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情報セキュリティ基盤論（2022）講評 

 

1. 表彰 

 今回の表彰は以下の通りです。最優秀賞に加えて、個別の B 問題の解答で良い解答を提

出した人を選びました。最優秀賞の方が個別の問題で優秀であったことはもちろんです。 

 

最優秀賞：和久田舞子君 

優秀賞： 

問題１ 上野 爽君 

問題２  三浦 優也君 

問題３  谷下 友一君, 松本 早起君, 劉 臻君 

問題４  石川 慧君, 李 萌君 

 

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. 出題のねらいと全体の傾向 

今回も例年通り 4 問で、特に B 問題については 

1. リスク評価の方法と実際のシナリオへの適用 

2. 脆弱性と脅威の、CVSS を使った実際のシナリオでの解析 

3. 脅威への対応を実際のネットワークで考える 

4. 越境データ規制の複数の視点からの解析 

を取り上げています。2 問解けばよいということでしたが、全部解けば、情報セキュリティ

についての大体の部分をカバーできるようになっています。時間に余裕ができた時点で全

部解いてみてください。 

 問 1 は、リスク評価の方法論で、特に評価基準を適切に設定することの重要性を気付い

てもらう問題です。問題解説の回で「これは、物理学で言えば古典力学である。これが解け

ないとこの後のすべてがあやふやになる」旨の解説がなされましたが、まったくその通りで

す。今回は OSS の採用のリスク評価という難しめの問題でした。問 2 は、脆弱性と脅威の

評価を業界標準の CVSS を用いて具体的にやってみるという問題です。自分の良くわから

ないシステムを例にとった人は途中でおぼれてしまったのではないでしょうか。逆に言え

ば、攻撃のパターンを特定して、それへの対応を考えることで、合理的な対応が可能になる

ことが実感できたと思います。問 3 は、具体的にネットワークを指定し、そこで考えられる



脅威とそれへの対応を考えてもらう問題でした。ネットワークの境界を同定して、そこでの

防御を積み重ねるのは、防御の基本です。防御方法は,、システム、データに関係するもの

を組み合わせるものになると思います。講義中で説明した方法をどこにあてはめるかが問

題になりました。問４は、データの利用がグローバルになるにつれて無視できなくなってい

る越境データの扱いを data residency と data access の観点から論じる問題です。サプライ

チェーンの構築もグローバルになることは最近は普通です。Regulation が国ごとに異なる

中で、どのようにリスクを評価すべきかということを考えてもらいました。 

 

3. 個別問題の講評 

以下、問題ごとの講評を担当の先生ごとに書いていただいたものを載せます。参考にして

ください。 

 

問題１ 

A 問題講評 

A1-1 機密性・完全性・可用性の性質を問うものです。定義通りで解答可能かと思います。 

A1-2 脅威と脆弱性を問うものです。自社として対処・改善可能な事項を脆弱性と考えると

わかりやすいかと思います。 

A1-3 脅威と脆弱性の複数組み合わせ例です。消去法であり得ないものを消せばわかりやす

いかと思います。 

 

B 問題講評 

本問では、直感的にはこう思えるかもしれません。 

「オープンソースには他社特許無断利用のリスクがあるのね。はいはい、じゃあ事前にちゃ

んとチェックを強化する、という流れでいいでしょ」 

しかしながら、問題がそれだけではないところを見抜けた方が、より深いレポートを書けて

います。（なお、上の方針でも間違いではないですし、正しく論理展開していれば A になり

ます） 

気づいてほしかった点としては、 

⚫ オープンソースは可用性だけでなく、機密性や完全性にも影響しうるという点（例：

Log4j 脆弱性で、任意の攻撃コードが実施可能だった） 

⚫ 数値で可視化することにより、オープンソースよりも優先度の高い危険なリスクが見

つかるかもしれない点 

⚫ オープンソースの事前チェックを強化する（＝リスクの軽減）にしても、人的リソース

や費用の面で釣り合うか、という点 

⚫ オープンソースに関するリスクは、回避（＝オープンソースを使わない）か移転（＝他

社に責任を負わせる。他社製品を使う）で逃げるのが合理的ではないか、という点とい



うところです。 

おそらく、オープンソースを利用する際にコードの隅から隅まで読み込んで問題がない

かチェックすることは、せっかく無料で気軽に使えるはずのオープンソースのメリットを

打ち消してしまうので、現実的な対応は困難かと思われます。 

あとレポートでの別の観点として、X 社が「オープンソースを採用した時点で」、という

ところもあります。その時点で、X 社は他社知財侵害のリスクを低く評価していたと思われ

ます。結果として、Y 社の特許を侵害しました。もし、X 社がそのリスクをより大きく評価

していれば、このような結果にはならなかったかもしれません。 

そのような点をリスク値の変化で示せると、レポートに説得力が増します。 

本問は計算問題ではなくレポート作成者の設定自由度が高いため、絶対的な正解はあり

ません。結論が何であっても多角的な観点から論理的に説明できてれば評価は高くなりま

す。 

参考までに、B 問題 問 1 単体での評価は以下の順番になっています。 

評価低 A- > A > A+ > S > S+ > SS 評価高 

 

問題２ 

A 問題講評 

問①② いずれも講義資料を確認されれば分かる内容かと思います。 

問③ こちらも講義内容を把握すれば解答は容易かと思います。ランサムウェアはデータ

窃取ができなくても攻撃が成功するということを理解してもらえればと思います。 

問④ 講義において特に重点的に説明した内容です。攻撃者の考え方を理解することがセ

キュリティ対策の現場では非常に重要です。 

問⑤ CVSS については B 問題で取り扱うことから、ここでは基本的な内容のみ確認して

います 

 

B 問題講評 

脆弱性の評価手法である CVSS を軸に、実在の脆弱性について分析し、どのようなアク

ションをとるかを問う問題です。 

基本値 9.0 は非常に重大な脆弱性で、システム運用においてまず放置は許されませんが、

実際に対応するとなるとシステム停止等を安易に選択することはできません。 

自らがシステムオーナー・システム管理者であった場合、どのように対応を検討し、対応

を実施するかを具体的に記載できるかが評価のポイントです。 

（解答のポイント） 

問１：「重大」と評価される基本値 9.0 以上の脆弱性を選択してもらいました。各種データ

ベースを検索すれば大量に確認できますので、任意の物をピックアップすれば正解となり

ます。とはいえここでよく理解できないソフトウェア製品や脆弱性を選択した場合、後続の



設問の難易度は極端に高くなります。 

問２：選択した脆弱性がどのような製品に由来するかを問うものです。評価としては、ベン

ダーや解説サイトをそのままコピーしても誤りにはなりません。しかし、問１と同じく当設

問においてきちんとプロダクトの機能・利用シーン（ユースケース）や動作環境・利用環境・

取り扱うデータを考えることが問４、問５に解答する上で非常に重要な補助線となります。 

問３：選択した脆弱性が、どのように攻撃されるか理解しているかを確認する設問です。脆

弱性の解説を読み込めば解答できるはずです。 

問４：選択した脆弱性がそのまま悪用可能な最悪な状況を想定してもらうというものです。

この設問がキー問題です。問１～３を解答する課程において、対象製品と脆弱性の理解をで

きていなければ、解答内容は CVSS の解説をそのままコピーした物となります。ここで、脆

弱性が CVSS 基本値を示す（≒もっとも弱い）ネットワーク構成・ハードウェア構成・ソフ

トウェア設定・取り扱い情報、といった諸条件を具体的に示すことができた解答は高い評価

となります。 

問５：問４の裏返しとなります。ソフトウェアに脆弱性が残ったまま、システムを止めずに

アップデートまでの時間を稼ぐ、というのは実際のシステム運用で良く求められる状況で

す。なお「機密性」「完全性」「可用性」への要求を下げることで CVSS 環境値を下げる、と

いう解答もありましたが、実際のシステム運用においてそのような対応をとることはあま

りありません。それらは主にビジネス要求に基づいて定められているものであり、システム

や業務、サービスの存在価値に大きな影響を与えるためです。 

 

【講評】 

各問の解説において述べた通り、一連の問題は問４,５がゴールとなる構成となっており、

問１～３は解答対象の選択と補助線の準備です。 

高い評価となった方は、前半の解答で対象ソフトウェアの使われ方を理解し、どのように

攻撃されるかを説明できています。結果として、問４で脆弱なシステム構成や利用シーンを

CVSS の評価基準と紐づけて提示できています。 

逆にこれらが理解できていない場合、まず問４の解答でつまづき、具体的な説明になって

いません。また、問５の解答では問４をもとにリスク緩和策を考えることになるため、問１

～３ができていなければ解答はまったく具体性を欠くものとなります。 

※例えば、「機密性の要求度を下げる」とのみ記載されており、それをどのように実現する

かの言及がないなど 

 

問題 3 

A 問題講評 

問 1 講義資料を読めば分かる内容ですが、「でないもの」を選択するという引っ掛け問題

でした。 



問 2 こちらも講義資料にある内容です。 

問 3 ゼロトラストネットワークの問題です。ゼロトラストネットワークは、決まった形が

あるわけではありません。ファイル単位で保護するのか、デバイス単位で保護するのかな

ど、ベンダーや導入企業の考え方によってゼロトラストの形が変わります。ただ、5 大原

則だけは変わりません。 

問 4 識別、認証、認可 を考える時には、NIST SP800-63 の考え方を参考にするのが王道

です。SP800-63 は ABC と分かれおり、A が本人確認の厳密さや強度 B が認証プロセ

スの強度 C がデータやり取りの仕方の強度です。なので、正解は「被認証者がログイン

する際の認証プロセスの強度」です。ABC の種類ごとにレベル 1～3 もあるということも

併せて覚えておいて下さい。 

 

B 問題講評 

 近年増えている、病院に対するサイバー攻撃に対して、技術的・体制的にいかにして防ぐ

かということを問う問題でした。多層防御の考え方や、組織的に行えることに対しての理解

を問うものです。前段で色々書いてありますが問題としてはシンプルで、講義資料を読めば

解答が分かるものばかりでした。 

 問題 1,2 は多層防御として組み合わせた構成（A という技術では何ができて何ができない

か。また、できないのであれば別の技術でどのように対応するか）を技術的な観点で問うも

のです。 

 技術のメリット・デメリットを勘案して解答できている場合は問題ありませんが、技術の

名前だけ解答したり、組織的な対策などの解答は再提出対象としていました。 

 そもそも、このシステム構成や利用形態にはたくさんの穴があります。情報系 PC で USB

メモリが禁止されていないこと、情報系 PC はゲストネットワークと情報系ネットワークを

行き来できること、情報系 PC はインターネットの接続先の制限を行っていないことなど、

情報系 PC を起点にセキュリティ事故が起きやすい環境となっています。そのような穴にど

れだけ気づけるか、どのように対策をするかというご自身の考えが盛り込まれている解答

に対しては加点してあります。 

 

■解答のポイント 

・問 1 メールに添付されたマルウェアを防ぐという問題なので、メールがどのような経路

を辿ってくるのか、最終的にどこで開かれるのかということを考えると、境界が見えてきま

す。多層防御とはその境界ごとにゲートを設けるという考え方なので、境界にごとに適した

技術が何かという観点で考えると答えやすくなります。 

 今回はメールによる感染を考慮する必要があるため、まずは PC 上にアンチウイルスソフ

トを入れるのが良いかと思います。アンチウイルスソフトのタイプには EDR 型とパターン

マッチ型の 2 種類ありますが、それぞれマルウェアの見つけ方がことなるので、両方入れ



ることで多層防御になります。 

 PC でにメールが届く前にネットワーク上で削除してしまうという考え方もありです。そ

の場合、インターネットと PC でとの間にネットワーク型のゲートウェイを置けば、そもそ

も PC にメールが届かなくなるのでより安全です。この場合は、ネットワークと PC で防禦

することになるので、より強固な多層防禦を実現できます。 

・問 2 

 SaaS の利用を可視化したいのであれば、まず思いつくのは CASB です。CASB で SaaS

の利用状況を可視化し、その上で組織が認めていない SaaS 利用の禁止、通信ブロックする

という対策が打てます。 

 もしすでに攻撃者が侵入していて、データを SaaS に持ち出されてしまったという状況だ

としても、DLP を導入していればファイルは安全です。DLP はファイル操作に対する権限

を厳密にコントロールできるため、権限がない攻撃者が開こうとしてもそもそも開けませ

ん。 

 この問題の場合は、CASB、DLP を組み合わせるのが良いかと思います。 

・問 3 

 異常を検知した時に知得できる技術といえば SIEM です。各機器から送られてきたログ

を SIEM に集約し、監視をしていれば異常を見つけることができます。AI が検知センサー

や SIEM にも搭載されていれば、より広範囲な異常を見つけられる可能性があります。 

 組織的な対策では、異常が見つかった際にどのような対応をするのかなどのワークフロ

ーを定めておく必要があります。SIEM 自体を正しく扱うための教育なども組織的に行うべ

きことの一つです。 

・問 4 

 インシデント対応の手順といえば、NIST SP800-61 です。800-61 で最も重要なのは、準

備段階ということを講義の中で説明しました。理由は色々ありますが、例えば、 

●  対応の体制や対応フローが準備できていれば、インシデントが発生した際もすぐ

に着手することができ、インシデントを早期に集結することができるようになる 

● システムを設計する際にセキュリティバイ・デザインの考え方を取り入れること

でセキュアな設計ができる 

● DevSecOps の考え方を取り入れることでソフトウェアのライフサイクルにセキュ

リティを組み込む 

これらを準備段階で検討しておくことで、システムやアプリケーション全体のセキュリテ

ィが向上します。 

 

・問 5 

 複数の医療機器に対して簡便にログインできる仕組みですので、SSO（Single Sign On）

が良いかと思います。ただ、アカウントが漏洩したり侵害されたりするとすべての医療機器



が危険にさらされてしまうので、他要素認証を組み込む必要もあるかと思います。アカウン

ト認証の他には、生体認証、所持認証があるのでこれらのワードが入っていれば正解です。 

 

問題４ 

A 問題講評 

4A-1  ６/21 講義の「セキュリティモデルと情報セキュリティ監査」に関して、C I A（機

密性、完全性、可用性）モデルの限界から、G R C（ガバナンス、リスク、コンプライア

ンス）モデルが求められている背景を理解した上で、それぞれの頭⽂字の意味を選択式で

問いています。 

4A-2  ６/28 講義の「越境データに関わる GDPR と中国国家安全法の課題」に関して、

データローカライゼーション（越境データを規制し自国内保有を要請）を理解した上で、

その⽬的を選択式で問いています。 

4A-3  7/05 講義の「機会学習における社会制度の課題」に関して、アクセス・ログインに

における機械学習を理解した上で、異常検知の判定エンジンの各機能を選択式で問いて

います。 

 

【講評】 多くの学生が全問正解であり、講義内容を⼗分理解していると認識する。企業内

データ保護が崩れ、いつでも自宅からでもデータ保護をしながらアクセスする社会の変化、

一方で自国内データ保有を優先し、かつ越境データ規制をする世界の変化に気づきを問う

問題です。 

 

B 問題講評 

4B-1①と②  

①は、データ格納国における、データ移転規制/利用同意撤回権/削除要請について、リスク

または脅威を幾つか上げ、想定される管理策とその管理策を選択した理由を推論式で問い

ています。 

②は、データ格納技術について、暗号化/秘密分散/ブロックチェーンについて、リスクまた

は脅威を幾つか上げ、想定される管理策とその管理策を選択した理由を推論式で問いてい

ます。 

4B-2①と②  

①は、スマホロック解除、収録写真、収録動画、ウェブ閲覧記録等について、リスクまたは

脅威を幾つか上げ、想定される管理策とその管理策を選択した理由を推論式で問いていま

す。 

②は、追跡アプリについて、感染・紛失・犯罪捜査への応用技術を想定し、リスクまたは脅

威を幾つか上げ、想定される管理策とその管理策を選択した理由を推論式で問いています。 

【講評】 



４４名の学生が当該問題を選択し、自ら調査し学んだ事を含め解答している点は、高く評

価できる。特に、国内外のセキュリティに関する法規制を調べ、自らの解釈を加えていた。 

評価の基準は、答えが正しいだけでなく、前提から結論をどのように導いているかとした。 

SS 評価４名；全体として、推論の導出が明確かつ妥当であり、解答も正しい点は、高く評

価できる 

S+評価 12 名；全体として、推論の導出が明確であり、解答も正しい点は、良い評価がで

きる 

S 評価 11 名； 事実を引用し仮定を限定し、解答している点は、評価できる 

A+評価 11 名；事実を引用し、解答している点は、評価できる 

A 評価６名； 仮定を限定し、解答している点は、評価できる 

B： 不合格 


