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情報セキュリティ基盤論（2020）講評 

 

１．表彰 

今回はコロナということで大変でしたが、全体として 100 人を超える人からレポー

トをもらいました。解答の水準（平均的なレベル）も例年に比べて高かったようです。

セキュリティに関するニーズや関心が高まる中、基礎的な考え方を身に着けているこ

とは今後大きな武器になると思います。頑張ってください。 

さて、この講義では例年優秀なレポートを書いた人を表彰しています。今回は提出数

の多さと水準の高さを考えて、以下のようにしました。 

 

最優秀賞：三橋 大地君 石田 美月君 

優秀賞：曹 苗君 祐村 昌秀君 

 

問題ごとの優秀賞は以下の通りです。 

問題１：安ヵ川 彩乃君 キム セウム君（1-A）三橋 大地君 石野 耀久君（1-B） 

問題２：石井 龍君（2-A, 2-B) 張 賢亮君（2-A, 2-B) 

問題３：石田 美月君（3-A, 3-B)  佘 欣怡君（3-A）楊 博棟君（3-B） 

 

履歴書に書けるかどうかわかりませんが、控えめにご自慢ください。 

 

２．講義の総評 

 情報セキュリティに関する考え方の基本は 

１． 情報セキュリティのリスク評価と意思決定 

２． 対応すると決めたものに対する対応策の実施と評価 

 

です。リスク評価のためには、情報の持つ資産価値と、現状で観察される脆弱性とそれをつ

く脅威の評価が必要です。その評価の仕方が「リスク評価」の方法論です。講義の前半はこ

の方法論について説明しました。併せて現状我々が理解しなければならない脅威について

も説明しました。さて、リスク評価は何らかの意思決定をするために行うわけです。「リス

クを減らす」という決定をする場合、対応策を講じなければなりません。現在では、ペリメ



タの考えを基本にしたいくつかのモデルが提案されています。また、脅威の変化にあわせて、

新しいモデルに従った対応策も提案されています。これが中盤で説明したことです。 

 この考え方、特に情報資産の価値については、IT 環境の変化に従って変わってきます。

特にコンシューマ系ではここ 5－6 年でがらっと変わってしまいました。また、社会に IT

や AI が浸透するにつれて、社会をどう理解するかによっても変わってきます。これを論じ

たのが後半でした。どのように講義が配置されていたかをもう一度思い出して復習すると、

より理解が深まるかもしれません。 

 

３．問題の個別講評 

 

問題１，２，３それぞれについて、講師の先生に講評をもらいました。 

 

[問題１] 

1-A 

リスク分析に関する基本的な用語定義について問うものでした。 

脆弱性と脅威についてはほぼ定義そのものでしたが、情報資産の資産価値の３要素「機密性

(C)」「完全性(I)」「可用性(A)」については、具体例にあてはめるという形式でした。 

情報資産そのものには CIA のいずれの要素も含まれる可能性があるため、必ずしも１つに

は絞り切れないのですが、ほとんどのケースで最もよく合うものを選んでいただけたかと

思います。 

一部の方で、「請求書の請求金額を無断で変更させないようにする要素」を「機密性」と判

定してしまう例がありましたが、この場合権限のない第三者からは改竄の保護ができます

が、正当な閲覧権限者（お金を払う人）によって請求額の変更ができてしまうと損失が発生

するので、「完全性」の方がふさわしいものとなります。 

また、脅威と脆弱性は、混同しやすいので注意してください。脆弱性は、通常、企業側が改

善することができる「弱点」となります。 

 

1-B 

今年度は、社会情勢によりすべてオンラインでの講義となりましたため、どこまで伝わった

かが心配ではありましたが、結果として優秀なレポートが多くありました。 

（1-B において「優」と「優＋」で評価されている方は、優秀なレポートです） 

 

まず、1-A 問題で誘導してはいるのですが、リスク分析においては CIA を正しく分離する

ことで、情報資産に対してどの要素が一番重要となるのか、明確になります。 

 

「セキュリティ」というと、一般的なニュースなどでは「情報漏洩（＝機密性の侵害）」と



いうイメージが強いかとは思いますが、情報の書き換え（＝完全性の侵害）やシステムダウ

ン（＝可用性の侵害）等への対処もセキュリティとして考慮すべき範囲内です。本問におけ

る X 社では、事前に可用性に対する考慮が足りなかったものと予想できたかと思います。 

 

講義資料中では簡易的に説明するために、CIA の要素を１つにまとめたりはしていました

が、本格的なリスク分析では CIAを分離したまま進める方が、最後の考察（小問(6)）にお

いて論理展開しやすくなったかと思います。 

 

また、脅威と脆弱性は組として評価すべきものになります。CIA の３要素は、数値の刻みが

適正であれば、個々の資産価値の大きさを可視化するために和を取ったり積を取ったりす

ることも一定程度意味があるかもしれません。しかしながら、性質の異なる脅威や脆弱性の

数値については、平均値をとるとかなり意味があいまいになってしまいます。レポートにお

いては、脅威や脆弱性の値の平均値をとるレポートがいくつか見られましたが、本来の意図

とは異なってしまいます。 

リスク分析については、絶対的な評価基準も定められていませんし、計算式も必ずこれでな

ければいけないというものもありません。資産価値の３要素、脅威、脆弱性をよく理解した

うえで、X 社に合うものを選択し、最終的に X 社が何を改善すべきか（リスク値を許容で

きるレベルより低くできるか）が明確にわかるようになるとよいでしょう。 

 

リスク値を下げるには、通常脆弱性の値を改善します。情報資産、脅威、脆弱性の組は１対

１対１ではありません。「買い物履歴」と「家電情報サービス」は、いずれも「サイトへの

アクセス殺到（システム高負荷）」の影響を受けると考えられます。結果として「システム

のリソース不足」の影響を受けることになるでしょう。３つの情報資産、３つの脅威、３つ

の脆弱性といっても、数式（結果としてリスク値）が３つではないことにも注意しておいて

ください。 

 

情報資産（３要素で分離）、脅威、脆弱性の組ごとにリスク値が計算できていれば、おそら

く可用性のリスク値が高くなると思われます。(6)の考察では家電管理サービスと、オンラ

インショッピングサービス（プロセス）が同じ脅威（システム高負荷）の影響を受けること

から、それに対応する脆弱性として「同じサイトで稼働している」という事実が発見され、

今後の改善点の一つとして明確になったかと思います。 

 

[問題 2] 

【全体の評価】 

多くの方が NIST SP800-61のインシデント対応の各フェーズについて理解できていたと思

われます。優秀な回答が多く、講義資料を精読・熟考したうえで回答されている傾向が見ら



れました。 

 

【回答のポイントと傾向】 

当問題は、基本的に講義資料の内容を読めば分かる問題ではあるのですが、問題文説明の際

にお伝えした「講義資料の内容を理解したうえで、いかにご自身の言葉で回答できるか」と

いう所がポイントでした。 

 

1. 多くの方がフェーズ１（準備）の重要性について言及されており、回答のボリュー

ムを多く割く傾向が見られました。高評価となりうるポイントとしては、インシデント対応

ライフサイクルを意識した回答になります。 

例として、以下のような回答がインシデント対応ライフサイクルを意識している回答にな

ります。 

● フェーズ６（復旧）まで完了したらフェーズ２（検知）まで戻って新たな検知が発

生していないかを確認する 

● フェーズ７（事後対応）まで完了したらフェーズ１（準備）まで戻って教訓を活か

す 

 

2. フェーズ４（封じ込め）、フェーズ 5（根絶）の違いについても、概ね正解が多く

見られました。ただ違いを述べるだけではなく、封じ込めや根絶を行う事による影響につい

て言及されている場合は加点ポイントとなります。 

例： 

● 封じ込めを行う事による影響 

システムが攻撃を受けた場合、LAN ケーブルを抜けば封じ込められるが、サービスが提供

できなくなるため業務影響や経営判断が必要になる場合がある。適切な判断ができる人間

が、様々な影響を検討してから実施する必要がある。 

● 根絶を行うことによる影響 

システムがマルウェアに感染した場合、バックアップファイルをリストアすることが根絶

にはなるが、バックアップファイル自体が感染していないことを事前に確認する必要があ

る。 

 

3. セキュリティ・バイ・デザインが正解です。 

 

4. 識別、認証、認可が正解です。 

 

5. 識別、認証、認可の各プロセスの目的を記述する問題です。講義では Suica を例

に説明しましたが、講義の後半でお話しした生体認証によって認証すると言う回答や、ご自



身の身近な事例を挙げる回答も見られました。そのような、応用力が見られた回答は加点対

象となります。 

 

 

2-B 

 

【全体の評価】 

多層防御について理解された上で、必要な要素技術を組み合わせた優秀な回答を多く頂き

ました。 

 

【回答のポイントと傾向】 

「メールによるマルウェア送付により、機密情報の窃取を狙う攻撃への対応」を前提として

きちんと設定しておくことが必須となります。 

ここをきちんと押さえておくことで、1-a では不審なメールやマルウェアをネットワークレ

イヤーできちんと検知できる技術を選定することができます。 

 

1-b のエンドポイントに置ける対応手法では、アンチウイルスソフトが基本ではあるもの

の、シグネチャ型、EDR 型の機能を理解して導入する必要があります。それぞれの強みと

弱みをきちんと記述できていた回答は加点ポイントとなります。 

 

多層防御の基本的な考え方として、「有効なセキュリティ技術」をきちんと選定する必要が

あります。例えば一般的なファイアウォールでは、メールの中に含まれているマルウェアを

識別することはできません。また、同様に外部へ送られる情報に機密情報が含まれているか

どうかも識別できません。ネットワークレイヤでのセキュリティにおいて、ファイアウォー

ルは大変重要な技術ではあるのですが、「メール」「マルウェア」という文脈でみると、その

有効性を発揮できるとは限らないということを考慮する必要があります。 

1-a の回答で、「ファイアウォールでマルウェアを検知する」という回答が多く見られたの

で、そのような回答をされた方は、改めて各セキュリティ機器で何ができるかと言う事を復

習しておいてください。 

以上のことを踏まえ、回答の一例は以下のようになります。参考にしてください。 

 

入り口対策と出口対策の 2 通りで考える。 

■入り口対策 

事前に Threat Intelligence の情報をファイアウォールと連携しておくことで、評価の悪い

通信元からの通信および、許可されていないポートへの通信を遮断することができる。しか

し、ファイアウォールではパケットの中身まで検査することができないため、IDS / IPS で



パケットの中身を検査し、問題ないパケットのみ通過させる。IDS / IPS を通過してメール

サーバーにマルウェアが届いた場合でも、アンチスパムフィルタを導入することで、より精

度の高いフィルタリングが可能になる。 

これらの入り口対策をもってしても、マルウェアがクライアント端末に届いてしまう事が

想定されるため、クライアント端末にはアンチウイルスソフトを導入する。アンチウイルス

ソフトは、シグネチャ型、EDR 型両タイプを導入することが望ましい。シグネチャ型では、

既知のマルウェアを高い精度で検知することができるが、シグネチャが対応していない未

知のマルウェアを検知することはできない。それを補うため、マルウェアの挙動をもって判

定する EDR 型も合わせて導入することで未知のマルウェアを発見することが期待できる。 

データベースサーバーにもアンチウイルスソフトを導入する。ここでは、クライアント端末

で導入しているアンチウイルスソフトとは異なるメーカーの製品を導入することが望まし

い。クライアントおよびサーバーで同一の製品を導入している場合、特定のマルウェアが発

見できない可能性がある。製品を明示的に変えることで（検知エンジンが異なることから）

多角的な分析が可能となる。 

 

■出口対策 

事前に Threat Intelligence を Proxy サーバーと連携しておくことで、評価の悪い通信先へ

の通信を遮断することができる。出口対策としても IDS / IPS は有効である。情報を不正

に持ち出そうとするマルウェアのパケットを検査し、不審な情報が含まれている場合は 

IDS / IPS で遮断が可能になる。 

また、ファイルの取り扱いを制御する DLP、外部 SaaS の制御をするために CASB などを

導入しておくことも、情報の不正な持出に対して有効に機能する。 

 

 

[問題３] 

【全体の講評】 

6/16 は今までのセキュリティモデルの課題、6/23 は直近の越境データに関わる GDPR と

中国国家安全法の課題、6/30 は此れからの機会学習における AI ロボットが社会制度に組

み込まれる課題を取り上げ、普段馴染みのない課題であったにも関わらず、意欲的に回答さ

れる傾向が見られました。 

 

【3-A 必須問題：回答のポイントと傾向】 

3-Aの問題は、必須問題として、個人情報保護について、その保護対象と発生場面を具体的

に求めています。「どのような場面で発生するのかをイメージし、いかなる個人情報が保護

対対象となるのか」それらを考察できるという点がポイントでした。 

 



【3-A 必須問題の回答例】 

3-A(1)で A のインターネットショッピングを選択した方は、例えば、会員登録画面が発生

場所で、本人識別情報と決済情報が、回答になります。 

3-A(1)で B のインターネット通信を選択した方は、例えば、無料WiFi などに接続する画面

が発生場所で、メルアドもアカウントやスマホ携帯情報等が、回答になります。 

3-A(1)で C の広告を選択した方は、例えば、検索画面が発生場所で、趣味嗜好にあった情

報等が、回答になります。 

 

 

【3-B 任意問題：回答のポイントと傾向】 

3-Bの問題は、任意問題として、データローカライセーションについて、各国政府の越境移

転制限、自国内データ保有など法的義務や高額な罰金を科している越境データの回帰構造

と相互依存構造を求めています。「どのような域外適用があるのかをイメージし、国内の外

国事業者や、海外の国内事業者にどのような規制とリスクがあるのか」それらを考察できる

という点がポイントでした。 

 

【3-B 任意問題の回答例】 

3-B(1)でデータローカライゼーションについて、どこの国に物理的に格納されているのか、

その問題点と脅威を問いています。例えば、GDPR では域外に格納されたデータに対して

も EU 人の個人情報を厳格に求め違反に対して高額な罰則金を求められる脅威などが、回

答になります。 

3-B(2)でデータローカライゼーションについて、誰が私のデータにアクセスできるのか、そ

の問題点と脅威を問いています。例えば、米国クラウド法では「①米国内プロバイダーに対

して米国外のデータ提出を要求できる。②米国外プロバイダーに対して米国外のデータ提

出を要求できる」として大きな影響を及ぼす脅威が、回答である。 

また、国際法であるサイバー犯罪条約に 63 ケ国が署名し、立法管轄権・司法管轄権・執行

管轄権を主張しているが、例えば、「中国へ逃げた犯罪者を警視庁が中国内で直接逮捕でき

ず、犯人引渡しを求めるのが現状」、「データ移転や回収を法的要請しても、完全にデータ消

去されたか確認する手段や権限がない」などの問題点が、回答である。 

 


