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概要 

情報セキュリティは、暗号（共通鍵、公開鍵、デジタル署名、PKI）からネットワーク（データセキュリティ、ア
プリケーションセキュリティ）、組織マネジメント（リスク分析、内部統制）、国際標準規格（ISMS、CC 認証）お
よび法と倫理まで広範囲にわたる学際的な分野に関わる。本授業では、情報セキュリティの機能である「機密性、
完全性、可⽤性」の観点から情報セキュリティ技術の知識体系及び情報セキュリティにおける情報倫理を学習する。
まだ体系化されていない技術に関しても、積極的に授業に組み込む⽅針である。指定のテキストはあるが、最先端
の動向を把握するため補助資料を配布する。毎回異なる技術を扱うので、テキスト及び補助資料の予習復習は重要
である。 

⽬的・狙い 

情報セキュリティ技術の進展は⾮常に速い。変化する技術に対応するためには知識体系の理解が必要であり、継
続的な学習を⾏える知識基盤を修得する必要がある。本授業の⽬的は以下の 2 点にある。  

１．⾼度なセキュリティ技術を学ぶための導⼊︓ セキュアプログラミング、情報セキュリティ特別講義 1（リスク
マネジメント）、情報セキュリティ特別講義 2（セキュア設計⼿法）を学ぶための導⼊部分に相当する。
２．Π（パイ）型 IT スペシャリスト育成のための知識体系の修得︓「⾼い⼭ほど裾野が⻑い」と⾔われるように、
⾼度なデータベース技術者・ネットワーク技術者・ソフトウエア技術者になるためには、セキュリティ技術の素養
が必要である。
修得できる知識単位: 

(A1)K‐03‐11‐01 情報セキュリティ（レベル 4） 情報の機密性・完全性・可⽤性、脅威、脆弱性、攻撃⼿法、暗号化
技術、認証技術、利⽤者認証、公開鍵基盤など
(A1)K‐03‐11‐03 セキュリティ技術評価（レベル２） ISO/IEC 15408、JISEC、JCMVP など
(A1)K‐03‐11‐04  情報セキュリティ対策（レベル２） アクセス制御、マルウェア対策、不正アクセス対策、ファイア
ウォール、侵⼊検知/侵⼊防⽌、情報漏えい対策、⼊退室管理、情報セキュリティ教育、ディジタルフォレンジック
スなど
(A1)K‐03‐11‐02 情報セキュリティ管理（レベル２） 情報資産とリスクの概要、リスク分析と評価、情報セキュリテ
ィポリシ、ISMS など
(A1)K‐03‐11‐05 セキュリティ実装技術（レベル２） セキュアプロトコル、認証プロトコルなど

前提知識 

（履修条件） 

特にない。  

本講義は、本学のすべての学⽣が学ぶべき、IT リテラシー教育である。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

ITSS レベル 3︓ ソフトウエア・システム開発において、適切なセキュリティ機能を提案できる。チームメンバとし
て、担当領域における技術動向を踏まえた関連技術をもとに、問題解決を実践することができる。 

情報処理技術者試験 情報セキュリティスペシャリスト合格可能レベル（午前問題） 

最低到達⽬標 

ITSS レベル 2︓ セキュリティの要素技術（暗号、⽣体認証、ネットワークセキュリティ、セキュリティ評価など）
を理解でき、上位のセキュリティ技術の学習が可能となる。チームメンバとして、担当領域におけるセキュリティ
機能構築を上位技術者の指⽰のもと実施することができる。 

情報処理技術者試験︓ IT パスポート、基本情報技術者、応⽤情報技術者合格レベル 

情報セキュリティ内部監査⼈ 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ―

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  課題の発表などを通じ、学⽣の発⾔を促す環境をつくる。 

実習・演習（個⼈）  ○ 
毎回 授業の理解度を⾃⼰把握するため、確認テスト（演習）を実施
する。また、レポートの発表などを実施する。 

実習・演習（グループ）  ―

サテライト開講授業 ○ 
対⾯授業は、サテライトでの受講を許可する。ただし、試験や発表が
ある場合はこの限りではない。 

その他  ○ 

学⽣の負荷を軽減するために、反転授業が可能な場合はビデオ視聴学
習を取り⼊れる。以下に予定（案）を⽰す。授業の進捗状況を判断し
て最終的に決定する。 

授業外の学習 
毎回、講義内容（技術）が異なる。このため、事前に配布する講義補⾜資料の予習と復習を徹底することを要求す
る。また、レポート課題に関しては、⼗分な調査、学習時間を要し対処する必要がある。 

授業の内容 

IT 技術者が素養として⾝に付けておく必要のある、暗号・認証（公開鍵・共通鍵暗号、デジタル署名、PKI）からネ
ットワーク（データセキュリティ、アプリケーションセキュリティ）、組織マネジメント（リスク分析、事業継続）、
セキュリティ評価（ISMS、CC 認証）、法と倫理まで広範囲で学際的な技術について講義する。



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
ガイダンス︓ 講義の⽬的と 15 回の講義構成、成績評価に関し説明する。情報セキ
ュリティの基本事項を紹介 

有  対⾯ 

第 2 回 
暗号技術（１）︓ 暗号の基礎（社会的な意義、歴史）、共通鍵暗号の基礎と応⽤、
DES 暗号の原理、安全性、モードの考え⽅ 

―  対⾯ 

第 3 回 
暗号技術（２）︓ 公開鍵暗号の基礎と応⽤、RSA 暗号の基礎、安全性、ハッシュ
関数、ハイブリッド暗号、電⼦署名の基礎 

有  対⾯ 

第 4 回 
暗号技術の応⽤（１）︓ 電⼦署名の原理、電⼦署名技術と公開鍵暗号基盤 PKI フ
レームワークの概要、PKI の信頼モデル、PGP の概要と信頼モデル

―  対⾯ 

第 5 回 
暗号技術の応⽤（２）︓ セキュアプロトコルの必要性、セキュアプロトコルにつ
いて暗号系/応⽤系２つのプロトコルの例を紹介 

有  対⾯ 

第 6 回 
暗号技術の応⽤（３）︓ ハードウエア実装の基本（３つの機能（⾼速化、ユーザ
利便性、安全性））、耐タンパの考え⽅、FIPS‐140‐2 の概要、試験（⼩テスト） 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 7 回 
画像セキュリティ（１）︓ 電⼦透かし、ステガノグラフィーなど情報ハイディン
グ技術の原理と応⽤、電⼦透かしのデモンストレーション 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 8 回 
画像セキュリティ（２）︓ バイオメトリック認証技術の基礎と応⽤、各種モダリ
ティの性質、性能評価、セキュリティ要件・プライバシー要件

―  対⾯ 

第 9 回 
ネットワークセキュリティ（1）︓ ネットワークにおけるマルウエアの課題（不正
アクセス、ウイルス）、レポート課題（第 1 回‐第 9 回の講義内容に関連する課題） 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 10 回 
ネットワークセキュリティ（２）︓ マルウエアへの対策技術の基本（ファイアー
ウオール、VPN、IDS など）

―  対⾯ 

第 11 回 
ネットワークセキュリティ（3）︓ サイバー攻撃と防御
レポート課題の発表︓ レポート課題の発表

有  対⾯ 

第 12 回 

セキュリティ評価︓ リスクマネージメントと情報セキュリティマネジメントシス
テムの構築、ISO/IEC27001 の背景と⽬的、セキュリティ実装の基礎とコモンクライ
テリア、ISO/IEC15408 の背景と⽬的

―  対⾯ 

第 13 回 
プライバシー保護︓ プライバシーとはなにか、プライバシーの課題、個⼈情報保
護法との関係、プライバシー影響評価の概要（背景と⼿法） 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 14 回 
ディジタルフォレンジック︓ デジタルフォレンジックとはなにか、電⼦的記録の
収集と分析、証拠保存の考え⽅ 

―  対⾯ 

第 15 回 

法と倫理︓ 情報セキュリティは、法律により規定される部分もあり、技術と法律
の関係を学ぶ必要がある。また、被害者と加害者の境界が不明確であり、知識不⾜
が加害者にする。誤りを起こさないようセキュリティの観点で情報倫理を学ぶ。 

有  対⾯ 

試験 
・論述式の試験を実施する。
・教科書の持ち込みは可。

―  対⾯ 

成績評価  ・レポート 25 点、中間試験 25 点、最終試験 50 点 合計 100 点満点

教科書・教材 
・瀬⼾洋⼀編著︓ 情報セキュリティ概論、⽇本⼯業出版、2007 年 3800 円 ＜2019 年に改訂版がでる＞
・講義補助資料は LMS 等で配布する。

参考図書 

・岡本⿓明，⼭本博資︓ 現代暗号 産業図書、1997 年
・佐々⽊良⼀監修、情報セキュリティプロフェッショナル教科書,  秀和システム, 2005 年
・佐々⽊良⼀監修、瀬⼾洋⼀ほか︓情報セキュリティの基礎、共⽴出版、2011 年
・Bruce Schneier︓ Applied Cryptography, ‐second edition‐John Wiley & Sonʻs, Inc.，1996 年
・結城浩︓暗号技術⼊⾨  秘密の国のアリス、ソフトバンククリエイティブ、2003.9 

・IPA: 情報セキュリティ読本、実教出版、2006 年 

・IPA: ⼟居監修︓情報セキュリティ教本、実教出版、2007 年
・岡村久道︓ 情報セキュリティの法律、商事法務、2007 年
＜上記は図書館で借⽤可能＞




