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概要 

本授業は、セキュリティ機能を考慮しソフトウエア・システム開発を⾏うための国際標準規格 ISO/IEC15408 をベ
ースとした情報セキュリティ機能の実装及び保証（セキュアシステムの設計⼿法）について、実践的な技術を修得
する。ISO/IEC 15408 の歴史的な背景、フレームワークを理解すると同時に、⽇本における IT セキュリティ評価及び
認証制度について理解する。 

ISO/IEC15408 は国際標準規格においては、専⾨⽤語を多⽤する。セキュアな設計は形式⾔語的な構造をもつ。こ
のため、専⾨⽤語の理解を確実にし、実践⼒を⾝に着けるためケーススタディ中⼼の講義とする。また、⼩テスト
（成績評価外）を毎講義⾏う。 

本授業は、事前学習が重要であることを⼗分に認識して講義に臨んで欲しい。 

⽬的・狙い 

本授業は、情報セキュリティ保証とそのセキュリティ機能の実装に関する基本的な⽅法論の修得を⽬指す。 

具体的には、セキュアなシステムの構築を⽬的としたセキュリティターゲットの設計⽅法とセキュリティ機能の保
証に関する必要な技術を獲得する。 

1．情報セキュリティ保証の必要性について理解する。
2．国際標準規格 ISO15408 の歴史、認証フレームワーク（制度）について理解する。
3．セキュリティ設計仕様セキュリティターゲットを開発できる能⼒を修得する。

ベンダー側開発者として、セキュアな設計技法を⾝に着ける。調達者側技術者として、セキュアな調達基準を設
定できる技量を⾝に着けることが本授業の⽬的である。 

修得できる知識単位:   

（A1）K‐02‐05‐04 開発ツール（レベル 3）  設計ツール、構築ツール、テストツール、⾔語処理ツール 

（A4）K‐04‐12‐01 システム要件定義（レベル 2）  システム要件定義、システム要件 

（A4）K‐04‐12‐02 システム⽅式設計（レベル 4）  システムの最上位レベルでの⽅式確⽴ 

（A4）K‐04‐12‐03 ソフトウェア要件定義（レベル 3）  ユースケース、プロトタイプ、UML 

（A4）K‐04‐12‐04 ソフトウェア⽅式設計・ソフトウェア詳細設計（レベル 3）  ソフトウェア構造とコンポーネン
トの設計、ソフトウェアユニットのテストの設計、ソフトウェア結合テストの設計、ソフトウェア品質、オブジェ
クト指向設計
（A4）K‐04‐12‐05 ソフトウェアコード作成及びテスト（レベル 3）    ソフトウェアコード作成、コーディング基準、
コーディング⽀援⼿法、テスト⼿法、テスト準備（テスト環境、テストデータほか）、テストの実施、テスト結果
の評価
（A4）K‐04‐12‐06 ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト（レベル 2）  テスト計画、テスト準備（テ
スト環境、  テストデータほか）、テストの実施、テスト結果の評価
（A4）K‐04‐12‐07 システム結合・システム適格性確認テスト（レベル 2）  テスト計画、  テスト準備（テスト環境、 
テストデータほか）、テストの実施、テスト結果の評価
（A4）K‐04‐13‐01 開発プロセス・⼿法（レベル 4）ソフトウェア開発モデル、アジャイル開発、ソフトウェア再利
⽤

前提知識 

（履修条件） 

情報セキュリティ特論、情報セキュリティ特別講義 1 を受講していること、及び同等の⼗分な能⼒を持つこと。 

本授業における前提知識は必須であるので、受講に際し注意すること。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

ITSS レベル 4＋相当︓ 上位技術者の指⽰のもと、EAL3 相当のセキュリティターゲットを設計できるようになる。 

情報処理技術者 情報セキュリティスペシャリスト試験 合格レベル 

最低到達⽬標 

ITSS レベル 2＋相当︓ 上位技術者の指⽰のもとに、脅威、脆弱性を考慮したセキュリティ設計ができるようになる。
セキュリティターゲット、プロテクションプロファイルが読み取れるようになる。EAL1‐2 相当のセキュリティター
ゲットを設計できるようになる。情報処理技術者 応⽤情報技術試験 合格レベル

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）  ○ 
講義とケーススタディ演習を交互に⾏う。ケーススタディは品川キャ
ンパスのみの授業である。

実習・演習（個⼈）  ○  個⼈対象演習も 1 回実施する。 

実習・演習（グループ）  ◎  多くはグループによるケーススタディを実施する。 

サテライト開講授業 ○  ⼀部サテライト聴講も可能 

その他  ○ 
学⽣負荷と授業の進捗を考慮し、⼀部反転授業を実施する。実施⽇程
は、進捗状況を考慮して決める。 

授業外の学習 
本授業は、事前に LMS に公開した講義資料を理解できるまで学習しておくこと。⼩テストは、各⾃、学習理解度を
把握するために実施する（成績評価対象外）。 

授業の内容 

本授業は、講義とケ―ススタディによる構成である。ケ―ススタディ（演習）は、IC カ―ドシステムについて、セ
キュリティ設計を⾏う。演習終了後、受講⽣間で発表し議論を⾏う。発表は授業⽇程により、グル―プ内議論に置
き換えることもある。



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
講義ガイダンス︓ 講義の⽬的、概要、成績評価の⽅法を説明する。また、今後の
授業の進め⽅に反映するために、受講者の要望事項のヒアリングを⾏う。 

―  対⾯ 

第 2 回 

IT セキュリティ評価及び認証制度の講義︓ セキュリティ評価の意義を理解する。
ISO/IEC15408 ベースに設置された IT セキュリティ評価及び認証制度を理解する。評
価・認証の流れ、相互承認アレンジメント（CCRA）とは、評価・認証のための関連
する規格を学ぶ。 

ISO/IEC15408 の構成（パート 1、パート 2、パート 3）、セキュリティターゲット ST

の論理的構造などを学ぶ。確認テストの実施。 

有  対⾯ 

第 3 回 
セキュリティターゲット ST に関する演習（演習 1）︓ 公開されたセキュリティタ
ーゲット ST の分析（個⼈課題）。確認テストの実施。

―  対⾯ 

第 4 回 
ISO/IEC15408 の概説の講義︓ セキュリティ保証要件の構成と CEM による評価につ
いて学ぶ。演習 1 の説明。確認テストの実施。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 5 回 
試験および発表討議︓ 中間試験及び個⼈課題（演習 1）の発表、調査したセキュ
リティターゲット ST に関し議論を実施。確認テストの実施。

―  対⾯ 

第 6 回 

セキュリティターゲットに関する設計に関する講義︓ セキュリティターゲット ST

の構成、ST の作成⼿順，事例 ST の紹介、TOE（評価対象）定義 演習 2 の説明。確
認テストの実施。 

有  対⾯ 

第 7 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 2）︓ セキュリティターゲット ST の 1

章（概要）2 章（適合）に関するグループ演習（演習 2）。確認テストの実施。 
― 

録画 

(対⾯無し)

第 8 回 
セキュリティターゲットに関する設計に関する講義（演習 3）（1）︓ 3 章（セキ
ュリティ課題定義）4 章（セキュリティ対策⽅針）を実施。演習 3 の説明。 ―  対⾯ 

第 9 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 3）（2）︓ ST の 3 章、4 章に関するグ
ループ演習（演習 3）を実施。中間試験の実施。

―  対⾯ 

第 10 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 3）（3）︓ ST の 3 章、4 章に関するグ
ループ演習（演習 3）を実施。確認テストの実施。 ― 

録画 

(対⾯無し)

第 11 回 

セキュリティターゲットに関する設計に関する講義（演習 4、5）（1）︓ 5 章（拡
張コンポーネント）、6 章（セキュリティ機能要件）、演習 4、5 の説明。確認テス
トの実施。

―  対⾯ 

第 12 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 4、5）（2）︓ セキュリティ機能要件
の設計の実施。確認テストの実施。

―  対⾯ 

第 13 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 6）（1）︓ 7 章（TOE 要約）の設計の
実施。 ―  対⾯ 

第 14 回 
セキュリティターゲットの設計演習（演習 6）（2）︓ ７章（TOE 要約）の設計の
実施。 有  対⾯ 

第 15 回 
演習課題の発表討議︓ グループ作成したセキュリティ設計書 ST（演習 2-6）に関
し、グループ単位で発表し、議論を⾏う。試験を実施。 

―  対⾯ 

試験 
試験（⼩テスト）、レポート、演習の 3 点で評価する。詳細は、下記、成績評価参
照。 

―  対⾯ 

成績評価 
個⼈課題とグループ課題及び試験で評価を⾏う。 

課題（個⼈）10 点、課題（グループ）30 点、試験（⼩テスト 2 回）60（30＋30）点 合計 100 点満点 

教科書・教材 

・瀬⼾洋⼀ほか著︓情報セキュリティの実装とマネジメント、⽇本⼯業出版、2009 年 3 ⽉ 2520 円
・（独）情報処理振興機構（www.ipa.go.jp）で公開された CC 資料、ST 資料を利⽤する。
・LMS にて事前に講義補助資料を配布する。

参考図書 

・瀬⼾洋⼀編著︓情報セキュリティ概論、⽇本⼯業出版、2007 年
・⽥淵治樹︓ 国際規格による情報セキュリティの保証⼿法、⽇科技連、2007 年
＜図書館にあり＞




