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クライアント証明書を用いたセキュアサービスの構築
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概要
松江高専では NII の全国共同電子認証基盤 (UPKI) で発行されるクライアント証明書を用いたサービスを構築してい
る。このサービスでは、学外からのセキュアなアクセスのためにクライアント証明書を用い、ウェブ管理、メイルなどの
サービスを提供するものである。

1 はじめに

ント証明書を導入するということは、利用者のブラウザ
に自己認証局の証明書を導入しなければならず、もし万

今日のシステムにおいてはセキュリティと利便性

が一自己認証局の秘密鍵が流出すれば、利用者に与える

の両立が非常に重要になっている。とりわけ、スマート

損害は測り知れないものとなる。実際、自己認証局証明

フォンなどの普及は、学校が提供するサービスにおいて

書を悪用されれば、あらゆる利用者のアクセスが不正な

も重要であるが、セキュリティを確保しつつサービスを

サーバに導かれてもそれを知ることすら不可能であるか

如何にオープンにするのかが課題とされる。この際、多

らである。こうした問題が存在するが故に、自己認証局

くのサービスにおいてはパスワード認証を用いている

によるクライアント証明書の導入には二の足を踏んでき

が、この認証サービス自体をどのように防御するのかが

たのだが、国立情報学研究所 (NII) が全国大学共同電子

しばしば議論されている。一般に、パスワード認証は非

認証基盤 (UPKI)[3] において、2015 年より導入を行っ

常に脆弱な認証方法であり、様々な攻撃手法が知られて

たクライアント証明書発行サービスによって、セキュリ

いる。本校では既に、無線および有線 LAN において常

ティ上の不安を抱えずにクライアント証明書を活用でき

に認証を実施する認証ネットワークを構築しているが

るようになった。以下では、本校でサービスしている、

[1, 2]、これもまたパスワード認証になっている。勿論、

あるいは今後サービスを開始する内容について、その仕

パスワードの複雑化や、使いまわしの禁止なども重要で

組みに触れつつ紹介する。

あるが、本質的には一つの認証手段にのみ依存する危険
性が存在する点を認識する必要がある。

2 ウェブ管理

松江高専では従来より外部にサービスを開放するのは

本校では、ウェブの管理のためにオープンソースの

極力避けてきていたが、より柔軟かつ即時的な情報提供

CMS として海外では多く利用されている Joomla![4, 5]

という点では問題があったことは否めない。筆者らはこ

を採用している。

れらの問題を解決するためにクライアント証明書を用い

理由は、近年の CMS の持つデザインと記事の分離や、

た二重の認証を検討してきた。しかし、例えばウェブの

オンデマンドでの編集などの機能は当然装備しつつ、記

管理や記事の投稿のために、自己認証局によるクライア

事の投稿者、編集・校閲者、管理者などの階層が自由に設
定できる点にある。これは例えば何らかの学生活動の記
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事を引率担当者などが、写真と共に編集し投稿すること
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ができるが、それがそのまま直ぐに反映される訳ではな
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く、権限のある校閲者が判断して初めて記事としてウェ
ブに反映されるような、管理者を煩わせずに、学科や学
校の委員会などの管理階層をシステムに射影すること
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ファイルをどのように作成するかは各校の管理者に任さ
れている。また、本校での利用目的がスマートフォンな
http
http

どでの利用を念頭に置いている点から、本校では一台に
ついて一つのクライアント証明書を発行するようにして
いる。実際、スマートフォンやタブレットは、紛失・買

https
+ client SSL Nginx

WWW
!"

い換え・故障などの発生が多く、そのために証明書の失
効を行うことを最初から想定しておく必要がある。その
際に、証明書が共有されていたならばその利用者の他の
証明書も失効することになり、利用者の利便性や失効申
請の心理的障害になりかねないと考えられるのがその理

図1

リバースプロクシ

由である。

で、業務としてのウェブ管理を分散管理するシステムと
して優れている。しかし、実際に学外でオンデマンドで
記事を作成して投稿して貰うには、学外からの Joomla!
へのログインを許可する必要があり、正しく認証の問題
に直面する。Joomla! では、任意のページにログインを
設置できるが、上記の問題があるために本校の設定では
デフォルトの URL 以外にはログインを設置していない。
今回作成したクライアント証明書を用いた手法では、外

図 2 クライアント証明書申請ページ

部からウェブのアクセスの前に、Nginx を用いたリバー
スプロクシを利用し、Nginx の側でクライアント証明書

一方、実際の申請においては、学内教職員専用 Moo-

の要求を行うようにしている (図 1)。
これによって、学校内部のネットワークにおいては、

dle 上に、証明書申請ページを作成し、証明書の申請は

従来通りの利用が可能でありつつ、外部からのアクセス

Moodle の課題提出モジュールを利用して作成している

においてのみクライアント証明書とパスワード認証を用

(図 2)。これによって、申請書が出されたならば (申請

いた二重認証が可能になっている。ちなみに、Joomla!

書は TSV 様式に似た Excel ファイル)、管理者 (UPKI

へのアクセスでは通常は HTTP であるが、ログインの

の制約で 3 名) にメイルで通知がなされ、管理者がその

設置されたページへのアクセスは HTTPS にリダイレ

申請書をチェックした上で、適切ならば UPKI に申請

クトされるようになっており、そのリダイレクトされた

をし、クライアント証明書のダウンロード URL は申請

HTTPS においてクライアント証明書を要求するように

者にメイルで通知され、ピンコードは管理者に通知され

設定を行っている。

るので、管理者はそのピンコードを先の Moodle の課題

なお、以前は Apache を利用して複数サーバをマッ

提出に対するフィードバックとして掲載することで (図

シュアップしていたが [6]、現在では Nginx で、その他に

3)、申請者はピンコードを入手し、クライアント証明書

も IT 人材育成研修会のテキストなどを提供するサーバ

をダウンロードできるようにしている。

や、学生会のページなどもマッシュアップされている。

4 学内メイルサービスとクラウド利用

3 クライアント証明書発行

従来より、学内においてはメイルをサービスしていた

クライアント証明書の発行は管理者が TSV ファイル

が、このメイルサービスを外部から参照可能なようには

を UPKI のページにアップすることで行われるが、TSV

開放を行ってはいなかった。唯一、SSH(Secure SHell)
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の問題が様々に発生したため、昨年の初頭においてはほ
ぼ完全に NetApp に全てのストレージを移行していた。
その中で、10G は L3 スイッチの Cisco6504 に直接接続
する形であったが、10G のインターフェースをほぼ使い
果たしていたので、10G スイッチを 2 台購入し、10G
ネットワークを整備していた。その状況の元で、昨年 9
月 19 日の計画停電の際に、NetApp の設定を変更し、

10G を 2 個利用してチーミングを構成し (コントローラ
1 台に 2 つの SFP+ ポートが装備)、計 80G での接続に
構成し直した。この際、同時に多くのサーバもチーミン
グ構成にして、20G での接続になっている。障害は連休
を挟んだこの計画停電の翌々週から起こった。症状とし
ては、教職員用サーバで IMAP プロセスが増殖し、同時
に学生用サーバへの Samba ログインに長時間を要する
というものであった。当初は、NetApp そのものに問題
があるとは判明せず (計画停電からの復旧時に NetApp
図 3 申請書提出およびフィードバック

のコントローラ一台が復帰せず、RAID が不完全状態で
の復帰だった点や、10G カードの故障、iSCSI ドライバ
の不具合などが重なり、問題解明の障害となった)、様々
な仮定と実験を繰り返すこととなった。その後、障害は

は公開鍵認証においてのみ外部に開放を行っているが、

朝に発生することが多く、とりわけ曜日も固定されてい

SSH を適切に設定を行い、ポートフォワーディングを設

ることから、学生の実習のためのログインと、教職員の

定した上で、外部から IMAP にアクセスするようにす

サーバアクセスが丁度重なる曜日・時間で発生すること

るのはかなり難しく、公開鍵やポートなどの概念を良く

が分かり、最終的に NetApp の性能限界を超えてしまっ

理解しているものだけが行えるものであるために、実際

ており、障害時には NetApp がストレージ要求に対して

に SSH サーバへの登録を行っている教員は 10 名程度に

有効な時間内に応答できないことが原因であるという結

過ぎない (申請制を取っている)。このメイルサービスに

論に達し、引退させるつもりであった FC を復活させ、

もクライアント証明書を導入することで、二重認証が可

学生サーバのストレージを FC に分担させることで負荷

能となる予定で、その準備を昨年度行っていたのだが、

を下げ、システムとしては安定稼働できるようになった。

昨年後期にシステムに重大な故障が発生し、多くの見直

以上のように数週間の間、朝になるとメイルが読めな

しを迫られ、実施が遅延していた。以下では、その経緯

いという状態が続いたために、一部教員からメイルサー

についてまず述べたいと思う。

ビスを外部にという声が聞こえるようになり、センター

本校のシステムのストレージは 8 年前に FibreChan-

としてもメイルサービスをクラウドを用いて二重化する

nel(FC) が導入されていたが、FC の Host Bus Adapter

ことに取り組むこととなった。ちなみに、FC ストレー

(HBA) の安価なものが市場から消えつつあり (OS サ

ジは昨年末に SSD を束ねた自家製サーバに置き換わっ

ポートの点で制約が大きい)、また発熱量が多いために故

ており、システム上の性能問題は解決されている (ちな

障も頻繁であった。このために、4 年前に NetApp 社の

みに、ストレージのマイグレーションの際の速度測定で

NAS を 2 台購入し (コントローラがそれぞれ 2 個なので

は、NetApp4 台を束ねた ZFS の IO stat で、1.66M に

実質的には 4 台)、これを 10G に接続 (総計 40G)、iSCSI

対して、SSD サーバ 4 台を同じく束ねた新ストレージで

ディスクとして利用していた。当初は、FC と NetApp

は 136M という圧倒的な差が出ている)。

の両方を利用していたが、その後先に述べたように HBA
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5 メイルサービス二重化の要件と設計
po rt 25

po rt 2 5

先に述べたようにある程度はクライアント証明書の準
備は昨年の時点で出来ていたのだが、クラウド利用の二

Postfix

Postfix

重化によって、根本的にメイルサービスの設計変更が必
要となった。まず、要件について述べた上で、それに対

Postfix

Postfix

する設計について述べる。

ク ラウ ド

p o rt 22 5

p o rt 22 5
!"

クラウド側をシステム C、学内側をシステム A とす
る。メイル利用者へのメイルは必ずシステム A に届くも

図4

メイル二重化

のとし、システム A がダウン時にはシステム C に DNS
の MX を用いてメイルは届き、そこで一旦蓄えられた後
に、復旧後システム A に送付されるものとする。一方、

クセスの場合にのみクライアント証明書を要求し、確立

二重化サービス利用者のメイルは、A においても、C に

後は学内 IMAP サーバにプロクシ―しなければならな

おいても受信される。システム A がアップ時には、シス

い。実はこの部分が意外に難しい要求であった。IMAP

テム A から C にメイルはコピーされ、システム A がダ

プロクシ―を行うソフトは多種あるが、全ての要件を満

ウン時には、C にメイルは送付された上で、A の復旧後

たさないのである。表 1 において、クライアント証明対

A にもコピーが転送される。利用者は、A においては必

応 (CSSL)、IMAP プロクシ―機能、 LDAP への対応

ず IMAP などを用いてメイルを受信出来、二重化サー

を比較する。

ビス利用者は C においても同様に同じメイルを受信で
きるものとする。
さて、まず MTA のレベルでの問題は、恐らくメイル
の設計を行ったものならば直ぐに気が付かれるだろう
が、システム A と C の間のループをどのようにして防
ぐかという問題である。これは MTA を 2 種類動かすこ
とで解決を行った。幸いわざわざ 2 種類動かさなくて
も、Postfix には マルチインスタンスという機能があり、

ソフト名

CSSL

IMAPproxy

LDAP

delegate

○

△ (TCP)

×

Nginx

×

○

△

up-imapproxy

×

△ (バグ)

×

squid

○

×

×

HAproxy

○

△ (TCP)

×

Perdition

△ (?)

○

△

表 1 機能比較表

別の設定に基づく Postfix を動かすことが出来る。これ
を用いて、通常の 25 番ポートではない別のポート番号
で二重化されたメイルを受け取る MTA を設定している

機能比較だけならば Perdition が優秀に見えるが、実

(図 4)。勿論、このポートへのアクセスは IP でフィル

はクライアント証明書の設定で Verify フラグがなく、非

タリングを実施しておく。但し、実際にはシステム C,A

常に実装が怪しい。今回の場合には、クライアント証明

は対称ではなく、A ではアカウントユーザ以外へのメ

は必須なので、その点で対応が不十分ならば最初から候

イルはデフォルト設定で弾いているが、C ではアカウ

補から外さざるを得ない。また、Nginx で可能であれば

ントユーザ以外のメイルはシステム A へと転送してい

既にウェブでも使っているので (IMAP サポートだけで

るので、アカウントユーザの取り扱い、及びそれに伴う

はなく、ウェブメイルでの対応も入っている)、非常に魅

Postfix の設定が若干異なっているが、基本的なロジッ

力的なのだが、これも肝心のクライアント証明書への対

クに相違はないので詳細について省くことにする。

応が不可であった。従って、現時点では HAproxy か、

次に、メイルのユーザサイドでの受信であるが、本校側

delegate での対応を考えざるを得ず、今回は delegate

では当然ある種の IMAP プロクシ―が必要になる。何

を採用している。但し、delegate の IMAP 対応は単な

故ならば、学内からは今まで通りにアクセス可能である

る TCP レベルでの relay なので、クライアント SSL 用

ことが必要なのであるから、ウェブと同様に外部からア

の delgate と、IMAP サーバ接続用の delegate の 2 種
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類を用意しなければならない。なお、クラウドではロー

[6] 松江高専における複数 Web サーバの統合とセキュ

カルに解決すれば良いので問題は少ない。

リティ, 金山典世, 他,2011, 高等専門学校情報処理

先に述べたように、受信に関しては IMAP および

教育研究発表論文集.

ウェブメイルを考慮しており、ウェブメイルについて
は IMAP クライアントとして動作する RoundCube を

Nginx のクライアント証明書対応でラップして用いる。

6 まとめ
まだ利用者に開放していない機能もあるが、全て実験
レベルでは動作を確認しており、これから利用者の状
況を見ながら機能や、運用の問題について考えていく
必要がある。とりわけ、ウェブメイルは PC やタブレッ
トからの利用では便利であるが、スマートフォンから
の利用は少し厳しいために、スマートフォンのアプリ
を利用してのメイルの取得が今後重要である。残念な
がら、stone(汎用 SSL ラッパ) を用いたテストは行って
いるが、クライアント証明書に対応したメイルアプリの
チェックが未実施になっているので、その点での調査が
必要である。また、本校では様々な歴史的経緯から教員
の外部へのメイルのフォワーディングを許可してきた
が、これを機に教職員のフォワーディング機能の提供を
停止する予定である。しかしながら、メイリングリスト
をどうするかなどの問題は依然として残っている (利用
は少ないが、教職員が自由に作成できる機能も提供して
いる)。また、クラウド側のメイルサーバのディスクは

500M 程度であり、利用が進んだ際の問題がある。現時
点では、ある程度古いメイルは強制削除する方向を考え
ているが、今後の課題である。

参考文献
[1] 松江高専における無線を含んだ認証ネットワークの
構築, 金山典世, 他,2012, 全国高専教育フォーラム
発表概要集.

[2] 松江高専における有線 LAN の認証ネットワークの
構築, 金山典世, 他,2013, 全国高専教育フォーラム
発表概要集.

[3] UPKI, https://certs.nii.ac.jp, 2016.08.19.
[4] Joomla, https://www.joomla.org, 2016.08.19.
[5] 松江高専におけるウェブ構築および運用について,
廣瀬誠, 他,2012, 全国高専教育フォーラム発表概
要集.
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熊本高専(八代)における IT 資産管理方法と運用上の課題
熊本高等専門学校 ○岩本舞，小島俊輔

１．はじめに

（Adobe のアカデミックライセンス等）
．これ

熊本高専八代キャンパスでは，平成 26 年度

らを誤って購入するとライセンス違反になっ

末より IT 資産の把握に向け，校内のコンピュ

てしまうが，購入者や会計担当者が気づかず購

ータへのラベル付けやソフトウェアの管理等

入してしまうケースがあったため，本キャンパ

を行っている．本稿では，本キャンパスにおけ

スでは ICT センターの担当者に確認の上，ソ

る IT 資産管理方法に至った背景および現行の

フトウェアを購入する仕組みになっている．

運用方法について，また運用上の課題について

また，ユーザライセンスは，購入自体には問

報告する．

題ないが，教職員の新規採用や異動・退職など
に伴い PC やソフトウェアの利用者が変わる

２．背景

場合があり，管理が非常に煩雑になると判断し，

高 専 機 構 で は ， IT 資 産 管 理 の た め に ，

極力購入しないよう，確認時に依頼している．

AssetView というシステムが提供されている．
AssetView では，インストールされているソ

３．３ ソフトウェアの管理について

フトウェアは分かるが，実際にそのライセンス

PC 管理ラベルごとに封筒を作成し，該当す

があるかどうかは把握できない．ライセンスを

る PC で利用されるソフトウェアのメディア

把握するためには，メディアやライセンス証そ

やライセンス証を保管する．メディアやライセ

のものを管理しておく必要がある．そこで本キ

ンス証がない（インターネットからのダウンロ

ャンパスでは以下の手法で IT 資産を管理して

ードするタイプのソフトウェア等）場合は，ラ

いる．

イセンスがあることを確認できるメール・Web
画面などのスクリーンショットを印刷して保

３．IT 資産管理方法の概要

管する．また，複数のライセンスを同時購入し

本キャンパスでは，IT 資産管理方法につい

た場合は，ライセンスの数だけコピーを用意し，

て別紙 1 のとおり定められている．大まかに

インストール先の封筒に保管する．

は，以下のような仕組みになっている．
３．４ PC やソフトウェアの譲渡・廃棄
譲渡により PC の管理者が変わった場合は，

３．１ PC のラベル付けについて
PC の購入者ベースでの管理を行っている．

PC 管理ラベル台帳の利用者欄のみを変更し，

PC 購入時に，所属・認証サーバアカウント・

ラベルの張り替えは行わない．ソフトウェアを

アカウントごとの通し番号からなる PC 管理

他の PC に移す場合は，メディア貸出時に申し

ラベル（例：LY_kosen-taro _01）を発行し，

出てもらい，新規にインストールした PC 管理

PC にテプラで作成したラベルを貼付する．PC

ラベルの封筒にメディアを移動させる．また

ラベルおよびソフトウェアの一覧は Excel で

PC を廃棄する場合，ソフトウェアがあれば所

台帳をつくって管理している．

有者に確認してソフトウェアを別の PC に移
動してもらったうえで，PC 管理ラベル台帳に
PC を廃棄したと記載する．現在は，PC やソ

３．２ ソフトウェアの購入について
ソフトウェアによっては，公費購入が認めら

フトウェアを廃棄するとの申し出があった場

れていない個人向けのバージョンも存在する

合でも，実際には封筒やライセンス証等は廃棄
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せず，そのまま残している．

する場合は，プロダクトキーの入力時に
OEM シールや Windows シールを確認してい

４．運用上の課題

る．

本手法で IT 資産管理をするにあたって，現

(4) 仮想マシン上の資産管理
ソフトウェアの中には，ホスト OS やゲス

在問題となっているのは以下の点である．
(1) AssetView とライセンス証の不整合

ト OS ごとにライセンスが必要なものがあ

第３節の管理方法は「ライセンスの管理と

り，その管理に対応するため，仮想マシンに

PC への紐づけ」をしているに留まってお

も PC 管理ラベルを発行している．しかし，

り，実際にインストールされているソフトウ

会計担当から納品の連絡がある実マシンと異

ェアとの突き合わせをどう行うかが問題とな

なり，仮想マシンは作成者からの申し出によ

る．AssetView で表示される一覧には，イン

ってラベルを発行しており，すべては把握し

ストールされた更新プログラムなどの余分な

きれていないと思われる．

情報が多すぎる，古い PC の記録が残り続け

(5) 利用されていないライセンス管理

てしまい新しい PC を購入してソフトウェア

ライセンス証を PC 管理ラベルに紐づけた

を移した場合に 2 ライセンスカウントされて

封筒に入れる仕組みでは，購入したソフトウェ

しまう，ユーザライセンスで購入された古い

アはいずれかの PC にインストールされてい

ソフトウェアが複数の PC にインストールさ

ることになる．そのため，どの PC にもインス

れているが AssetView のソフト名からは判断

トールされていない余ったライセンスの管理

できない，などの問題がある．さらに，事務

やユーザと紐づけされた複数台にインストー

部などで一括購入した PC のセットアップを

ル可能なライセンスをどう扱うかが課題であ

する場合，すべての PC に手動で同じ設定を

る．

するのは手間がかかるためセットアップ済み

(6) 紛失時の扱い

のハードディスクをコピーする場合がある

過去には，ライセンスを間違って別の封筒

が，このとき，AssetView はコピーされた

に入れてしまう，ライセンス証やメディア貸

PC をすべて同一のものとして認識してしま

出の延滞などの問題があった．結局解決はし

うなどの問題もある．

たものの，もし本当に失くしてしまった場

(2) オンライン購入の増加

合，弁償等の問題が発生する可能性がある．

インターネットからダウンロードするタイ

５．まとめ

プのソフトウェアは，メディアの貸し出しを伴
わないため，利用者が勝手にソフトウェアを他

本手法は運用開始から一年以上が経過して

の PC へ移し替えることが可能であり，ICT セ

いるが，今までのところ大きな問題は発生して

ンターで完全にインストール先を把握できな

いない．しかし，機構では新たな資産管理ソフ

い．しかし，このようなソフトウェアはライセ

トウェアの導入を計画しており，近日中に更新

ンス違反ができないようメーカー側で管理さ

される予定であるため，現場ではそれに合わせ

れており，そもそも利用者側で管理しなければ

た管理の仕組みが必要となる．今後も運用しな

ならないのかどうか疑問である．

がら，漏れや間違いが少なく，かつ手間がそれ

(3) MS Windows OEM ライセンスの管理

ほどかからない，より良い IT 資産管理方法を

OS の OEM ライセンスは，近年再インス

検討していきたい．

トール用メディアが用意されていない場合が
多く，ライセンス証もないため，本手法では
管理できない．現在 OEM 版 OS を使って包
括ライセンスの OS アップグレード権を利用
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別紙 1
平成 28 年 1 月 12 日版

IT 資産の把握に向けた管理体制
八代 C 情報セキュリティ推進委員会
校費で購入した PC やソフトウェアライセンスを適切に管理するため，以下のルールを定める．
１．PC 購入時の手続き
IT 資産管理の対象となる PC（Windows, Mac が動作するものすべて）を新規に購入した際は，
PC 管理ラベル（例：LY_kosentaro_99）を貼付する．購入済みの PC 上に構築した仮想マシンと
マルチブート環境については，枝番号（例：LY_kosentaro_99_1）により同等に管理する．
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）

財務担当
（契約係）

購入手続

PC 発注手続
発注

PC 管理ラベル発行

発行依頼

検収
PC 管理ラベル貼付

「PC 管理ラベル」
発行
PC 受領

納品連絡

納品 PC

PC 納品
図１．１ PC 新規購入時のイメージ
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）
仮想マシン構築

財務担当
（契約係）

発行依頼

仮想マシン・マル
チブート構築

PC 管理ラベル発行
PC 管理ラベル貼付

「PC 管理ラベル」
発行
ラベル貼付

ホスト OS
搭載 PC
※ 枝番号により管理
図１．２ 仮想マシン・マルチブート環境構築時のイメージ
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校費購入した PC，およびその PC で動作する仮想マシン（Windows, Mac に限る)には，必ず
以下の 2 つのソフトウェアをインストールしなければならない．これらのソフトウェアをインス
トールしていない PC の学内での使用ならびにネットワークへの接続を禁止する．
・アンチウィルソフト ESET NOD32
・資産管理システム

AssetView

また，PC を購入したときは，ICT センター運営委員会【コンピュータの設定（公費購入）】を
実施すること．
http://y-pagein.y.kumamoto-nct.ac.jp/center/manual/PCsettings.html
２．ソフトウェアの新規購入時の手続き
ソフトウェアを新規に購入する際は，立替払い等も含め，事前にライセンス上の問題がないこ
とを管理担当者に確認した上で購入手続きを行うものとする．ライセンス証とメディアは個人で
管理せず，ICT センター内の管理棚にて保管・管理する．Web などから直接インストールしたも
のについては，メールや Web 画面のスクリーンショットなどライセンスの有無を確認できる書類
を保管する．
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）

（契約係）

ライセンス上の
問題点確認

財務担当

発注希望

確認依頼
ライセンス上の問
題がないか確認

問題があれば差し戻し

購入手続き
発注システム

発注備考欄に「ICT
センター確認済み」
と記載

に入力

問題があれば差し戻し
ライセンス登録と

連絡

発注
検収

インストール
CD・ライセンス証
書・メール・Web 画面
スクリーンショット
などライセンスが確
認できる書類を ICT
事務室管理棚に格納

PC 管理ラベルを連絡

インストール作業
CD や Web ダウン
ロードにて実施

CD 等は事務室へ
PC 管理ラベルと
紐付け
図２ ソフトウェア購入時のイメージ
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３．PC の譲渡・廃棄時の手続き
PC を譲渡・廃棄する際は，インストールされているソフトウェアライセンスの取り扱いを管理
担当者に連絡するとともに，情報漏えいの発生に注意を払うこと．廃棄時の詳細な手続きについ
ては，ICT センター運営委員会【パソコンの廃棄について】に詳細を記載．
http://y-pagein.y.kumamoto-nct.ac.jp/center/manual/abolition.html
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）

財務担当
（契約係）

PC 譲渡時

PC 譲渡希望
ソフトウェアの取

必要であればソフト

り扱いを確認

ウェア削除依頼

移管手続

完了報告

ライセンスの移動
手続き

PC の譲渡
図３．１ PC 譲渡時のイメージ
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）
ソフトウェア

（契約係）

PC 管理ラベル連絡

PC 廃棄希望

ライセンス管理
PC 管理ラベルと

アプリ削除

封筒の抹消

依頼
廃棄手続

必要であればライ
センスの移動手続
き
PC 廃棄

財務担当

HDD 初期化

HDD 廃棄依頼

HDD 取り出し

事務室で一旦預か
り，まとめて廃棄
(年 2 回)
※HDD 初期化や取
り外しが困難な場合

本体廃棄

は本体ごと ICT 事務
室へ持ち込む

図３．２ PC 廃棄時のイメージ
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４．ソフトウェアの譲渡・廃棄時の手続き
校費で購入したソフトウェアを，他の教職員に譲渡し，または廃棄する際は以下の手続きを行
うこと．
管理・運用業務

管理担当者（ICT セン

教職員

ター事務職員）

財務担当
（契約係）

ソフトウェア

PC 管理ラベルとソフト

譲渡・廃棄時

ウェア名を連絡

廃棄・譲渡希望

PC 管理ラベルの
該当ソフトの移
ソフトウェア

動・廃棄

削除依頼
図４ PC 廃棄時のイメージ
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共通教育としての情報セキュリティ教育
熊本高専八代キャンパスの現状
熊本高等専門学校
1. はじめに
熊本高専は，ICT 系を中心とした熊本キャンパス
と，モノづくり系を中心とした八代キャンパスから
構成されている。モノづくり系を中心とした八代キ
ャンパス(八代 C)は，
機械知能システム工学科(MI 科)，
建築社会デザイン工学科(AC 科)，生物化学システム
工学科(BC 科)の 3 学科構成である。これらの 3 学科
は ICT 教育を核とし，モノづくりを主とした学科と
してカリキュラム構成がされている。そのため，基
礎的な ICT 系科目としてネットワーク入門やマイコ
ンプログラミング入門 1)などを全学科共通の科目と
して実施してきた。平成 28 年度からはカリキュラム
改訂で ICT 系科目 8 単位(H27 度入学生までは 10 単
位)を 3 年生までに習得することになっている。
また，時代の要請として情報セキュリティに関す
る知識やスキルの重要性が増してきている。そのた
め，高専機構でも高知高専を中心として，
「情報セキ
ュリティ人材育成事業」が平成 27 年度から展開され，
教材等も準備されてきている。
そこで，八代 C において，従来から行ってきてい
る基礎的な情報セキュリティに関する授業について
点検を兼ねて紹介する。

○藤本洋一, 村田美友紀, 小島俊輔

リティ意識のリフレッシュも兼ねて，図 1 の資料「ル
ールを守って！」をもとに，情報セキュリティ教育
を実施している。以前は，全クラスで調整して，ICT
系科目の担当教員が講義の中で簡単に説明するとい
う形式をとっていた。しかし，授業日程の問題から
余分な内容を組み込むことも難しくなり，また，学
生たちの情報リテラシーに関するスキルも上昇して
きていることから，平成 25 年度より e-Learning シス
テムを利用して実施することにした。4 月末日を期
限として，2 年生以上は各自で e-Learning システム
上で図 1 の資料を読み，簡単な試験を受ける。1 年
生については，ネットワーク入門の授業のガイダン
スの一部として説明を行い，同じ試験を受けさせる。
期限内は何回でも受験できるが，期限後の不合格者
は呼び出し，合格を目指すように指導している。こ
れらの対応により，学生全員の情報セキュリティ意
識の向上を図っている。
この方式には学生たちも慣れてきており，負荷と
しても大き過ぎず適切な方法だろうと思う。

2. カリキュラム
八代 C は，
モノづくりを主とした学科構成であり，
ICT 系の技術者を直接的に育成することは目指して
はいない。しかし，ICT 系の知識やスキルは今や技
術者にとっては必須の能力であることは言うまでも
ない。そこで，熊本高専では，平成 21 年度の高度化
再編において，八代 C は ICT を核としたモノづくり
技術者の育成を目指すこととし，共通教育科として
ICT 系科目を配置することになった。平成 22 年度か
ら新学科の新入生を受け入れ，表 1 の構成による共
通 ICT 系科目を実施した。平成 26 年度に新学科の完
成年度を迎え，カリキュラムの点検・改変を行い，
平成 28 年度から表 2 の新カリキュラム構成になった。
なお，半期科目は 1 単位，通年科目は 2 単位である。
情報セキュリティに関しては，1 年次の情報基礎
と 2 年次のネットワーク入門を中心に展開してきた
が，平成 28 年度からは，1 年次に下りたネットワー
ク入門が主となった。

表 1 共通 ICT 系科目(平成 27 年度まで)
学年
前期
後期
3年

ネットワーク入門
2年

マイコンプログラ
ミング入門

基礎情報工学
基礎電気工学

1年

情報基礎

表 2 共通 ICT 系科目(平成 28 年度より)
学年
前期
後期
3年
2年

1年
3. 毎年度初めの情報セキュリティ教育
八代 C では，毎年度 4 月に学生たちの情報セキュ

プログラミング入門

情報処理
プログラミング
基礎 II

マイコン入門

ネットワーク入門

プログラミング
基礎Ｉ

情報基礎

【連絡先】〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 熊本高等専門学校 ICT 活用学習支援センター
藤本洋一 TEL: 0965-53-1315 FAX: 0965-53-1219 e-mail: y-fujimoto@kumamoto-nct.ac.jp
【キーワード】情報セキュリティ，共通教育
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4. 情報基礎
現状として，中学校ごとに ICT 教育状況は様々で
あり，新入生の ICT 活用力は十分とはいえない。こ
のため，1 年次の情報基礎では，基本的な PC の使用
方法からワープロ，プレゼンテーション，表計算等
の演習を中心とした授業を行っている。
平成 27 年度までは，1 年生向けの情報セキュリテ
ィに関する授業としては情報基礎が唯一であったが，
平成 28 年度入学生からはネットワーク入門も開講
されるようになった。このため，ネットワーク入門
との分担が可能となり，内容の充実につながった。

てきている。その中で ICT 系を専門としない技術者
を目指す学生たちにも必要な知識とスキルは何であ
るかを検討する必要があると思う。
参考文献
1) 藤本, 開, 小島, “高専での新しい共通教育とし
ての ICT 基礎を意識した「マイコンプログラミ
ング」授業,” 工学教育 2015-3 vol.63 no.2 pp.65～
72, 2015.

5. ネットワーク入門
低学年向けのネットワークを含めた情報セキュリ
ティ教育としては主要な科目である。ネットワーク
リテラシーから TCP/IP の基礎を含めた授業内容と
なっている。表 3 が平成 28 年度シラバスの授業スケ
ジュールである。シラバスの科目概要の中で「技術
者として一般的に知っておくべき内容を学習する科
目である。」としている。すなわち，ユーザとしての
力ではなく，提供する側としての力を想定している。
MI 科は制御等を含むためもっとも ICT 系の力を必
要とする学科である。また，AC 科は社会インフラ
や建物等の構築に必要な基礎知識の習得，BC 科は生
産技術を担うことを想定して，ICT の専門家との連
携ができるようになることを目標としている。
平成 28 年度はカリキュラムの移行途中であるた
め，1 年生と 2 年生に対して開講している。期末試
験としてほぼ同じ試験を実施したところ，1 年生の
平均点は，75.7 点，2 年生は 79.5 点であり，さすが
に 2 年生のほうが全体的に高得点であった。このほ
かに Web ページの作成を行い，その報告をメールで
行わせる課題も実施した。この課題でも 2 年生のほ
うが早く完了している。メールはビジネス形式のて
いねいさを要求したが，携帯電話やスマートフォン
のメールのように，名乗っておらず，説明不足も多
いことが気になっている。また，今年度は特にスマ
ートフォンを利用して質問個所を示す学生が多くお
り，BYOD としての普及が進んできているように感
じた。
情報セキュリティについては，スケジュールの第
2 週と第 14 週を主にしている。今回，第 9 週から第
14 週の内容を調整し，情報セキュリティ人材育成事
業教材の試行的利用を第 14 週で行った。人材育成事
業教材の中で，情報セキュリティに関する内容が多
く含まれている 10 章から 13 章の内容を授業前に自
習させ，事前確認テストを授業開始時に行った。こ
の事前確認テストで，それまでの学習に含めていな
かった，プライバシーマークや情報セキュリティポ
リシー等に関しての理解不足が判明した。
6. まとめ
八代 C では共通教育として，情報セキュリティ教
育を実施しているが，1 年生と 2 年生の比較から，
さらに内容検討の必要性を感じている。また，高専
教育の中で情報セキュリティの高度化が重要になっ
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図 1 毎年度初めの情報リテラシー教育用資料
表3
週
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ネットワーク入門の授業スケジュール
授業内容
ガイダンス，各種システムの使い方
ネットワークの利用について
著作権について
Web ページの作成と公開
Web ページの作成と公開(その 2)
情報とは何か
デジタル信号を伝える仕組み
中間試験
試験結果の説明
情報通信の仕組み データリンク

14

情報通信の仕組み ネットワーク上のアドレス
情報通信の仕組み ネットワーク上の情報配送
情報通信の仕組み サーバと通信をする仕組み
情報通信の仕組み アプリケーション
トラブルシューティング

15

期末試験
試験結果の説明

科目のまとめ

豊橋技術科学大学における標的型メール攻撃訓練
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 中村 純哉 ∗

1 はじめに

2 訓練内容

2015 年 6 月に発覚した日本年金機構の情報漏洩事件
[9, 8] は、標的型メール攻撃の脅威を世間に広く知らし

ついて説明する。

本節では、実施した標的型メール攻撃訓練の内容に

めた。特定の組織を狙った攻撃が現実に行われ、実際

訓練の目的は、本学の教職員に対して、(1) 標的型

に多大な損害が発生したことが明らかになったからで

メール攻撃を経験してもらうこと、(2) 標的型攻撃と疑

ある。2016 年 6 月には JTB に対して巧妙な標的型攻

われるメールの判断方法を学んでもらうこと、(3) セ

撃が行われ、約 680 万件の個人情報が漏洩する事件も

キュリティインシデント発生時の対応フローを再確認

発生した [3]。標的型メール攻撃による被害は 2014 年

してもらうことの 3 点である。

12 月に早稲田大学でも発生しており [1]、大学や高等

これら目的の達成度を評価するため、(1) 訓練メー

専門学校など高等教育機関も対岸の火事として静観で

ルの開封率、(2) セキュリティインシデント発覚時の

きる状況ではない。

連絡先窓口への報告件数を評価指標として用いる。ま

このような背景から、多くの高等教育機関で組織構

た先述の評価指標を補足する目的で、利用者に対する

成員に対する標的型メール攻撃訓練が実施されている

アンケートを訓練後に行った。

[6, 5, 10, 4, 2]。標的型攻撃を疑われるメールが構成
員に届いた際は、直ぐに組織の CSIRT やそれに準ず

2.1 スケジュール
標的型メール攻撃訓練は次のスケジュールで行った。

る部署に連絡することが必要である。そのためには、

1. 第 1 回訓練（2015 年 12 月 7 日〜12 月 21 日）
• 12 月 7 日 注意喚起メール送信
• 12 月 16 日 訓練メール送信
• 12 月 21 日 訓練報告メール送信
2. 第 2 回訓練（2016 年 3 月 7 日〜3 月 11 日）
• 3 月 7 日 注意喚起メール送信
• 3 月 9 日 訓練メール送信
• 3 月 11 日 訓練報告メール送信
3. 被験者 Web アンケート（2016 年 3 月 11 日〜3 月
18 日）

(1) CSIRT 等への緊急連絡先が用意され構成員に周知
されていること、(2) 構成員が攻撃メールだと判断で
きること、という 2 点が達成されなければならない。
標的型メール攻撃訓練は、標的型攻撃を模したメール
を送ることで構成員が攻撃メールを識別する能力を鍛
え、万が一攻撃が発生した際の連絡先を確認してもら
うことが主な目的である。
本稿では、豊橋技術科学大学にて 2015 年度に初めて
実施した標的型メール攻撃訓練の結果について報告す
る。訓練は非常勤を含む全教職員 641 名を対象とし、
異なる文面で 2 回行った。比較的複雑な文面を用いた

訓練は合計で 2 回行った。各訓練では、事前に標的

第 1 回の訓練では 39.2% という高い開封率を記録した

型攻撃に対する注意を喚起する一般的な内容のメール

一方で、攻撃発覚時の連絡先として事前に周知した連

を送信した後、訓練メールを送信した。訓練メール送

絡先への通報件数はわずか 12 件であった。一方、漢字

信から数日後に、対象のメールが訓練であったことを

や敬体の誤りが多く含まれる、日常よく見かけるメー

種明かしするメールを送信した。2 回の訓練が終わっ

ルを用いた第 2 回訓練では、被験者のわずか 2.2% し

た後、被験者に Web アンケートを行い、訓練の効果や

かメールを開封しなかった。訓練を実施することで、

感想について調査を行った。

セキュリティインシデント発生時の緊急連絡体制や学
内周知の不十分さを明らかにすることができた。

高等教育機関でこの様な訓練を行う場合、被験者に
対して事前に訓練があることを告知するかどうかで対
応が分かれる。例えば一橋大学では事前告知を行って
いないが [6, 5]、高エネルギー加速器研究機構では事

∗

junya@imc.tut.ac.jp

前告知を行っている [4]。本学の訓練では、より実態
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表1

表 2 第 1 回訓練メール内容

訓練対象の内訳

区分
教員*1
職員*2
構成員*3
合計

人数

差出人
表題

309 人
324 人
8人
641 人

大西 隆 <XXXXXXXX@tut.ac-jp.click>
校內アンケートに関するご協力のお願い
各位
学長の大西です。

に即した結果が得られると期待して事前告知は行わな
かった。

2.2 訓練対象

本文

今回の訓練では、豊橋技術科学大学の全教職員 641
名を対象とした（非常勤職員・派遣職員を含む）
。訓練

豊橋技術科学大学と愛知大学との連携１０周
年記念講演会が開催されたことに伴い、豊橋
技術科学大学の「次なる１０年」というキー
ワードを元に校內アンケートを行いたいと思
います。
下記 URL を参照の上アンケートにご協力を
お願い致します。

対象は第 1 回と第 2 回ともに同じであり、内訳は表 1
のとおりである。

参照 URL:

2.3 訓練メール内容

http://www.tut.ac-jp.click/ZZZZZZZZ

各訓練で被験者に送信したメール文面を表 2, 3 に
示す。
添付

第 1 回訓練メール（表 2）では、本文に記載された

以上。
なし

URL の表示を誘導する文面のメールを送信した。こ
のメールのポイントは次のとおりである。

• 差出人を学長とし、差出人アドレスも実際のアド
レスを模している

• メール文面が実際に直前に開催されたイベントに
関連している

異なっているため、第 1 回訓練と同様、Web サーバの
アクセスログから開封者を特定できる。なお、埋め込
まれた画像を表示するためには、Word ファイルを開
いた後に「編集を有効にする」というボタン（図 1）を
利用者が明示的にクリックする必要がある。利用者が

• メ ー ル 記 載 の URL が 本 学 の ド メ イ ン
（www.tut.ac.jp）に似ている
• 日本語以外の文字（內）が含まれている

その前に不審に思ってファイルを閉じた場合は開封と
記録されないため、開封率が実際よりも低く集計され
る傾向にある。

メールに記載された URL は被験者ごとに異なってい

訓練の実施にあたっては事前に大学のスパムフィル

るため、Web サーバ側のアクセスログからどの被験者

タの設定変更を行い、訓練メールがスパムと判定され

が URL を表示したのか識別することができる。

ないことを確認した。

第 2 回訓練メール（表 3）では、メールに添付され
た Word ファイル（docx 形式）の開封を要請するメー

3 訓練結果
本節では、実施した標的型メール攻撃訓練の結果を

ルを送信した。このメールのポイントは次のとおりで

示す。全 2 回の訓練後に実施したアンケートでは、41

ある。

• 差出人が存在しない団体名である
• ドメイン名（free-mail.click）が無料のメール
サービスを連想させる

• 添付ファイルを至急開く様に要請している
添 付 さ れ た Word フ ァ イ ル に は World Wide Web

(WWW) 上の画像ファイルに対する参照リンクが埋め
込まれている。画像ファイルの URL は被験者ごとに

件の回答が得られた。

3.1 第 1 回
第 1 回訓練における各種別ごとの開封率を表 4 に、
被験者の開封率の時間的変化を図 2 に、それぞれ示す。
教職員の種別によらずおおよそ 40% と高い開封率に
なっているが、緊急連絡先に対する通報はわずか 12
件だった。図 2 から、被験者は届いたメールをすぐに
チェックする傾向があることがわかる。
アンケートで開封理由を尋ねたところ、主な回答は

*1

教授や特任助教など研究・教育に携わる職員
主に事務局に所属し、大学運営業務に携わる職員
*3 派遣職員など

下記のとおりだった。

*2

• 学長からのメールであることについて，疑いは無
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図 1 添付 Word ファイル開封時に表示される警告ダイアログ

表3
差出人
表題

第 2 回訓練メール内容

表4
被験者数

イ ン タ ー ネ ッ ト セ キ ュ リ テ ィ 機
構<information@free-mail.click>
micosoft ofice の脆弱性の修正について
こんにちは！インターネットセキュリティ機
構です！

教員
職員
構成員

(40.8%)
(37.3%)
(50.0%)
(39.2%)

報告数（報告率）

5
7
0
12

(1.6%)
(2.2%)
(0.0%)
(1.9%)

40%

攻撃が行われた場合の影響が大きいため、下
記バージョンの ofice をお使いの方は、早急に
修正プログラムを適用してください。

30%
20%
10%

・oﬃce 2016, 2013, 2010 2007 (ウインドウ
ズ)
・oﬃce 2016, 2011 (マック)

添付

126
121
4
251

50%

開封率

本文

開封数（開封率）

309
324
8
641

合計

マイクロソフト社の Micosoft oﬃce にはリ
モートからコードが実行される脆弱性が存在
します。この脆弱性が実行された場合攻撃者
からパソコンが制御される可能性があります。

第 1 回訓練結果

0%
0

600

1200 1800 2400 3000 3600 4200

経過時間（分）

図2

添付のドキュメントに修正プログラムの利用
方法を記載しておりますので、添付ファイル
の指示に従って下さい。
修正プログラムご利用方法.docx

開封率の時間変化

いたことがわかる。例えば第 1 回の訓練メールでは、

(1) メール送信者のアドレス、(2) リンク先のドメイン
名、(3) プロトコルが https かどうかを確認する習慣
かった。

があれば怪しいと気づけるように配慮されていたが、

• 差出人に違和感はあったが，アンケートに協力す
べきだと判断してしまった。

そのようなポイントをチェックすることなく、すぐに
メール内容に応じたアクションを起こしてしまった。

• 学長名だったので緊急性を感じたから。
• アドレスおよび URL が本学のものに類似してい
たこと。また一見して，内容も筋が通っているよ

3.2 第 2 回
第 2 回訓練における各種別ごとの開封率を表 5 に示
す。表からわかるように、第 1 回の実験と比較して大

うに思えたため。

幅に開封率が減少している。これは、訓練メールの内

• 不審に思わなかった。

容が日常的に見られるスパムメールの内容を模した、

一方、メールを開封しなかった理由は次のとおりだ
った。

怪しいと判断し易いものだったことが理由と推測され
る。アンケートで開封理由を尋ねたところ、ほぼすべ
ての回答が「訓練とわかっていたが内容に興味があっ

• 件名・差出人・メール本文の内容が不審だった

たため」だった。また、メールを開封しなかった理由
は下記のとおりである。

ため。

• メールアドレスが本学のものでなかった。
• 後で依頼事項に対応しようと思っていたが、その
まま忘れてしまった。

• 不審な URL だと思ったため。
• アドレスが不審で、一部の文字が異常なため。
アンケート回答からわかるように、開封した教職員
には「届いたメールを疑う」というロジックが欠けて
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• 差出人・件名・メール本文の内容が不審だった
ため。

• 周囲に相談したため。
• 訓練であることに気づいたため。
• ソフトウェアのアップデートを行うことと、
（メー
ルで要請された）Word ファイルを開くことに関
連がないため。

表5
被験者数
教員
職員
構成員
合計

309
324
8
641

組まれたメール攻撃の場合、マルウェア感染を防ぐこ

第 2 回訓練結果
開封数（開封率）

7
7
0
14

報告数（報告率）

(2.3%)
(2.2%)
(0.0%)
(2.2%)

4
3
0
7

(1.3%)
(0.9%)
(0.0%)
(1.1%)

とは困難であること、の二つが明らかになった。今回
の結果を元に、2016 年度以降の標的型メール攻撃訓練
の実施計画策定、及び、学内ネットワークや学内シス
テムのセキュリティ対策を進めていきたい。
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[4] 高エネルギー加速器研究機構. 標的型メール攻撃に
対 す る 訓 練 実 施 つ い て. https://www.kek.jp/ja/
ForResearcher/InformationSecurity/Audit/,
2015. ［最終アクセス日: 2016 年 8 月 19 日］.
[5] 伊藤, 高見澤. フィッシング攻撃に対する組織的対策
と効果の考察. 学術情報処理研究, No. 18, pp. 3–15,
2014.
[6] 伊藤, 高見澤, 佐藤. 標的型攻撃メールの予防対策. 学術
情報処理研究, No. 16, pp. 100–110, 2012.
[7] 情報処理推進機構. 『高度標的型攻撃』対策に向けたシ
ステム設計ガイド. https://www.ipa.go.jp/files/
000046236.pdf, 2014. ［最終アクセス日: 2016 年 8
月 19 日］.
[8] 内 閣 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー サ イ バ ー
セ キ ュ リ テ ィ 戦 略 本 部.
日本年金機構におけ

アンケート結果からも、第 2 回訓練メールの判別が被
験者にとって容易だったことがわかる。

3.3 まとめ
第 1 回訓練の結果から、これまで本学の教職員の多
くは「届いたメールの真偽や正当性を疑う」という発
想が欠けていたことがわかる。この発想が定着するよ
う、繰り返し訓練を実施していく必要がある。一方で
第 2 回訓練では添付ファイルを開いた被験者数がわず
かだったことから、本学の教職員は典型的なスパムや
フィッシングメールを識別する能力を備えていると判
断できる。
両訓練に共通して、セキュリティインシデント発生
時の緊急連絡先窓口に対する通報はわずかであった。
訓練前に送信した標的型攻撃に対する注意喚起メール
に緊急連絡先を載せていたが、周知が十分ではなかっ
た。実際に標的型攻撃が行われマルウェア感染の被害
が発生した場合は、即座に感染拡大の防止措置を取る
必要がある。また標的型攻撃の場合には、マルウェア
感染時だけではなく、不審なメールが届いた時点で連
絡があることが望ましい。どのような時に通報する必
要があるのかをもっと周知する必要がある。
以上のように今回訓練を行ったことで標的型メール
攻撃訓練の効果を認識できたものの、一方で、訓練の
限界も感じた。
標的型攻撃メールは、受信者に十分な情報技術の知

る個人情報流出事案に関する原因究明調査結
果. http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/
incident_report.pdf, 2015.［最終アクセス日: 2016
年 8 月 19 日］.
[9] 日 本 年 金 機 構.
日本年金機構の個人情報
流 出 に つ い て.
http://www.nenkin.go.jp/

識があれば気づくことができる。しかしそのために必
要な知識を、一般の（専門家ではない）教職員が習得す
ることは困難である。特に大学という環境は教職員の
年齢も 20 代〜70 代と幅広く、それら全ての人に相応
の情報セキュリティに関する知識を伝えていくのは、

oshirase/press/2015/201506/20150601.files/
0000150601ndjIleouIi.pdf, 2015. ［最終アクセス
日: 2016 年 8 月 19 日］.

はっきりいって不可能である。マルウェア被害が発生
することを想定したシステムやネットワーク設計 [7]
も併せて進めていくことが必要と強く認識した。

4 おわりに
本稿では、2015 年度に豊橋技術科学大学にて行った

[10] 北陸先端科学技術大学院大学 情報社会基盤研究セン
タ ー. フ ィ ッ シ ン グ (標 的 型 攻 撃) メ ー ル 対 応 訓 練
について. http://isc-w3.jaist.ac.jp/iscenter/
index.php?id=794, 2015. ［最終アクセス日: 2016 年
8 月 19 日］.

2 回の標的型メール攻撃訓練の結果を報告した。訓練
では (1) セキュリティインシデント発覚時の緊急通報
フローの学内周知が不十分であること、(2) 巧妙に仕

- 17 -

長岡技術科学大学における情報セキュリティインシデントの事例報告
長岡技術科学大学 ○白清 学
1. はじめに
長岡技術科学大学は、教職員数 512 名、学部学生
数 1,286 名、大学院生数 1,105 名の研究に主軸を置い
た大学である。多数の高等専門学校卒業生に編入を
頂いており、本学の様々な取り組みに多大な貢献を
頂いている。総合大学に比べれば構成員も比較的少
なく、工学部のみの単科大学であることから、情報
セキュリティに関するトラブルはさほど多くない状
況と捉えているが、本年 7 月、ランサムウェアによ
りデータの一部が暗号化される被害が発生し、IPA
(情報処理推進機構)へ報告を行った。こちらについ
て報告する。また、昨年度から取組んでいる P2P ソ
フトウェアの個別注意対応もあわせて報告する。本
学の事例を参考として頂き、各校でのトラブル発生
を未然に防いで頂きたいと考えている。

3. ランサムウェア感染
3.1 感染被害の経緯
トラブル発生から終息までの経緯を以下に示す。

2. 本学における情報セキュリティに対する取組み
本学では、平成 12 年度よりウィルス対策ソフトウ
ェアの学内配布を実施しており、PC のエンドポイン
トにおける対策を行っている。また平成 15 年度には、
「学内ネットワーク利用にあたって」と題する学生
向け情報セキュリティ対策ビデオ(24 分)を製作し、
新入生のガイダンス時に視聴させ、情報セキュリテ
ィに対する啓発を促している。

図 1.情報セキュリティ対策ビデオ
平成 25 年度からは、教職員向けに意識調査を行う
など普及啓発に努めている。平成 27 年 3 月より従来
から行っていた P2P 対策に加え、無線 LAN 認証ネ
ットワークにおいて統合脅威管理装置(UTM)を導入
し、P2P ソフトウェアの利用者に対して、利用に対
する注意喚起を行っている。このような取組みにも
かかわらず、被害の大きい情報セキュリティ案件が
発生した。

■7/13
8:55 ファイルサーバ内に見慣れないファイルあり。本来あるはず
のファイルがないとの連絡。
9:00 見慣れない.zepto の拡張子がついたファイルの存在確認。ベ
ンダーへ連絡。
9:10 ベンダーよりランサムウェア感染ではないかとの指摘。該当
端末の調査を依頼。
9:40 事務局内へアクセス禁止を電話連絡。
10:00 CISO を本部長とする対策本部の設置
10:05 ベンダーより連絡。該当端末の特定し、学内 LAN から隔離
10:07 事務局全体宛にアクセス禁止をメイル連絡。
10:15 当事者にヒアリング。英文の怪しいメイル、ファイルを見て
削除とのこと。
11:00 当事者の PC 環境の復旧を決定。周辺利用者 6 名のプロファ
イルを復旧。
17:00 ベンダー担当者よりファイルサーバ復旧完了の連絡。 ユー
ザプロファイルを 7/12 7:00 時点に復旧。
17:20 学内へ復旧の報告。
18:30 IPA へ報告。
■7/14
8:30 感染者周辺利用者システムログイン。挙動確認
8:45 公式 Web バックアップデータの感染発覚。7/12 7:00 時点に
復旧。
当該フォルダは全ユーザに共有。
9:05 感染者システムログイン。挙動確認。
11:00 感染者利用メイルソフト変更。
13:30 ベンダーより、2 名の利用者のデスクトップに zepto ファイ
ルの存在ありの連絡。
タイムスタンプより 2 次発生の可能性は低いと考えられる
ものの、感染経路は不明。
13:45 Web アプリシステムデータに、zepto ファイル暗号化確認の
連絡。
14:00 関係部局および担当者にて情報共有。
タイムスタンプより 2 次発生の可能性は低いと考えられる。
14:40 Web アプリベンダーとの間で情報共有。
15:00 Web アプリシステム復旧に際し、必要な情報の洗い出し
18:00 Web アプリシステム復旧に際し必要なデータを翌日午前に
とりまとめ、午後から復旧の調整。
■7/15
午前 前日決定した作業の実施
13:20 Web アプリシステムの当該共有フォルダをバックアップか
ら戻すことを Web アプリベンダーへ依頼
14:06 Web アプリベンダーより、バックアップからの復旧の報告。
事務局内での運用再開。
16:09 Web アプリシステムに不具合が無いことを確認の上、全学
へアナウンス。運用再開。
上記報告をもって、ランサムウェア被害については終息
17:00 対策本部メンバーへ報告。

図 2 ランサムウェア感染の経緯

【連絡先】〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1 長岡技術科学大学 情報処理センター
白清 学 TEL:0258-47-9873 FAX: 0258-47-9870 e-mail: hakusei@vos.nagaokaut.ac.jp
【キーワード】ランサムウェア、標的型攻撃、セキュリティインシデント
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7/13 の始業後、事務局システムの利用者が、シン
クライアント端末上にて、ランサムウェア Locky の
新拡張子.zepto バージョンに感染し、そこを起点と
して、共有ファイルサーバおよび Web アプリシステ
ムサーバ上のファイルに対して暗号化攻撃を受けた。
発生から復旧完了まで、当該システムは利用不可と
なり、業務が滞るなど支障が生じた。発見が遅れた
ファイルもあり、複数システムの復旧が必要となっ
たため、全システムが利用再開されるまで 3 日を要
する被害となったが、いずれもシステムのバックア
ップより、ファイルを復元することで対処を行って
いる。本件により、大学内において「怪しい添付フ
ァイルは開いてはいけない」という大原則が遵守さ
れていない点について理解を新たにした。
3.2 今後の対策
終息後に開催された情報統合管理会議にて、以下
の内容が検討された。
(1)ハードウェア対策
通信監視装置の導入、現在準備中である「サイ
バー攻撃検知システム支援事業(NII)」への参加
(2)ソフトウェア対策
次世代型標的型攻撃対策ソフトウェアの導入
(3)教育対策
標的型攻撃メイルに対する訓練、講習会セミナ
ーの実施
(4)人的対策
予算制約があり、全ての項目について全学を網羅
する形で実施することは困難であるが、可能な範囲
でこれらの内容を実施することとなった。
特に教育部分は、各人が日頃から情報セキュリテ
ィの実状を理解し、ルールを守ることが重要で、万
全を期すことは難しい内容であるが、組織を守ると
いう観点では必要不可欠である。軽く考えずに協力
的な対応を頂けるよう、日頃からのコミュニケーシ
ョン作りが重要と考えている。
4. P2P 利用者への個別注意対応
本学では、原則として P2P の利用を禁じており、
研究等で利用する場合には申請を頂くこととしてい
る(現状、申請は 0 件)。これを踏まえ 2009 年より P2P
ソフトウェア利用の自動遮断措置を講じ、大学全体
へのアナウンスや、入学時の資料配布などの対応を
行ってきた。
しかしながら、2014 年、情報処理センターが学内
全体に向けて設置・運用している学内無線 LAN シス
テム(GWLAN)の配下にて、P2P ソフトウェアの利用
が疑われる通信が確認され、GWLAN 全体がアクセ
ス制限されるトラブルが発生した。学内無線 LAN シ
ステムの上流で制限が加わる状態であり、個別の利
用者毎の制限が困難であったことが原因である。そ
こで、2015/3 に GWLAN 配下の機器の通信状況を調
査可能とする UTM を導入し、
利用機器の特定の上、
注意喚起を開始した。検出ののべ件数を図 4 に示す。
2016/7 までの間に個別に注意を促した案件は全体で
68 件である。GWLAN では利用機器の MAC アド
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図 3 検出の状況
レスや認証のためのアカウントにより機器や個人を
特定可能であることから、利用者のクラス担任や研
究室指導教員を通じて、P2P ソフト利用の事実確認、
およびこれらの利用により生じる著作権侵害の説明
等について個別に対応頂いている。
入学時期の 4 月および 9 月を経過後、大学に慣れ、
無線 LAN システムを使い始めると、検出が増える傾
向が見受けられる。いくつかの例では、P2P ソフト
ウェアに対して「便利なソフトウェア」という程度
の認識で利用されており、違法性の認識がない利用
者が見受けられた。今年度は昨年度に比べると減少
傾向にあり、継続的な取組が周知に繋がっているも
のと考えている。

図 4 検出場所
P2P 利用が検出されたアクセスポイントの設置場
所別の検出件数を図 4 に示す。検出数は講義棟や図
書館が多く、全体の 75%を占めている。授業中の機
器使用時の検出も存在しているが、多くは自主学習
を行う際の検出である。いずれも共用スペースでの
検出ではあるが、日頃から学生の指導に係る教員よ
り説明を頂く形が望ましいと考えており、それぞれ
の指導教員を通じて説明を頂いている状況である。
5. まとめ
本学において発生したランサムウェア感染と P2P
利用の個別注意対応の取組について報告した。ラン
サムウェアについては業務に大きな支障が発生した
事象であり、今後、これらを未然に防ぐため、構成
員の意識改革が必要不可欠と考えている。少数の感
染者であっても、一度トラブルが発生すれば、組織
としてその対応に追われることになるので、インシ
デントがアクシデントにならないよう、事前の対策
が不可欠と考えている。P2P 利用者に対する個別指
導は、セキュリティ対応としては軽微な内容と捉え
られるかもしれないが、小さな事象を放置しておく
ことは大きなインシデントを招くことに繋がると考
えており、本件の対応を、今後も継続して取組みた
いと考えている。
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情報セキュリティ人材育成事業の紹介と取組み
高知工業高等専門学校
谷澤俊弘，岸本誠一，山本昌弘，佐藤公信，岩﨑洋平

1 はじめに

2 本事業の狙い

現代社会は高度情報化社会であり，あらゆる社

このような状況を踏まえ，H27 年度に国立高専

会活動は，インターネットを含む各種情報基盤上

機構は「情報セキュリティ人材育成事業」を開始

での情報処理技術に依存している。そのため，そ

し，高知高専がその拠点校として指定されること

の情報処理の各段階におけるセキュリティ上の脅

となった。国立高専機構が目指す本事業の全体的

威が生みだす社会的な影響の大きさは，以前とは

目標は，

比べものにならない。従って、高度な情報セキュ

• 実践力あるセキュリティスペシャリスト候補

リティ人材の育成やスキル向上並びに人材の量的

を輩出する（質的確保）

拡大が急務となるが，実際のところ，不足してい

• 既存学科のすべてにおいてセキュリティスキ

る情報セキュリティ人材は 8 万人とも言われる現

ルを持った学生を育成する（量的確保）

状である。（※独立行政法人情報処理推進機構
情報セキュリティ白書 2013 より）

の二点であり、具体的には下記３項目をめざし

これまで，国立高等専門学校機構（以下，国立

ている。

高専機構とする）は，社会から期待される実践的
かつ専門的な知識及び技術を有する創造的技術
者を育成すべくその教育に取り組んできた。しか
し，情報セキュリティ分野における教育実践はご
くわずかで，いくつかの高専で従来の情報系授業
に組み入れている程度である。さらにこれらの高
専においても情報セキュリティの授業における使
用教材等の選定や制作は各教員個人に委ねられ，
教育設計を踏まえた教材開発，教育実践および評
価の均一化が必ずしも図れていないのが現状で
ある。また，各分野における情報セキュリティの
重要性の観点がそれぞれ異なっており，学生の情
報セキュリティに対する関心や認識もまちまちで
ある。

1. 全高専生を対象とした教材を開発することに
より，情報セキュリティ教育を受けた毎年約

1 万人の高専生を社会に輩出し，情報セキュ
リティ人材の量的確保に貢献する。その教育
教材類はすべてオープンコンテンツ化され，
全ての国立高等専門学校において e-learning
で利用できることとする。

2. 高度な情報セキュリティ人材育成のための教
材開発を行い，その先に続く大学・大学院の
情報セキュリティ教育プログラム（enPiT 事
業等）や情報セキュリティ関連の外部コンテ
ストへ挑戦できる高いスキルを持った高専生
を輩出する。

3. 情報セキュリティ教育を実施するための指導
教材，演習課題，試験問題も開発し，企業ニー
ズや技術動向等の調査も行う。
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この目標を達成するため，本年度（平成 28 年

カリキュラムとして想定される授業，演習などを

度）から，本事業は，全国を大きく 5 ブロック

網羅し，実践力を習得できることを根幹においた

に分け，各ブロックに拠点校を 1 校，実践校を 2

構成，内容とした。なお，この素案については現

校程度ずつ配置し，各ブロックで，教員対象講習

在もブラッシュアップ中である。

会の開催，教材作成，情報セキュリティ分野のカ

3.4

関係機関との連携活動の模索

リキュラムにスキルの紐付け，関係機関との連携

関係する中央省庁，情報セキュリティ関連の先

活動の模索，各種広報活動等を分担し，連携しな

進的な研究を推進する大学等の研究機関，各種 IT

がら，目標達成のための具体的な取組みをさらに

企業やセキュリティベンダー，および，セキュリ

推進していくこととなった。その中で，高知高専

ティキャンプあるいはセキュリテイコンテスト実

は，全体の活動を統括する中核拠点校であると同

施事務局やその講師陣との情報共有，協力・支援

時に，第四（中四国）ブロック拠点校としての役

関係の構築を進めた。

割を担うこととなっている。

3.5

本オーガナイズドセッションでは，本事業の狙
いおよび平成 27 年度から平成 28 年度現時点まで
の本事業の取組みについて報告する。

事業の広報として、パンフレットを作成し、ホー
ムページを立ち上げた。

4 平成 28 年度の本校の取組み（現時点
での予定も含む）

3 平成 27 年度の成果について
3.1

各種広報活動

教員対象講習会の開催

4.1

セキュリティジュニアキャンプの開催

全国高専の教員対象情報セキュリティ講習会を

平成 27 年度に引き続き，本年度も情報セキュ

全 3 回，全国高専の情報系教員対象情報セキュ

リティ技術に関心のある中学生を対象としたセ

リティ講習会を全 2 回，高専教員セキュリティ・

キュリティジュニアキャンプを 6 月に開催した。

ネットワークの基盤となるセキュリティ講習会を

さらに，そのキャンプと並行して一般聴衆を対象

1 回開催した。

とした情報セキュリティ講習会も開催した。

3.2

教材作成

4.2

低学年で使用するための共通教材に加え，各工

全国高専フォーラムでのオーガナイズドセ
ッションの開催

学専門分野における情報セキュリティの意識付け

全国高専フォーラムにおいて，本事業主体の

を踏まえた高学年分野別教材を作成した。いずれ

セッションを開催し，CTF (Capture The Flag) 形

の教材も e-learning 教材等の使い勝手に優れた教

式の情報セキュリティ技術体験のための講習会を

材を目指した。

開催する予定である。

3.3

情報セキュリティ分野のカリキュラムにス

4.3

キルの紐付け

警察庁出前授業の開催

8 月下旬に警察庁から派遣された講師陣による

高等専門学校における情報セキュリティ分野の

高知高専学生有志を対象としたセキュリティ講習

教育カリキュラムにおける授業シラバスや科目関

会を実施する予定である。

連の作成について，授業科目，学習到達目標，お

4.4

演習環境の整備と作成教材の使用

よび授業内容を含めたシラバスの骨格となる素

情報セキュリティ関連の各種演習を実施するた

案を作り，今後、情報セキュリティ技術者が備え

めに必要となる隔離されたネットワーク環境を

るべきスキルを紐付けることを目的として，情報

有する専用の演習環境を整備する予定である。ま

セキュリティ分野で考えられる授業科目をリスト

た，本事業で作成された教材を実際の教育活動で

アップした。これらは，情報セキュリティ分野の

使用し，その効果を検証していく予定である。
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クラウドベースの
セキュリティ対策
鶴岡⾼専

佐藤

淳

平成２８年度全国⾼専フォーラム（岡⼭⼤学）

Enterprise Mobility Suite (EMS)
Azure Active Directory (Azure AD) プレミアム
◆ハイブリッド ID 管理機能を提供する。
Microsoft Intune
◆モバイル デバイスおよび PC の管理機能を
提供する。
Azure Rights Management Services (Azure RMS)
◆データの保護機能を提供する。
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Microsoft Advanced Threat Analytics （ATA）
損害が発⽣する前に⾼度なセキュリティ攻撃を特定するためのオンプレミス ソリューション

⾏動分析

既知の攻撃および
問題の検出

⾼度な脅威の検出

http://cdn‐ak.f.st‐hatena.com/images/fotolife/K/Kango/20160720/20160720002528.png
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不正アクセスにより漏えいした情報
校務⽤サーバー(校内LAN) 4校
◦ 約7,000件
◦ 教員、⽣徒の個⼈情報
◦ 9,589⼈分 (精査中)
学習⽤サーバー(校内LAN) 6校
◦ 約14万6千件
◦ 主に教材コンテンツ、⼀部⽣徒の⽒名、部活動、趣味
◦ ⼈数（調査中）
SEI‐NET 7校
◦ 7件
◦ 教員のID・⽒名・メールアドレス、⽣徒のID・⽒名
◦ 教員579⼈分、⽣徒5,502⼈分

Intune
（脆弱性管理）

AzureAD、ATA
（不正アクセス監視）

AzureAD
（多要素認証）
ATA
（問題の検出）

RMS
（暗号化、トレーサビリティ、等）
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2016年6⽉に複数の組織で確認されたマルウェア
感染インシデントについてまとめてみた
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20160626/1466954474
◦
◦
◦
◦
◦
◦

新城市
静岡市
御前崎市
三豊市
群⾺県
⼩⼭市

不明(6⽉21⽇に判明)
2016年6⽉21⽇18時頃
2016年6⽉21⽇
2016年6⽉21⼣⽅
2016年6⽉21⽇
2016年6⽉23⽇

不明
静岡県警
静岡県警
⾹川県警
不明
栃⽊県警

JTBへの不正アクセスについてまとめてみた
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20160614/1465925330
佐賀県の教育情報システム「SEI‐NET」と校内LANへの不正アクセス事案についてまとめ
てみた
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20160627/1467041904

群⾺県
ばらまき型メールと報道
メールには「お疲れ様です。請求書をお送りします。」等と書かれていた。
2016年6⽉2⽇〜6⽇かけて不審な通信が発⽣した。
感染PCには観光物産課とやり取りのあった企業、県⺠318名分の個⼈情報(⽒名、住所、
電話番号等)が含まれていた。
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⼩⼭市
標的型メールと報道。
「請求⽂書」等と書かれたもの。
⼩学校１校、中学校2校で感染。
職員が学校内PCで添付ファイルを開封、その後動作が不安定に。
市教委のサーバーより不正通信の発⽣が確認されたとの情報提供を栃⽊県警より受領。
群⾺県警はサイバーパトロール中に確認したとの報告。
不正通信回数は合計363回。

PCに保存されていた最⼤約1600名分の児童、⽣徒の個⼈情報が漏えいした可能性があ
る。

その他には学校の教育計画等のデータも含まれる。

まとめ

クラウドを活⽤した、
段階的な多層防御

認証、暗号化、バックアップ等

全⽅位のセキュリティ
情報基盤、デバイス、等

OT（Operational Technology）を重視したセキュリティ
参考︓
OECDの情報セキュリティガイドライン
C︓機密性（Confidentiality）、I︓完全性（Integrity）、A︓可⽤性（Availability）
ISO/IEC 27001(JIS Q 27001)
C I A に加えて、
「責任追跡性」（Accountability）、「真性性」（Authenticity）、「信頼性」（Reliability）
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参考資料

Azure AD
◆異常なアクティビティ

◆アクティビティ ログ
◆統合アプリケーション
◆ Rights Management
◆外部アクセス
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異常なアクティビティ
◦ 不明なソースからのサインイン

◦ 追跡されないサインインの試⾏を⽰す場合があります。

◦ 複数のエラー発⽣後のサインイン

◦ ブルート フォース攻撃の成功を⽰す場合があります。

◦ 複数の地域からのサインイン

◦ 複数のユーザーが同じアカウントでサインインしていることを⽰す場合があります。

◦ 資格情報が脅かされているユーザー
◦ 資格情報が脅かされているユーザー

◦ 資格情報が漏洩したユーザー
◦ 資格情報が漏洩したユーザー

◦ 疑わしいアクティビティを⽰す IP アドレスからのサインイン
◦ 持続的な侵⼊の試⾏後のサインインの成功を⽰す場合があります。

◦ 感染の疑いのあるデバイスからのサインイン

◦ 感染の疑いのあるデバイスからサインインしようとした可能性があります。

◦ 不規則なサインイン アクティビティ

◦ ユーザーのサインイン パターンに照らして異常なイベントを⽰す場合があります。

◦ 異常なサインイン アクティビティのユーザー

◦ アカウントが侵害された可能性があるユーザーを⽰します。
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高専機構CSIRTの始動
高専機構 情報戦略推進本部 情報セキュリティ部門
松野良信(有明高専)
csirt＠kosen-k.go.jp
yoshi＠ariake-nct.ac.jp
平成28年度全国高専フォーラム＠岡山大学
2016/8/25(木)
高専機構CSIRT

1

今日の内容
•
•
•
•
•

今更ながら情報セキュリティの脅威
最近の国立高専の情報セキュリティ状況
情報セキュリティ対策の基本?
高専機構CSIRT始動!!
やること
やらなきゃいけないこと
やりたいこと
高専機構CSIRT
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2

情報セキュリティ10大脅威2016
• (独)情報処理推進機構[IPA]の
解説資料
• 「10大脅威選考会」約100名の
投票により、情報システムを取
巻く脅威を順位付けして解説
• 2015年に発生したセキュリティ
事故や攻撃の状況
(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2016」 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html

高専機構CSIRT

3

情報セキュリティ10大脅威2016より
• IT環境の変化

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2016」 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html 4
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情報セキュリティ10大脅威2016より
• 攻撃手法と攻撃の目的

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2016」 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html 5

2015年の10大脅威(総合)

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2016」 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html 6
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2015年の10大脅威(個人・組織別)

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2016」 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html 7

国立高専のインシデント等発生状況
• 平成28年度の状況(高専機構CSIRT把握分)
– 情報流出 1件
– DDoS攻撃 1件
– メールアドレス詐称 1件
– マルウェア感染(疑い含む) 10件
(内 メール経由9件, リモートアクセス経由1件)

高専機構CSIRT
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8

メール添付のマルウェアの例
• 8/23の朝に届いた添付ファイル
• エンドポイントで未検出

約3時間

VirusTotal https://www.virustotal.com/ja/

高専機構CSIRT

9

平成27年度標的型メール訓練[開封率]
■実施結果（全体）
メール送信⼈数

開封⼈数

開封率

１回⽬（平成27年12⽉22⽇送信）

1,080

172

15.9 %

２回⽬（平成28年2⽉1⽇送信）

1,900

290

15.3 %

■実施結果（職種別）
管理職
教員
事務職員
技術職員

メール送信⼈数

開封⼈数

開封率

１回⽬

260

39

15.0 %

２回⽬

270

46

17.0 %

１回⽬

371

62

16.7 %

２回⽬

840

133

15.8 %

１回⽬

287

51

17.8 %

２回⽬

632

80

12.7 %

１回⽬

162

20

12.3 %

２回⽬

158

31

19.6 %
10
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平成27年度標的型メール訓練
[アンケート回答]
■開封者のアンケート回答
アンケート内容

１回⽬

２回⽬

１

習慣で開封した

35 %

21 %

２

不審に思ったが所属している組織（会社・団体など）に
関係する内容と考え，開封した

27 %

32 %

３

不審な点はないと判断して開封した

21 %

30 %

４

不審に思ったが⾃分の業務に直接関係する内容と考え，
開封した

17 %

12 %

５

不審に思ったが気にせず開封した

0%

5%

高専機構CSIRT

11

マルウェア感染対策
• ウィルス対策ソフトウェアの未検知
• ユーザの認知と行動
入口対策の限界・感染することを前提
• 出口対策との併用
• ユーザの意識向上
• 感染時の速やかな被害拡大防止!!
高専機構CSIRT
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12

平成27年度標的型メール訓練
[報告件数]
■開封者の報告件数（各⾼専情報セキュリティ担当部署への報告件数）
合計

メール送信
⼈数

送信に対する
報告件数

送信に対する
報告率

開封した
⼈数

開封者の
報告件数

開封者の
報告率

2,980

576

19.3 %

462

229

49.6 %

（１回⽬）

1,080

209

172

142

（２回⽬）

1,900

367

290

87

高専機構CSIRT

13

ということで高専機構CSIRT
• 高専機構の情報戦略推進本部
– 総合企画調整部門
– 教育系システム部門
– 研究系システム部門
– 情報基盤部門
– 業務系システム部門
– 情報セキュリティ部門 ≒高専機構CSIRT
平成28年4月から
高専機構CSIRT
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14

高専機構CSIRTでやること
• 情報セキュリティ監査の実施
– 3年で全国立高専を一巡

• 情報セキュリティ関連教育・研修
– e-Learning, メール訓練, 講演, 実習…

• 情報セキュリティポリシー・関連規程類の
改訂
• IT資産管理
– システムが今年度更新

• 高専機構CSIRTとしての情報提供
高専機構CSIRT

15

高専機構CSIRTで
やらなきゃいけないこと
• インシデントレスポンス
– 基本的には都度対応
– 危機管理としての体制構築

• 情報セキュリティ対策基本計画の策定
– 国立大学法人等に求められている

高専機構CSIRT
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高専機構CSIRTでやりたいこと
• 入口出口対策の強化
– ファイアウォール, ウィルス対策…

• 内部の不正トラフィックの検知
• 各高専の情報センタとの協調
– 顔の見えるインシデントチームに!!
– 呼ばれたら行ってみるとか?

• 他組織のCSIRT等との連携
高専機構CSIRT

17

まとめ
• まだまだ未熟なCSIRT
– メンバ8人, メンバのスキル向上

• 警察的より、消防的に!!
– 予防のための取り組み
– インシデント発生したら火消しに徹する

これからもよろしくお願いします。(_o_)
高専機構CSIRT
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