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概要 

情報セキュリティ上の脅威に対抗するためには、最新の情報セキュリティに関する情報を収集するとともに、平
時におけるシステムの状況を把握できるようにする等、⽇常的な運⽤作業での取り組みが有効である。 

本講義では、情報システムに対する攻撃を想定したシステム運⽤や事案発⽣時の対処⽅法について事例をあげな
がら紹介する。また、情報セキュリティに関するテーマでグループワークを⾏い、調査⽅法や対策等の提案も含め
てプレゼンテーション形式で報告していただく。 

⽬的・狙い 

システムをセキュアに管理運⽤していく上で関係する要素技術の整理を⾏い、それらが情報セキュリティ上の脅
威に対してどのように影響を及ぼすのかについて理解することを⽬的とする。特に、事案発⽣時の調査や分析にお
いてどのようなデータがどのように活⽤され得るかについて学習することにより、それらを意識した平時の運⽤や
対応を習慣化することを⽬指す。 

具体的には、学習者はこの講義を通じて以下の知識・能⼒を習得することができる。 

1. 情報システムに対する脅威の変遷と最新の傾向や動向についての知識を習得する。
2. 実際のデータを⽤いた作業や事例の調査を通して、学習した要素技術の実⽤⽅法を理解する。
この科⽬を通して学習・体験する技術や⼿法には、専⾨事業者が持つ⾼価な設備と経験に基づく⾼度な知識を背

景に実施されるべきものもある。この科⽬ではそれらを習得することを⽬指すのではなく、それらに対する認識を
深めることにより、専⾨事業者をより有効に活⽤する視点を養うことを狙いとしている。 

修得できる知識単位:   

（A1）K‐03‐10‐04:  ネットワーク管理（レベル 4）  障害管理、トラフィック監視 

（A2）K‐03‐11‐01:  情報セキュリティ（レベル 4）  脅威、脆弱性、攻撃⼿法 

（A3）K‐03‐11‐04:  情報セキュリティ対策（レベル 4）  ログ管理、マルウェア対策、不正アクセス対策、ディジタ
ルフォレンジックス

（A4）K‐03‐11‐05:  セキュリティ実装技術（レベル 4）  ネットワークセキュリティ 

前提知識 

（履修条件） 

コンピュータのアーキテクチャやネットワークに関する知識を前提として講義を⾏うため、ネットワーク関係の講
義を受講しているか、業務等において同等の知識を持っていること。

到達⽬標 

上位到達⽬標 

・最新の情報セキュリティに関する情報を収集することができるようになる。
・発⽣し得る事案に対して、可能な限り早期に検知するために必要なシステムの構成を検討、提案できるようにな
る。
最低到達⽬標 

・学習時における情報セキュリティ事情を知識として持つことができる。
・発⽣した事案に対してトリアージを⾏い、担当者や専⾨事業者等への依頼を適切に⾏うことができるようになる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ― 
実習・演習の進捗等により録画授業と対⾯授業の予定を変更する場合
がある。 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  演習のプレゼンテーションや調査結果の説明等を⾏っていただく。 

実習・演習（個⼈）  ○  ハンズオンを中⼼とした演習を各⾃で⾏っていただく。

実習・演習（グループ）  ○ 
ドリルや CTF の形式により現実味のあるテーマの課題をグループで協
⼒して解いていただく。 

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 

・授業後に提出する出席票にフィードバックを記⼊する。
・報道等で取り上げられる情報セキュリティに関する話題に注⽬し、⽇常的に情報収集する習慣を⾝に付ける。 

・ハンズオンの内容の再確認を各⾃で⾏う。
・グループワーク等に関する調査や取りまとめをグループ内で調整・分担して⾏う。

授業の内容 

授業は、以下の 3 部構成となっている。 

1. イントロダクション:  情報セキュリティの概論や関連する要素技術について、この科⽬の視点で(再)学習する。 

2. 調査・分析:  ネットワーク、マルウエア、システムの調査・分析⼿法について、その意味や⼿法等を学習する。
3. 事案対応

この科⽬では、講義の中でも可能な限り実作業を実施できるように、早い回において作業環境の構築を⾏う。その
環境を使うことで、随時ハンズオンを⾏ったり、グループワークにおいてドリルや CTF(Capture The Flag)のような⽅
式を採⽤したりすることにより、トレーニング⼿法を体験していただく。なお、ハンズオンやグループワークのテ
ーマや実施⽇程は、講義⽇程等により調整する可能性がある。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
この科⽬における学習内容と講義の進め⽅についての概説と情報セキュリティの基
礎となる考え⽅の紹介を⾏う。 

―  対⾯ 

第 2 回  情報システムに対する脅威の変遷と最新の傾向を学習する。  ―  対⾯ 

第 3 回 
ネットワーク、オペレーティングシステム、プログラミング、認証等の要素技術を
情報セキュリティの視点から再確認する。

―  対⾯ 

第 4 回 
第 3 回に続いて要素技術の再確認を⾏い、情報システムの調査を題材としたハンズ
オンを実施する。

―  対⾯ 

第 5 回  ネットワーク上のデータを解析する⼿法について学習する。 ―  対⾯ 

第 6 回  【グループワーク】ネットワーク解析に関する課題に対する調査を実施する。  ―  対⾯ 

第 7 回 
ネット上の公開情報をもとに調査・収集を⾏うオープンソースインテリジェンスに
ついて学習する。

―  対⾯ 

第 8 回 
ウイルスや攻撃ツール等の「マルウエア」の解析で使われる技術や求められる環境
等について学習する。

―  対⾯ 

第 9 回 
システムの調査・解析の⼿法や環境について説明することで、デジタルフォレンジ
ックスにおいて使われる技術について学習する。

―  対⾯ 

第 10 回 
第 8,9 回で学習したシステム解析やマルウエア解析において使われる⼿法や技術の
いくつかを取り上げて、ハンズオンを実施する。 

―  対⾯ 

第 11 回 
情報セキュリティに関する実際の事件や事案を取り上げ、報道のされ⽅や関係する
法令、その後の取り組み等の視点から学習する。 

―  対⾯ 

第 12 回 
【グループワーク】これまで学習した分析⼿法を体感することを⽬的とした演習を
実施する。初回は提⽰された課題を解くことで教材データへの理解を深める。 

―  対⾯ 

第 13 回 
【グループワーク】第 12 回で扱った教材データから状況を想定してとるべき対処を
検討する。 

―  対⾯ 

第 14 回 
【グループワーク】第 12、13 回の分析や検討の結果をもとに、原因や対策、実際の
事案等について調査する。 

―  対⾯ 

第 15 回  【グループワーク】第 12、13、14 回の内容についてプレゼンテーションを⾏う。  ―  対⾯ 

試験  第 15 回の講義終了後に試験を⾏う。試験を同等のレポート提出とする場合もある。  ―  対⾯ 

成績評価 

次の 3 つのポイントで評価する(合計 100 点満点)。 

・課題    10 点
講義後に課した課題を各個⼈で 1 週間内に提出する。適切な質問や意⾒など講義への参加姿勢も加味する。
・プレゼンテーション（発表内容）    40 点
グループ単位で発表内容によって評価する。評価は学⽣による採点を中⼼に⾏う。
・最終試験    50 点 

第 15 回の講義終了後に試験を⾏う。試験を同等のレポート提出とする場合もある。
教科書・教材  LMS で配布するので、各⾃授業前にダウンロードすること。 
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