを新規開発しようとしています。この新規開発に使用する最適なクラウドサービスはどれですか。 SaaS／PaaS／XaaS／IaaS

19 導入と利用 ある業種の企業連合体が合同でクラウドを運用しています。この運用形態に当てはまるものは次のうちどれですか。 ハイブリッド／コミュニティ／プライベート／オンプレミス

20 導入と利用 次のうちクラウドサービスの特徴でないものはどれですか。
幅広いネットワークアクセス／リソースの共用／コロケー
ションの占有／スケーラビリティ

21 導入と利用 次のクラウド提供モデルのうち，企業の既存のネットワークへの脆弱性をなるべく少なくするものはどれか。 ハイブリッド／コミュニティ／パブリック／プライベート

22 導入と利用
ある企業では現在物理サーバを7つ稼働させていて，これを1つの物理サーバへ集約させようとしています。次の移行方法のうち，もっと
もふさわしいのはどれですか。

P2P／P2V／V2P／V2V

23 導入と利用
エンジニアのところへ，ユーザから仮想マシン内でマウスカーソルが操作した通りに移動しないというトラブルの連絡がありました。このトラブ
ルを解決するにはどのようにすればよいですか。

ハイパーバイザーをベアメタル型のものに入れ替える／
USBマッピングを有効にする／ホスト上のマウスを入れ
替える／VMツールをインストールする

24 導入と利用
ある企業では，経理や総務，開発などの個々の部門がアプリケーションと共有ストレージ上のデータをホストできるクラウドを構築したい
と考えています。ただし，この企業ではユーザが部門間を越えたデータアクセスを禁止しています。この要件を満たすために，ネットワーク
管理者がスイッチに次のどの技術を適用すれば良いですか。

NAT／QoS／ルーティング／VLAN

25 導入と利用 CPUやメモリといったリソースをまとめて管理しておき，必要に応じて仮想マシンに動的に割り当てるリソース管理法はどれですか。
リソースページング／リソースユージング／リソースマッピ
ング／リソースプーリング

26 導入と利用
仮想化サーバのパフォーマンスログに，高速でディスクに書き込まれた大量のページファイルが表示されています。このログを元に，エンジ
ニアはパフォーマンス改善のために何をすればよいですか。

物理ディスク上のスワップ領域の容量を増やす／物理メ
モリを増やす／VMにCPUコア数をさらに割り当てる／
VMにCPUリソースを追加して割り当てる

27 導入と利用
運用担当者は，サーバ上のすべてのエラーとイベントの収集を業務の一部としています。これらの情報は中央サーバに収集し，この中
央サーバから直接E-mailで担当者に送信される設計になっています。この要件に対し，次のうちどれが最適なソリューションですか。

RADIUSサーバ／LDAPサーバ／DHCPサーバ／
syslogサーバ

28 導入と利用
ユーザから，データベースサーバの応答時間が遅いという報告がありました。管理者が調べたところ，データベースに接続しているユーザ
数は50前後で，アクセス速度はディスクキューイングやさまざまなカスタマイズを行っているのにも関わらず，本来のスペックの20%程度
しかないことがわかりました。このサーバのパフォーマンス低下の根本的な原因はどれですか。

CPUタイムの予約が小さい／スワップディスクのスペース
が小さい／I/Oチューニングが無効になっている／そもそ
もサーバのスペック自体が必要とされるものより低い

29 導入と利用 ハードウェアの台数を増やして全体としての処理能力を高めることを指す用語は，次のうちどれですか。
垂直スケール／水平スケール／スケールアップ／スケー
ルイン

30 導入と利用 遠隔地でバックアップシステムを稼働できる状態で保管し，障害発生時に稼働させる方式はどれですか。
ホットサイト／ウォームサイト／コールドサイト／フリーズ
サイト



37

②事前・確認テスト

事前・確認テスト内容３

No 分野 問題文 選択肢

31 種類と特徴 ソフトウェアの機能を利用者に提供するクラウドサービスはどれですか。 SaaS／PaaS／DaaS／IaaS

32 種類と特徴 アプリケーションの実行環境であるプラットフォームを提供するサービスモデルはどれですか。 SaaS／PaaS／DaaS／IaaS

33 種類と特徴
利用者がクラウドプロバイダの所有するリソースを利用して，オペレーティングシステムやアプリケーションを含むソフトウェアをインストールし，
動作させることができるクラウドサービスはどれですか。

SaaS／PaaS／DaaS／IaaS

34 種類と特徴 単一の組織のためだけにクラウドサービスが提供されるような運用モデルはどれですか。
プライベートクラウド／コミュニティクラウド／パブリッククラ
ウド／ハイブリッドクラウド

35 種類と特徴 何らかの共通の関心事をもつ複数の組織による共同体が，専用で使用する運用モデルはどれですか。
プライベートクラウド／コミュニティクラウド／パブリッククラ
ウド／ハイブリッドクラウド

36 種類と特徴 １台のコンピュータを任意の複数の利用者で共有する可能性があるクラウドの運用モデルはどれですか。
プライベートクラウド／コミュニティクラウド／パブリッククラ
ウド／ハイブリッドクラウド

37 種類と特徴
ある企業では本社と地方都市に数カ所ホスティングを行っており，地理的に離れた場所にあるサーバでクラスタを構成しています。この
企業のソリューションは次のうちどれですか。

ジオクラスタリング／遠隔地バックアップ／VPNネットワー
ク／ローカルクラスタリング

38 種類と特徴 SaaSの例として適したものはどれですか。
GoogleDocs／Dropbox／GoogleAppEngine／
AmazonEC2

39 種類と特徴 IaaSの例として適したものはどれですか。
GoogleDocs／Dropbox／GoogleAppEngine／
AmazonEC2

40 種類と特徴
ある企業では，社員向けのアプリケーションとメールのサービスをクラウドサービスに頼っています。この企業では今後大量に社員を採用す
る予定ですが，これによってクラウドサービスに対する料金支払いが増加します。これはクラウドサービスのどの特徴を表したものですか。

デプロイメントの迅速化／Pay-as-you-grow／ジャ
スト・イン・タイム／チャージバック

41 種類と特徴 クラウドコンピューティングの特徴である，ユビキタスなアクセス手段についてあてはまるものはどれですか。
すべての社員からのアクセス／許可が与えられた社員の
みのアクセス／社内LANからのアクセス／任意のネット
ワーク接続を介して任意のデバイスからのアクセス

42 種類と特徴 次の用語のうち，共有インフラストラクチャ上で別々の顧客をホスティングしているクラウドサービスの特徴を説明しているのはどれですか。 マルチテナント／ハイブリッド／プライベート／オフプレミス

43 種類と特徴
ある企業はこれまでホスティングサービスを利用して，オンプレミスのサーバを運用してきましたが，クラウドサービスへ移行しようとしていま
す。この企業がクラウドサービスへの移行によって削減できるものは次のうちどれですか。

同時使用ユーザ数／サーバの台数／ネットワーク帯域
／社員教育の時間／社員の作業時間

44 種類と特徴
現在動作している物理サーバを仮想サーバへ移行する計画があります。移行にあたって，物理サーバをなるべく停止せずに移行しようと
計画していますが，次のうちどの手法を用いればよいですか。

ホットクローニングによるP2V／ホットクローニングによる
P2P／コールドクローニングによるP2V／コールドクローニ
ングによるV2P

45 種類と特徴
ある企業では，稼働中の複数の物理アプリケーションサーバを仮想サーバへ移行することになりました。エンジニアが正常に最後の物理
アプリケーションサーバを仮想環境へ移行した後，チェックを行うとパフォーマンスの低下が確認されました。この問題を防ぐために，エンジ
ニアはサーバを移行する前にまず何をするべきでしたか。

移行後のアプリケーションサーバに、ただちにOSのパッチ
を適用する／サーバで稼働させているアプリケーションが，
仮想環境でサポートされているかどうかを開発元に問い
合わせる／移行後のアプリケーションサーバのバックアップ
をまず作成する／テスト環境でのアプリケーションサーバ
を移行して，ユーザにテストを依頼する
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リスクと影響 種類と特徴 導入と利用 配点合計
受講者別正解率

（％）

受講者別配点
設問１～15
（各1点）

設問16～30
（各1点）

設問31～45
（各1点）

45点
受講者別得点／

45点

分野別正解率
（％）

受講者平均点／
15点

受講者平均点／
15点

受講者平均点／
15点

＜事前テスト＞

＜確認テスト＞

分析指標（事前・事後アンケートの比較）

②事前・確認テスト

リスクと影響 種類と特徴 導入と利用 配点合計
受講者別正解率

（％）

受講者別配点
設問１～15
（各1点）

設問16～30
（各1点）

設問31～45
（各1点）

45点
受講者別得点／

45点

分野別正解率
（％）

受講者平均点／
15点

受講者平均点／
15点

受講者平均点／
15点

受講者別正解率の比較

分野別正解率の比較
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※紫枠 受講後想定レベル

章 知識項目サマリ 知識項目の詳細説明

知識習得レベル
（網掛けは本書のみでの想定到達レベル→実習などを入れるか否かで変動、なお講師としてはレベル４～５である必要あり）

１ ２ ３ ４ ５

第一章
クラウドコンピューティングの
概念

クラウドコンピューティングに関する３つの
サービスモデルや、４つの実装モデルの
解説を通じ、専門用語の理解と、クラウ
ドサービス導入における変化や、導入
効果を理解する。

主要な用語を理解してい
る

主要な用語を理解し、クラ
ウドコンピューティングに関す
る簡単な説明ができる

主要な用語を正確に利用
し、自組織でクラウドコン
ピューティングの導入を行う
際に、意見を言うことができ
る

クラウドコンピューティングの
概要を把握し、自組織で
必要となるクラウドコン
ピューティングを選ぶことがで
きる

クラウドコンピューティングの
概要を把握し、自組織で
の他のメンバーにクラウドコ
ンピューティングの概要を理
解させることができる

第二章
クラウドコンピューティングの
管理と、基礎技術

クラウドコンピューティング管理のための
手法や、クラウド実装上の各種技術
（冗長化技術や仮想化技術、データ
バックアップなど）について理解する。

管理手法の種類や、各種
技術の名称は知っている

管理手法の目的を理解し
ており、各種技術について
は、概念と必要性を把握
している

管理手法の必要性を理解
しており、各種技術の必要
性と概要説明ができる

管理手法及び各種技術
の重要性を把握しており、
自組織のクラウドコンピュー
ティング導入の際の手がか
りにできる

管理手法及び各種技術
の重要性を把握しており、
自組織のでの他のメンバー
に前述内容を理解させるこ
とができる

第三章
クラウドコンピューティングの
情報セキュリティ概要

潜在的、顕在的なリスクについて把握
し、リスクアセスメントの方法を理解する。
またクラウドサービスプロバイダの選定に
ついて、セキュリティ要件を元に選定する
方法を学ぶ。

リスクとはなにか知っている
リスクとはなにか知っており、
リスクアセスメントの意義も
理解している

リスクアセスメントを自組織
のコンピューティングのために
実施できる

リスクアセスメントを自組織
のコンピューティングのために
実施させ、不具合の修正
や対策を立てることができる

リスクアセスメントの具体的
な方法を自組織の他のメ
ンバーに理解させることがで
きる

第四章
情報セキュリティの検討と要
件

セキュリティ要件について把握し、自組
織に合わせ作成する方法を学び、クラ
ウドコンピューティングの導入から終了ま
でのPDCAサイクルを理解する。またセ
キュリティ対策について理解する。

セキュリティ要件とはなにか
知っている

セキュリティ要件を自組織
に修正する方法を知ってお
り、セキュリティを構成する
サブシステムやルールについ
て理解している

自組織にあわせセキュリティ
要件一覧を作成し、セキュ
リティを構成するサブシステ
ムの把握できる

自組織にあわせセキュリティ
要件一覧を作成させ、セ
キュリティを構成するサブシ
ステムを配置し、事業継続
計画（BCP)を策定できる

自組織にあわせたセキュリ
ティ要件及びセキュリティサ
ブシステム、BCPついて、他
メンバーに理解させることが
できる

第五章
SLA（サービスレベルアグ
リーメント）と利用規約

クラウドサービスプロバイダの提示する
SLAの意味を理解し、同時に提示され
る規約についても解釈可能な知識を修
得する。

SLAの意味や、規約の意
味を知っている

SLAや規約について、現実
的な解釈を理解できる

SLAや規約について、現実
的な解釈や理解にもとづき、
利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
理論的な責任分界点を明
確にできる

利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
現実的な責任分界点を明
確にし、それぞれの役割を
明文化できる

利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
現実的な責任分界点を、
自組織の他メンバーに理
解させることができる

第六章
クラウドコンピューティングのセ
キュリティ標準化動向

クラウドコンピューティングのセキュリティガ
イドラインについて理解する。

セキュリティガイドラインとは
何かを知っている

セキュリティガイドラインの種
類がわかり、概要が説明で
きる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
コンピューティングへ意見す
ることができる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
コンピューティングへ具体的
に反映することができる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
他のメンバーに理解させる
ことができる
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内容
行動習得レベル（今回の講義内容の講師であればレベル３～５である必要あり：編みかけ部分）

１ ２ ３ ４ ５

服装 講師としてふさわしい服装や清潔感を維持している。
相手に不快感を与えない外
観を維持している

TPOに合わせた外観を維持
している

一般的な常識やTPOとあった
外観を維持している

清潔感、外観ともに講師とし
て問題ない範囲である

清潔感、外観、雰囲気すべ
てが講師として問題ないレベ
ルである

板書
教室の大きさや、黒板や白板の大きさを鑑み、効率的かつ、
受講者が読み取れる板書を行っている。

板書を行いながら、受講者に
向き合わず説明を行う

板書をおこなってから、受講
者に向き合い説明を行う

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で
ある

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で、
読みやすい

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で、
読みやすく、内容もわかりやす
い

資料提示
プロジェクタなどを用い、必要に応じ効果的な資料提示を実
行できる。また関連する事項などを口頭で伝えることができ
る（例：ニュースや新聞などの時事にまつわる内容など）

事前に用意された資料を提
示し、読み上げる事ができる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例を用い
口頭説明できる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例や板書
を用い説明できる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例や、時事
問題をはさみつつ説明できる

事前に用意された資料のみ
ならず、必要に応じブラウザや
板書で補足説明を行う

声の大き
さなど

教室の大きさや、参加者人数を鑑み、適切な大きさの発
声で講義を実施できる。

常に同じ大きさの声で講義し
ている

教室の大きさを鑑み、声の大
きさを調整して講義を行う

教室の大きさのみならず、受
講者に聞こえるかどうかを確認
しながら講義を行う

受講者に聞こえるかどうかを確
認しながら講義を行い、重要
な部分は繰り返すなどの工夫
を行う

受講者に聞こえるかどうかを確
認しながら講義を行い、重要
な部分は繰り返す、声の強
弱を変える、身振り手振りを
加えるなどの工夫を行う

時間管理
定められた時間の中で、講義を実施し、必要に応じ適宜時
間変更を行うことができる。

時間オーバー、もしくは規定
時間未満で講義を終える

規定時間内で講義を終える
規定時間内で講義を実施し、
QAなどの双方向性を確保す
る

規定時間内で講義を実施し、
QAや、予定外の簡易テスト
などの双方向性を確保する

規定時間内で講義を実施し、
QAや、予定外の実機演習な
どの双方向性を確保する

質疑応答
受講者に対し、適切なタイミングで質疑応答を行い、講義
への参加を促進したり、興味を深めたりすることができる

質疑応答は講義終了時のみ
である

質疑応答は随時受け付ける
質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行う

質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行い、
かつ休憩時間なども受け付け
る

質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行い、
かつ休憩時間なども受け付け、
メールアドレスなどを公開し、
復習時の質問対応も行う

※紫枠 受講後想定レベル
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ＣｏｍｐＴＩＡ Ｃｌｕｏｕｄ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓとは

 ビジネス、または技術的側面から見たクラウドコンピューティングの意義やクラウドの導入
によるメリット／デメリットを判断し運用できる知識とスキルを証明する認定資格。

 CompTIA認定資格は、以下のような特徴を持つ。
• ベンダーニュートラル／テクノロジーニュートラルな認定資格。
• ニーズ調査・職務分析・リサーチを経て、現場関係者により開発が進められたICT業界

のための認定資格で、米国規格協会（ANSI）により、ISO17011/17024 に認定。
• グローバルスタンダードとして認知されている認定資格。CompTIA 認定資格を取得す

ることで、日本国内だけでなく、世界中にスキルを証明することを可能にする。

＜CompTIA認定資格によるクラウド対応のエンジニア育成計画例＞

出典：CompTIA
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合格ライン：100-900のスコア形式720スコア以上（80％以上のスコア）

出典：CompTIA

④CompTIA Cloud Essentials
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目標習得

レベル
対応箇所

1-1

2-3,3-2

1-1

1-1,1-2

1-3,1-4,3-3

1-3,1-4,3-3

2-5

2-5

2-5,2-6,3-1,3-2,3-3

1-3,1-4

1-1,1-2

2-1,2-2,2-3,2-4,3-2,4-2

3-2,4-2,5-2

1-3,3-1

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,6-1

1-3,1-4,4-2,5-1,5-2

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,4-2,5-2

1-3,1-4,3-1,3-2,3-3,4-2

4-2

4-2,5-2

1-3,1-4,3-3

1-3,1-4

CompTIA Cloud Essentials スキル項目

「実践クラウドセキュリティ」

１． ビジネスの観点から見たクラウドサービスの特徴

1.1 クラウドコンピューティングの一般的な用語と定義を理解し、その用例を挙げることができる。

1.2 クラウドコンピューティングと仮想化の関係について説明することができる。

1.3 クラウドコンピューティングの早期の例を挙げることができる。

1.7  XaaS、IaaS、PaaS を含めたクラウドの種類を区別し、それぞれの例を挙げることができる。

1.4 クラウドコンピューティングの一般的な定義のいくつかと、それらの共通点・相違点を理解できる。

1.5 クラウドコンピューティングのメリットを受ける組織を見きわめられる。

1.6 クラウドコンピューティングのメリットを受けない組織を見きわめられる。

２．クラウドコンピューティングとビジネス上の意義

2.1 クラウドコンピューティングとアウトソーシングの類似点と相違点を識別することができる。

2.2 クラウドとクラウドサービスについて、ビジネスの観点から以下の特徴を理解できる。

2.3 クラウドコンピューティングの特徴がビジネス上の価値をいかに増強するかを例示することができる。

３．技術的な観点から見たクラウドのタイプ

3.1 プライベートクラウドとパブリッククラウドの違いを技術的な観点から理解し、その例を挙げることができる。

3.2 クラウドコンピューティングの配備に必要な技術と手法について、以下の事項を高次のレベルで理解できる。

3.3 クラウドコンピューティングにおける技術的な課題やリスクと、それらを低減して以下の目標を達成する方法を説明することができる。

3.4 クラウドコンピューティングがアプリケーションアーキテクチャとアプリケーション開発プロセスにもたらす影響について説明することができる。

６．クラウドコンピューティングのリスクと影響

6.1 コンプライアンスリスクと規制に関する既存の枠組みにクラウドコンピューティングを統合する際の問題点を特定して説明することができる。

6.2 直接経費と原価配分に対する関わりを説明することができる。

6.3 戦略上の柔軟性をどのように維持するかを理解できる。

５．クラウドコンピューティングによるIT サービスマネジメントへの影響と変化

5.1 一般的な組織においてクラウドコンピューティングがIT サービスマネジメントにもたらす影響と変化について理解できる。

5.2 ITIL に基づく構造的なアプローチを用いて、自社におけるクラウドコンピューティングの影響の可能性を探ることができる。

４．クラウドコンピューティングの導入を成功させるステップ

4.1 クラウドコンピューティングサービス導入の成功をもたらす一般的なステップについて説明することができる。

4.2 クラウドコンピューティングベンダーの役割および能力と、ベンダー各社への依存性について理解できる。

4.3 クラウドのメリットを実現する際に求められる、以下のような組織的機能について理解できる。

開発した教材で対応
する（習得できる）箇
所を明確にした

Cloud Essentialsで問われるスキル項目と開発した教科書との対応付け

④CompTIA Cloud Essentials
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達成度評価の結果



講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果

受講者別理解度の変化

受講者別正解率の変化

達成度評価基準として作成した指標の検証

主観的評価であるアンケート結果
事前・事後の伸長⇒15名

波形もほぼ相似（最大値・最小値 振れ59.1）

評価基準として、アンケートの設問は概ね適正と判断

45

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

事前テスト 60. 80. 57. 80. 68. 68. 71. 71. 57. 80. 71. 73. 51. 75. 53. 80. 64. 66. 66.

確認テスト 68. 73. 93. 51. 91. 55. 88. 91. 60. 71. 82. 71. 86. 95. 77. 80. 73. 91. 97.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0% 客観的評価であるテスト結果
事前・事後の伸長⇒１4名
波形は相似とはいえない

（最大値・最小値 振れ64.5)

評価基準として、テストの設問は更なる検討が必要
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分野別理解度の変化

分野別正解率の変化

達成度評価基準として作成した指標の検証

分野別の、アンケートを用いた理解度の変化と
テストでの正解率の変化において、「リスクと影
響」「種類と特徴」までは各々の波形は、ほぼ
一致しているが、「導入と利用」に関しては異な
る変化となっている。

設問は「リスクと影響」「種類と特徴」は適正と
判断できるが、「導入と利用」のテストの設問に
ついて更なる検討が必要か
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リスクと影響 種類と特徴 導入と利用

事前 67.0% 67.5% 68.1%

事後 73.4% 75.8% 85.3%
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リスクと影響 種類と特徴 導入と利用

事前 61.1% 79.6% 64.2%

確認 75.1% 84.2% 77.5%
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講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

事前 60 80 57 80 68 68 71 71 57 80 71 73 51 75 53 80 64 66 66

確認 68 73 93 51 91 55 88 91 60 71 82 71 86 95 77 80 73 91 97
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受講者別理解度 受講者別正解率

講座内容の有効性の検証（理解度・正解率の向上）

受講者19名中15名（78.9%）の
理解度が上がったと回答

受講者別平均理解度
事前アンケート：64.7％
事後アンケート：77.9％

受講者19名中13名（68.4％）で
正解率は向上

13.2％
伸長

10.6％
伸長

受講者別平均正解率
事前テスト：68.3％
確認テスト：78.9％

講座内容の有効性は、理解度・正解率の向上で実証
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講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果



講座内容の有効性の検証（理解度・正解率の向上）

リスクと影響 種類と特徴 導入とリスク

事前 61.1% 79.6% 64.2%

確認 75.1% 84.2% 77.5%
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リスクと影響 種類と特徴 導入と利用

事前 67.0% 67.5% 68.1%

事後 73.4% 75.8% 85.3%
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分野別理解度 分野別正解率

3分野とも理解度が上がったと回答 3分野とも正解率は向上

講座内容の有効性とバランス性も、3分野の理解度・正解率の向上で実証
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講座内容の有効性の検証（ルーブリック評価１）
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※紫枠 受講後想定レベル ※赤数字は最多人数のレベル

章 知識項目サマリ 知識項目の詳細説明

知識習得レベル
（網掛けは本書のみでの想定到達レベル→実習などを入れるか否かで変動、なお講師としてはレベル４～５である必要あり）

１ ２ ３ ４ ５

第一章
クラウドコンピューティングの
概念

クラウドコンピューティングに関する３つの
サービスモデルや、４つの実装モデルの
解説を通じ、専門用語の理解と、クラウ
ドサービス導入における変化や、導入
効果を理解する。

主要な用語を理解してい
る

主要な用語を理解し、クラ
ウドコンピューティングに関す
る簡単な説明ができる

主要な用語を正確に利用
し、自組織でクラウドコン
ピューティングの導入を行う
際に、意見を言うことができ
る

クラウドコンピューティングの
概要を把握し、自組織で
必要となるクラウドコン
ピューティングを選ぶことがで
きる

クラウドコンピューティングの
概要を把握し、自組織で
の他のメンバーにクラウドコ
ンピューティングの概要を理
解させることができる

終了時自己申告人数 0 2 5 11 1

第二章
クラウドコンピューティングの
管理と、基礎技術

クラウドコンピューティング管理のための
手法や、クラウド実装上の各種技術
（冗長化技術や仮想化技術、データ
バックアップなど）について理解する。

管理手法の種類や、各種
技術の名称は知っている

管理手法の目的を理解し
ており、各種技術について
は、概念と必要性を把握
している

管理手法の必要性を理解
しており、各種技術の必要
性と概要説明ができる

管理手法及び各種技術
の重要性を把握しており、
自組織のクラウドコンピュー
ティング導入の際の手がか
りにできる

管理手法及び各種技術
の重要性を把握しており、
自組織のでの他のメンバー
に前述内容を理解させるこ
とができる

終了時自己申告人数 0 0 9 7 3

第三章
クラウドコンピューティングの
情報セキュリティ概要

潜在的、顕在的なリスクについて把握
し、リスクアセスメントの方法を理解する。
またクラウドサービスプロバイダの選定に
ついて、セキュリティ要件を元に選定する
方法を学ぶ。

リスクとはなにか知っている
リスクとはなにか知っており、
リスクアセスメントの意義も
理解している

リスクアセスメントを自組織
のコンピューティングのために
実施できる

リスクアセスメントを自組織
のコンピューティングのために
実施させ、不具合の修正
や対策を立てることができる

リスクアセスメントの具体的
な方法を自組織の他のメ
ンバーに理解させることがで
きる

終了時自己申告人数 0 2 10 4 3

第四章
情報セキュリティの検討と要
件

セキュリティ要件について把握し、自組
織に合わせ作成する方法を学び、クラ
ウドコンピューティングの導入から終了ま
でのPDCAサイクルを理解する。またセ
キュリティ対策について理解する。

セキュリティ要件とはなにか
知っている

セキュリティ要件を自組織
に修正する方法を知ってお
り、セキュリティを構成する
サブシステムやルールについ
て理解している

自組織にあわせセキュリティ
要件一覧を作成し、セキュ
リティを構成するサブシステ
ムの把握できる

自組織にあわせセキュリティ
要件一覧を作成させ、セ
キュリティを構成するサブシ
ステムを配置し、事業継続
計画（BCP)を策定できる

自組織にあわせたセキュリ
ティ要件及びセキュリティサ
ブシステム、BCPついて、他
メンバーに理解させることが
できる

終了時自己申告人数 0 3 10 6 0

第五章
SLA（サービスレベルアグ
リーメント）と利用規約

クラウドサービスプロバイダの提示する
SLAの意味を理解し、同時に提示され
る規約についても解釈可能な知識を修
得する。

SLAの意味や、規約の意
味を知っている

SLAや規約について、現実
的な解釈を理解できる

SLAや規約について、現実
的な解釈や理解にもとづき、
利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
理論的な責任分界点を明
確にできる

利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
現実的な責任分界点を明
確にし、それぞれの役割を
明文化できる

利用者、提供者（クラウド
サービスプロバイダ）間の
現実的な責任分界点を、
自組織の他メンバーに理
解させることができる

終了時自己申告人数 0 3 12 3 1

第六章
クラウドコンピューティングのセ
キュリティ標準化動向

クラウドコンピューティングのセキュリティガ
イドラインについて理解する。

セキュリティガイドラインとは
何かを知っている

セキュリティガイドラインの種
類がわかり、概要が説明で
きる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
コンピューティングへ意見す
ることができる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
コンピューティングへ具体的
に反映することができる

セキュリティガイドラインを能
動的に活用し、自組織の
他のメンバーに理解させる
ことができる

終了時自己申告人数 0 4 10 4 1

講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果
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内容
行動習得レベル（今回の講義内容の講師であればレベル３～５である必要あり：編みかけ部分）

１ ２ ３ ４ ５

服装 講師としてふさわしい服装や清潔感を維持している。
相手に不快感を与えない外
観を維持している

TPOに合わせた外観を維持
している

一般的な常識やTPOとあった
外観を維持している

清潔感、外観ともに講師とし
て問題ない範囲である

清潔感、外観、雰囲気すべ
てが講師として問題ないレベ
ルである

終了時自己申告人数 0 0 4 13 2

板書
教室の大きさや、黒板や白板の大きさを鑑み、効率的かつ、
受講者が読み取れる板書を行っている。

板書を行いながら、受講者に
向き合わず説明を行う

板書をおこなってから、受講
者に向き合い説明を行う

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で
ある

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で、
読みやすい

受講者に向き合い説明を行
え、かつ文字サイズが妥当で、
読みやすく、内容もわかりやす
い

終了時自己申告人数 0 0 8 6 4

資料提示
プロジェクタなどを用い、必要に応じ効果的な資料提示を実
行できる。また関連する事項などを口頭で伝えることができ
る（例：ニュースや新聞などの時事にまつわる内容など）

事前に用意された資料を提
示し、読み上げる事ができる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例を用い
口頭説明できる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例や板書
を用い説明できる

事前に用意された資料を提
示し、内容を具体例や、時事
問題をはさみつつ説明できる

事前に用意された資料のみ
ならず、必要に応じブラウザや
板書で補足説明を行う

終了時自己申告人数 0 0 6 9 4

声の大き
さなど

教室の大きさや、参加者人数を鑑み、適切な大きさの発
声で講義を実施できる。

常に同じ大きさの声で講義し
ている

教室の大きさを鑑み、声の大
きさを調整して講義を行う

教室の大きさのみならず、受
講者に聞こえるかどうかを確認
しながら講義を行う

受講者に聞こえるかどうかを確
認しながら講義を行い、重要
な部分は繰り返すなどの工夫
を行う

受講者に聞こえるかどうかを確
認しながら講義を行い、重要
な部分は繰り返す、声の強
弱を変える、身振り手振りを
加えるなどの工夫を行う

終了時自己申告人数 0 0 1 6 12

時間管理
定められた時間の中で、講義を実施し、必要に応じ適宜時
間変更を行うことができる。

時間オーバー、もしくは規定
時間未満で講義を終える

規定時間内で講義を終える
規定時間内で講義を実施し、
QAなどの双方向性を確保す
る

規定時間内で講義を実施し、
QAや、予定外の簡易テスト
などの双方向性を確保する

規定時間内で講義を実施し、
QAや、予定外の実機演習な
どの双方向性を確保する

終了時自己申告人数 0 0 9 7 3

質疑応答
受講者に対し、適切なタイミングで質疑応答を行い、講義
への参加を促進したり、興味を深めたりすることができる

質疑応答は講義終了時のみ
である

質疑応答は随時受け付ける
質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行う

質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行い、
かつ休憩時間なども受け付け
る

質疑応答は随時受け付ける
か、終了時にまとめて受け付
けるか宣言し、講義を行い、
かつ休憩時間なども受け付け、
メールアドレスなどを公開し、
復習時の質問対応も行う

終了時自己申告人数 0 0 6 10 3

講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果

講座内容の有効性の検証（ルーブリック評価２）※紫枠 受講後想定レベル ※赤数字は最多人数のレベル



講座内容の有効性の検証（ルーブリックの結果と考察）

今回設定したルーブリックの前半はテキスト「実践クラウドセキュリティ」の各章毎の理
解度をルーブリックに当てはめ、各受講者に自身の理解度と合致する該当部分にチェッ
クを入れて頂いた。ルーブリックの後半は、今回の受講者が教える立場にある方（講師）
であるということを鑑み、講師としての立ち振る舞いを自己チェックをして頂いた。

サマリーされたルーブリックの動向としては、次の特徴が挙げられる。
一章「クラウドコンピューティングとは」、二章「クラウドコンピューティングサービス」の理解度は高く、アンケートとの乖離も少

ない
三章「クラウドサービスにおける情報セキュリティ」授業実施のための一定の理解はできている
四章「クラウドサービスのセキュリティの要件」一定の理解はできているが、理解度が高くないとチェックした受講者が５名
五章「クラウドサービスのSLA，規約の解釈」一定の理解はできている
六章「クラウドセキュリティの標準化の動向」一定の理解はできているが、理解度が高くないとチェックした受講者が４名
講師としての立ち振る舞いに関するルーブリック項目は全体的に高い自己評価をしている

受講後の到達想定レベルに一部到達してないとのチェックが入っている受講者はいるが、総体的に
は、クラウドサービスの一般論や仮想化などの技術内容については、一定以上の理解を取得したとい
える。
セキュリティやセキュリティガイドラインについては、理解度はあまり高くない(全体の１／４)
セキュリティについて教える自信がない可能性を示唆している
講師としての自己チェックは、比較的高めにつけている
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達成度評価基準として作成した指標の検証（Cloud Essentialsと確認テストの正解率）

受験数 13名 合格者 13名（100%）
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Cloud Essentialsと確認テスト正解率 比較

左図の確認テストとの正解率の比較
においても、ほぼ一致している。

乖離幅 人数

10%以下 5名

20%以下 4名

30%以下 1名

・13名中13名合格・
・確認テストの正解率との相関
⇒有効性はほぼ実証された

Cloud Essentials 確認テスト

講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果



実施調査 合格ライン

確認テスト 80%以上の正解率

Cloud Essentials試験 80%以上の受験者が合格

講座内容の有効性の検証（Cloud Essentialsの合格率）

実施調査 合格ライン 人数（N＝19)

確認テスト 80%以上の正解率 10名

確認テスト 75%以上の正解率 1名

確認テスト 70%以上の正解率 4名

確認テスト 69%以下の正解率 4名

実施調査 合格ライン
合格者人数
（N＝13)

Cloud Essentials試験 80%以上の受験者が合格 13名

結 果

達成度評価のための指標における想定合格ライン
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講座内容の有効性の検証（Cloud Essentialsの試験結果）

 客観的評価指標となる当該試験は13名が受験して13名全員合格。
 Cloud Essentials、実践クラウドテキスト、事前・事後アンケートと講師トレーニングのカリキュラ
ムである3つの分野「クラウドのリスクと影響」「クラウドサービスの種類と特徴」 「クラウドの導入と利
用」の関係表および、Cloud Essentialsの分野別不正解率のグラフを以下に示す。

認定試験であるCloud Essentialsの詳細な結果は試験の性質上不明ではあるが、スコアレポートから得られる情報で
は、上図のグラフにも顕著にみられるようにリスクや導入時の影響に関して、また技術的な観点の1問以上の不正解率が高
くなっている。このあたりは主にセキュリティに関する問題と今回あまり講座では深く触れていない技術面のためと考えられる。
但し、クラウドコンピューティングの概要に関しては高い理解となっていると判断される。

リスクと影響 種類と特徴 導入と利用

Cloud Essentials

第1章－2,5,6
第2章－2
第3章－2,3
第4章－1､3
第5章

第3章－2
第4章－2
第6章

第1章
第2章

第3章－1
第4章－1

テキスト
第3章
第4章

第5章
第6章

第1章
第2章

事前アンケート
設問２
設問６

設問５
設問３
設問４

事後アンケート

設問４
設問５
設問６
設問８

設問７
設問１
設問２
設問３

関係表 分野別1問以上の不正解率

54

第1章 ビジ

ネスの観点

から見たク

ラウドサー

ビスの特徴

第2章 クラ

ウドコン

ピューティン

グとビジネ

ス上の意義

第3章 技

術的な観点

から見たク

ラウドのタイ

プ

第4章 クラ

ウドコン

ピューティン

グ導入を成

功させるス

テップ

第6章 クラ

ウドコン

ピューティン

グのリスク

と影響

第5章 クラ

ウドコン

ピューティン

グ導入によ

るITサービ

スマネジメ

ントへの影

響と変化

不正解率 36.4% 27.3% 90.9% 81.8% 81.8% 100.0%
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講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果



ま と め

受講前の「アンケート」「事前テスト」と、受講後に実施した「アン
ケート」や「確認テスト」との理解度や正解率の向上の結果の比較
から、「テスト」特に「導入と利用」の範囲の設問に改善の余地があ
ると考える。但し、「アンケート」に関しては、達成度基準としての指
標として適正であると考えられる。

理解度、正解率の向上やCloud Essentialsでの全員試験合
格は、講座も有効であった結果であると考える。

「達成度評価基準の検証」においては、若干の改善の余地はあ
るが受講前・受講後の主観的・客観的評価の整合性は一定の
範囲で実証され、 「講座の有効性の検証」においては、有効性が
検証されたと考える。 55

講師トレーニング受講者に対する達成度評価の結果



参考データ
（事前） 個人別・設問別正解表 （確認）（青色が正解箇所）
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視覚的にも、「種類と特徴」表下側のほうが塗唾されている面積が広いのがわかる。



参考データ
事前・確認テスト 設問別正解率 比較（棒グラフ）

事前・確認テスト 設問別正解率 比較（レーダーチャート）

事前テスト

確認テスト 57

・「リスクと影響」（設問１~15）が相対的に
点数が低い。

・「導入と利用」（設問16~30）は相対的に
受講後の伸長が鈍い。

・「種類と特徴」（設問31~45）は、全体的に
事前・確認ともに相対的に正解率は高い
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参考データ
事前・確認テスト 個人別正解率 比較（棒グラフ・レーダーチャート）

事前テスト 確認テスト

58

事前テストより確認テストの正解率が低下している方の75%（3名／4
名）は、アンケート主観的評価では理解が上がっていると考えている。
この点は、誤差の範囲なのか、設問の課題なのかは判然とはしないが、精度
を高める必要がある。
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(3)講師トレーニング受講者による
実証授業
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講師トレーニング受講者による実証授業
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講師 高知工業高等専門学校 電気情報工学科准教授 東京電子専門学校 教員

科目名 ネットワーク工学演習（全30コマ）
ホームルーム（クラウド概要-就活に向けての基礎
知識として）

開催日時
平成28年1月18日（月）
13時20分～14時50分

平成28年1月25日（月）
13時00分～14時30分

開催場所
高知工業高等専門学校 電気情報工学科棟２階
E5教室

東京電子専門学校 第９実習室

コマ数 １コマ（90分/コマ） １コマ（90分/コマ）

対象者 高知工業高等専門学校 電気情報工学科5年生
東京電子専門学校 情報処理科３年制・２年制の
学生

受講者数 32名 28名

授業内容 １．復習（１／３コマ）
• クラウドコンピューティングとは（講義）
• サービスモデルのどのレベルでセキュリティ設定
が必要なのか（グループで検討）

２．IDSの設定演習（２／３コマ）
• Azureを例としてIDSの設定を演習
• アクティブラーニング形式で学生に考えさせな
がら自習

• 2～3名のグループ単位にAzureのユーザを割
り当てて、自由に使用

１．クラウドコンピューティングとは（２／３コマ）
• クラウドの概要、基礎知識について学習する

２．グループワーク（１／３コマ）
• 「クラウド」というキーワードをしっかりと意識させ
てまとめさせる。

• "クラウドセキュリティケーススタディ（別冊）③"
「ＳａａＳによるデータ共有」を、グループで話し
合い、まとめる。
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実証授業実施後の講師アンケート

講師トレーニングや提供した教材の成果と課題を確認
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実証結果（講師アンケートの結果）
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高知工業高等専門学校の実証結果 東京電子専門学校での実証結果

提供した教材
の利用状況

• 実証授業で使用した資料の50％程度は、本
事業の成果物である講義用資料を一部抜粋
して使用しており、開発した教材の有効性が
確認された

• 残りの50％程度は、自身の学校で利用して
いるクラウドサービスの使い方を含めた実習
資料を作成していたり、実習に必要な知識を
補足する資料としてIPAから提供されている
資料を活用するなどしていた。

• 実証授業で使用した資料の1/3程度は、本事業
の成果物であるケーススタディ（SaaSによるデータ
共有）を使用しており、開発した教材の有効性が
確認された。

• 残りの2/3程度は、本事業の成果物である講義
用資料の中のクラウドの基礎知識に関する箇所
の要約版を講師が作成し配付していた。

講師自身で
補足した資料

• 講義の中で話すクラウドサービスの具体例
についても学生により身近に感じてもらう
よう、地元の企業が提供しているクラウド
サービスを追加していた。

• 実習で利用したクラウドサービスは、既に利用して
いたクラウドサービスがあったため、それを用語の
補足や視覚的教材として活用していた。

授業形態 • 授業形態としては、講義形式の解説の後に、
アクティブラーニングを取り入れており、学
生が自らインターネット上の情報を調査しな
がら、主体的に課題に取り組むよう工夫さ
れていた。

• 授業形態としては、講義形式の解説の後に、アク
ティブラーニングを取り入れており、グループワーク
による実習を通じて、実際に“自分たちで考えさせ
るよう工夫されていた。

講師からの
コメント

• 講師からは、本事業で作成した教材が大
変使いやすく良いものであったため、継続
的に利用していきたいとのコメントをいただ
いた。

• 講師からは、様々な教材が提供されたことで、授
業の幅が広がったというコメントをいただいた。
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３．今後の予定
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次年度の取組について

64

①カリキュラム・教材の改訂
 今年度の実証に得られた改善点の反映および、クラウドに関する国際規格

ISO27017の発行に伴った改訂を行う。

②更なる実証と成果物を維持していく体制・仕組みの検討
 成果物を活用した授業・セミナーを開催しつつ、本事業終了後も成果物を維持・
改善し、活用していく体制・仕組みを検討する。


