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プログラム概要
　インターネットを代表とする、情報通信ネットワークの整備、および、情報通信技術の高度な活用にともない、
サイバーセキュリティに対する脅威も深刻化しています。サイバー攻撃は社会に対して重大な影響を及ぼし続
けており、攻撃による個人情報の漏洩や知的財産の流出が社会に与えるダメージは計り知れません。経団連か
らも「サイバーセキュリティ対策の強化に向けた提言」（平成27年２月17日）がなされ、サイバーセキュリティ
対策などの重要性について特に言及されるとともに、人材育成に関して企業と大学の連携の重要性について述
べられています。サイバーセキュリティ分野は大変重要であるにもかかわらず、現在、人材は大きく不足して
いる状況です。
　東京工業大学は、このような社会的要請に応え、2016年４月にサイバーセキュリティ特別専門学修プログラ
ムを開設しました。このサイバーセキュリティ特別専門学修プログラムでは、野村総合研究所を中心として、
楽天、NTT、産業技術総合研究所、内閣サイバーセキュリティセンターとも連携することにより、サイバーセ
キュリティの実践的な内容を学ぶとともに、東京工業大学の情報・通信分野の特色である理論分野の強みも活
かし、理論的背景にある知識も同時に学ぶことができます。

野村総合研究所, 楽天, NTT, 産業技術総合研究所, 内閣サイバーセキュリティセンターの協力による
In collaboration with NRI, Rakuten, NTT, AIST, and NISC

開設学院  情報理工学院

関連学院 系・コース  工学院 情報通信系・情報通信コース

サイバーセキュリティ
特別専門学修プログラム
Progressive Graduate Minor in Cybersecurity

NRI・東工大 サイバーセキュリティ
  教育研究共創プログラム

情報理工学院
サイバーセキュリティ研究センター

野村総合研究所（NRI）と東京工業大学は、サイバーセキュリティ分野における教育研究
共創プログラムを2016年4月に立ち上げました。この共創プログラムをコアとして特別専
門学修プログラムがデザインされています。ここでは、NRI の研究者と本学の教員が共同
でサイバーセキュリティ分野において研究を行うとともに、NRI の有する高度な知見を本
学における教育に活用します。この教育と研究の相乗効果により、NRI と本学はサイバー
セキュリティ分野における人材育成および研究進展に大きく貢献することを目指します。

東京工業大学情報理工学院は2017年4月にサイバーセキュリティ研究センターを立ち上げ
ます。このセンターでは、社会から強く要請されているサイバーセキュリティに関する教
育と研究を産学官連携の下に進め、幅広い観点からの充実したサイバーセキュリティ教育
の提供、ならびに高度なサイバーセキュリティ技術の開発を推進し、サイバーセキュリ
ティの教育ならびに研究に寄与することを目指します。
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Progressive Graduate Minor in Cybersecurity

プログラム修了要件
　特別専門学修科目から、必修科目の２単位、および、選択必修科目から４単位以上を含む、計８単位以上（た
だしコースで標準学修課程としている科目を除く）の取得を修了要件とします。

履修にあたって
　履修にあたっては、プログラム履修前に特別専門学修担当教員の指導を受け履修計画を立ててください。近
くに担当教員がいない場合はプログラム主査の田中圭介に連絡してください。

履修対象者
　修士課程、博士後期課程、または、専門職学位課程に在籍する学生とします。履修を認めないコースは設
定しません。

特別専門学修科目（科目コード 科目名 単位数 標準学修課程としているコース 必修等）

 専門科目400番台
MCS.T403 統計的学習理論 ２-０-０ MCSコース
MCS.T404 計算論理学 ２-０-０ MCSコース
MCS.T405 アルゴリズム論 ２-０-０ MCSコース
MCS.T411 計算量理論 ２-０-０ MCSコース
CSC.T421  ヒューマンコンピュータインタラクション ２-０-０ CSCコース
CSC.T425 並行システム論 ２-０-０ CSCコース
CSC.T431  先端システムソフトウェア ２-０-０ CSCコース
ICT.C401 現代暗号理論 ２-０-０ ICTコース

XCO.T473 サイバーセキュリティ概論 ２-０-０ 選択必修科目
XCO.T474 サイバーセキュリティ暗号理論 ２-０-０ 選択必修科目
XCO.T478 サイバーセキュリティガバナンス １-１-０ 選択必修科目
XCO.T475 サイバーセキュリティ攻撃・防御第一 １-１-０ 選択必修科目
XCO.T476 サイバーセキュリティ攻撃・防御第二 １-１-０ 選択必修科目
XCO.T477 サイバーセキュリティ攻撃・防御第三 １-１-０ 必修科目

 専門科目500番台
MCS.T502 関数型プログラミング ２-０-０ MCSコース
MCS.T503 プログラミング言語設計論 ２-０-０ MCSコース
MCS.T507 統計数理 ２-０-０ MCSコース
MCS.T508 暗号理論 ２-０-０ MCSコース
MCS.T509 ソフトウェア検証論 ２-０-０ MCSコース
CSC.T523 先端データ工学 ２-０-０ CSCコース
CSC.T525 先端情報セキュリティ ２-０-０ CSCコース
ICT.C506 情報通信ネットワーク特論 ２-０-０ ICTコース

 プログラム主査　田中圭介（情報理工学院  教授）

 e-mail  keisuke@c.titech.ac.jp　 TEL  03 - 5734 - 3884　　

特別専門学修プログラム
および教育研究共創プログラム

に関する問合わせ先

カリキュラムは情報理工学院に開設する

の6科目を中心とする特別専門学修科目から構成されています。

●サイバーセキュリティ概論 （１Q, ２-０-０）

●サイバーセキュリティ暗号理論 （３Q, ２-０-０）

●サイバーセキュリティガバナンス （３Q, １-１-０）

●サイバーセキュリティ攻撃・防御第一 （２Q, １-１-０）

●サイバーセキュリティ攻撃・防御第二 （３Q, １-１-０）

●サイバーセキュリティ攻撃・防御第三 （４Q, １-１-０） 



伊東 利哉 ［情報理工学院／教授］
計算機科学の諸問題に対する 
アルゴリズムの設計とその理論解析
アルゴリズムの設計とその理論解析を行っています。具体的には、
オンライン・アルゴリズムの設計、最適選好マッチングの設計、局
所復号可能符号の設計とその理論解析を行っています。

Toshiya Ito

❶ titoh@c.titech.ac.jp　❷なし　❸すずかけ台キャンパス　Ｇ２棟1013　❹数理・計算科学系　数理・計算科学
コース　❺オンライン・アルゴリズム、乱択アルゴリズム、離散数学

小池 英樹 ［情報理工学院／教授］

高度情報技術による実世界と人の拡張

CG や画像認識を用いた新しいインタラクション手法の研究。例え
ば、テーブル型ディスプレイ上でのジェスチャ認識、センサ内蔵
ボールの開発と画像合成、情報セキュリティのためのログ視覚化な
どを行っています。

Hideki Koike

❶koike@c.titech.ac.jp　❷http://www.vogue.cs.titech.ac.jp　❸大岡山キャンパス　西８号館Ｅ棟402　❹情報
工学系　情報工学コース　❺human-computer interaction、computer vision、computer graphics

尾形 わかは ［工学院／教授］

暗号技術を使って何ができるか考えよう

ネット社会をより快適にするために、暗号方式、メッセージや通信
相手の認証、プライバシーを守りつつ有用な情報を計算する秘密計
算などの暗号技術を、どう組み合わせれば安全性が保てるのか、理
論的に解明します。

Wakaha Ogata

❶ogata.w.aa@m.titech.ac.jp　❷http://www.security.mot.titech.ac.jp/index.html　❸大岡山キャンパス　西９
号館Ｗ棟102　❹情報通信系　情報通信コース　❺暗号理論、暗号プロトコル、証明可能安全

特別専門学修担当教員

一色 剛 ［学術国際情報センター／教授］

SW/HWを統合した高機能システム設計論の構築

SW 記述による集積回路・高機能プロセッサ設計手法と SW/HW
を統合したシステムレベル設計手法の研究をベースに、画像信号・
認識処理や IoT デバイス・IoT セキュリティへの応用を進めてい
ます。

Tsuyoshi Isshiki

❶ isshiki@ict.e.titech.ac.jp　❷http://www.vlsi.ce.titech.ac.jp/index-j.html　❸大岡山キャンパス　南3号館521
室　❹情報通信系・情報通信コース　❺集積回路設計、システム設計、IoT デバイス設計

島川 昌也 ［情報理工学院／助教］

数学を使って、安全なソフトウェアを

論理や代数などを用いる形式的（数学的）なアプローチによって、
ソフトウェアやプロトコルが安全であるかを検証する手法や、
安全なソフトウェアを自動的に構成する手法について研究してい
ます。

Masaya Shimakawa

❶shimakawa@c.titech.ac.jp　❷なし　❸大岡山キャンパス　西8号館E 棟804　❹情報工学系　情報工学コース　
❺形式手法、システム検証、システム合成
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❶メールアドレス　❷ホームページ　❸所在地　❹主担当系・コース　❺研究キーワード

田中 圭介 ［情報理工学院／教授（プログラム主査）］
情報セキュリティに 
数学的な視点からアプローチする
情報通信ネットワークの安全を守るのが情報セキュリティです。
私の研究室ではこの情報セキュリティに数学的視点からアプロー
チします。具体的には暗号理論を中心にサイバーセキュリティも
扱います。

Keisuke Tanaka

❶keisuke@c.titech.ac.jp　❷http://www.is.titech.ac.jp/~keisuke/lab/index-j.html　❸大岡山キャンパス　西８
号館Ｗ棟1108　❹数理・計算科学系　数理・計算科学コース　❺暗号理論、情報セキュリティ、計算理論、数学

友石 正彦 ［学術国際情報センター／教授］

ネットワークの技術、運用、安全性の追求

ネットワークの技術、運用、安全について研究を行うとともに、
NOC チームとともに、キャンパスネットワーク、無線ネットワー
クの設計、導入、運用、セキュリティ機器、支援ツールの導入・開
発を行っています。

Masahiko Tomoishi

❶ tomoishi@noc.titech.ac.jp　❷http://www.noc.titech.ac.jp/index.html　❸大岡山キャンパス　南３号館1012　
❹東工大NOC　❺ネットワーク運用技術、キャンパスネットワーク運用管理

西崎 真也 ［学術国際情報センター／教授］

理論を応用へ

プログラミング言語の理論的研究や、ソフトウェアに関連する数理
論理学をどのように応用していくかということについて研究してい
ます。

Shin-ya Nishizaki

❶nisizaki@c.titech.ac.jp　❷http://www.lambda.cs.titech.ac.jp/　❸大岡山キャンパス　西８号館Ｅ棟802
❹情報工学系　情報工学コース　❺プログラミング言語理論、ソフトウェア検証論

Progressive Graduate Minor in CybersecurityProgressive Graduate Minor in Cybersecurity

首藤 一幸 ［情報理工学院／准教授］

たくさんのコンビュータでできること

首藤研究室は、ソフトウェアとネットワークに取り組む研究室です。
数台から数百万台以上までのコンピュータを逮携させる方法の追
求と、連携することで初めてできることの研究をしています。

Kazuyuki Shudo

❶shudo@c.titech.ac.jp　❷http://www.shudo.is.titech.ac.jp/　❸大岡山キャンパス　西8号館W 練807　❹数
理・計算科学系 数理・計算科学コース　❺分敗システム、ソフトウェア、コンビュータネットワーク、インターネット

Xavier Défago ［情報理工学院／教授］

分散システムは協調と一貫性？

分散システム (Cloud、IoT、群ロボット等 ) では、逆境的な状況
においても、意思決定ができ一貫性を保証できる能力が重要です。
分散システムの高信頼性を高める理論および実践の研究を行って
います。

Xavier De´ fago

❶defago@c.tiitech.ac.jp　❷http://www.coord.c.titech.ac.jp/　❸大岡山キャンパス　西8号館E 練803　❹情報
工学系 情報工学コース　❺分散アルゴリズム、高信頼性、ミドルウェア、自律分散ロポット群
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特別専門学修担当教員

南出 靖彦 ［情報理工学院／教授］
未来のソフトウェアのための 
科学的基盤を開拓しよう
プログラミング言語や計算モデルなどのソフトウェアの基礎とな
る理論を研究し、ソフトウェアの安全性や正しさを検証する理論・
技術の確立を目指しています。 

Yasuhiko Minamide

❶minamide@c.titech.ac.jp　❷http://www.is.titech.ac.jp/~minamide/group/　❸大岡山キャンパス　西８号館
W 棟806　❹数理・計算科学系　数理・計算科学コース　❺ソフトウェア検証、プログラミング言語、計算モデル

山岡 克式 ［工学院／准教授］
豊かな未来社会の基盤となる
情報通信ネットワーク技術の創出
インターネットや、NGN などの電話網をはじめとする、未来高度
情報社会の基盤となる情報通信ネットワークを対象として、将来を
見据えたネットワーク制御技術を、理論と実装の両面から研究して
います。

Katsunori Yamaoka

❶yamaoka@ce.titech.ac.jp　❷http://www.net.ce.titech.ac.jp　❸大岡山キャンパス　南3号館308　❹情報通
信系　情報通信コース　❺情報通信ネットワーク、インターネット、電話網、通信品質制御

横田 治夫 ［情報理工学院／教授］
セキュアで
ディペンダブルなデータ処理
身の回りの大量データを信頼できるように蓄積し、有効に活用する
事が求められる中、セキュアでディペンダブルなデータ格納方法や
インテリジェントなデータ処理に関して研究を行っています。

Haruo Yokota

❶yokota@c.titech.ac.jp　❷http://yokota-www.cs.titech.ac.jp/index.html.ja　❸大岡山キャンパス　西８号館
Ｅ棟705　❹情報工学系　情報工学コース　❺データベースシステム、ディペンダブルデータ処理、セキュアデータアク
セス、インテリジェントコンテンツ検索

松浦 知史 ［学術国際情報センター／准教授］
研究/教育を促進させるセキュアな環境の実現
CERTは情報セキュリティ専門チームです。東工大における研究/教育/
事務活動等を促進させるため、安全な計算機環境が構築できるようサ
ポートする事がCERT の役割です。セキュリティ事案発生時における緊
急対応を行うほか、セキュリティ情報の発信、学内の脆弱性調査など事
前対応に重きを置いた情報セキュリティに関わる活動を行っています。

Satoshi Matsuura

❶matsuura@gsic.titech.ac.jp　❷http://cert.titech.ac.jp　❸大岡山キャンパス　南３号館1014　❹東工大CERT　
❺ IoT （Internet of Things）、分散処理、データ分析、情報セキュリティ運用技術

増原 英彦 ［情報理工学院／教授］

プログラミングをもっと楽しく

プログラミング言語・環境の理論・設計・実現方式が主なテーマで
す。特に先進的なモジュール化技術、高性能化、ソフトウェア開発
環境の改善などプログラミング言語に関する様々な側面を追求して
います。

Hidehiko Masuhara

❶masuhara@c.titech.ac.jp　❷http://prg.is.titech.ac.jp/ja/　❸大岡山キャンパス　西８号館Ｗ棟906　❹数理・
計算科学系　数理・計算科学コース　❺プログラミング言語、ソフトウェア開発環境、ソフトウェア科学
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Progressive Graduate Minor in CybersecurityProgressive Graduate Minor in Cybersecurity

❶メールアドレス　❷ホームページ　❸所在地　❹主担当系・コース　❺研究キーワード

渡部 卓雄 ［情報理工学院／教授］
プログラムとプログラミングを扱う
プログラムの追求
自己反映計算（プログラムやその実行機構をプログラム自身から参
照・変更すること）とその関連技術、並行計算系とその実装方式、
計算機言語の設計と実装、および形式手法の応用についての研究を
行っています。

Takuo Watanabe

❶ takuo@c.titech.ac.jp　❷http://www.psg.cs.titech.ac.jp/　❸大岡山キャンパス　西８号館Ｅ棟805　❹情報工
学系　情報工学コース　❺自己反映計算、並行計算、計算機言語、形式手法

脇田 建 ［情報理工学院／准教授］

超高次元の世界を自在に旅する

対話的超高次元可視化技術の研究では複雑に絡まった社会ネット
ワークやビッグデータを優しく紐解きます。高次元世界で迷子に
ならずに、目当ての構造をすばやく把握できることを目指してい
ます。

Ken Wakita

❶wakita@c.titech.ac.jp　❷http://www.is.titech.ac.jp/~wakita/　❸大岡山キャンパス　西８号館Ｗ棟907
❹数理・計算科学系　数理・計算科学コース　❺社会ネットワーク解析、情報可視化、プログラミング言語

渡辺 治 ［情報理工学院／教授］
私たちは「計算」とその可能性を探究しています

コンピュータは今やいたるところにあり、我々は日々、「計算」を
使っています。しかし、「計算」については、わからないことが沢
山あります。私たちは、その神秘の解明にアルゴリズムの観点か
ら取り組んでいます。

Osamu Watanabe

❶watanabe@c.titech.ac.jp　❷http://www.is.titech.ac.jp/~watanabe/lab/index.htm　❸大岡山キャンパス　
西８号館Ｅ棟1007　❹数理・計算科学系　数理・計算科学コース　❺計算の理論、アルゴリズムの設計と解析、計算複
雑さの理論、計算論的学習理論
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特定教員

上田 健吾 Kengo Ueda  ［特定准教授］
NRI セキュアテクノロジーズ 事業開発部 主任
担当科目 :サイバーセキュリティ攻撃・防御第一、サイバーセキュリティ攻撃・防御第三

草川 恵太 Keita Xagawa  ［特定准教授］
NTT セキュアプラットフォーム研究所 データセキュリティプロジェクト 
セキュリティ基盤研究グループ 研究員
担当科目 :サイバーセキュリティ暗号理論

謝 佳龍 Chia-Lung Hsieh  ［特定助教］
楽天 IT セキュリティガバナンス部 システムセキュリティ室 チームリーダー
担当科目 :サイバーセキュリティ攻撃・防御第二

鈴木 大慈 Taiji Suzuki  ［特定准教授］
東京大学 大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻 准教授
担当科目 :サイバーセキュリティ概論

菅谷 光啓 Mitsuyoshi Sugaya   ［特定教授］
NRI セキュアテクノロジーズ 取締役 フェロー
担当科目 :サイバーセキュリティ攻撃・防御第一、サイバーセキュリティ攻撃・防御第三

時田 剛 Go Tokita   ［特定准教授］
NRI セキュアテクノロジーズ 事業推進部 主任
担当科目 :サイバーセキュリティ攻撃・防御第一、サイバーセキュリティ攻撃・防御第三

西巻 陵 Ryo Nishimaki   ［特定准教授］
NTT セキュアプラットフォーム研究所 データセキュリティプロジェクト 
セキュリティ基盤研究グループ 研究主任
担当科目 :サイバーセキュリティ暗号理論

福本 佳成 Yoshinari Fukumoto   ［特定教授］
楽天 セキュリティ担当執行役員
担当科目 :サイバーセキュリティ攻撃・防御第二

松田 隆宏 Takahiro Matsuda   ［特定准教授］
産業技術総合研究所 情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 研究員
担当科目 :サイバーセキュリティ暗号理論

間宮 正行 Masayuki Mamiya   ［特定教授］
内閣サイバーセキュリティセンター 政府機関総合対策グループ
サイバーセキュリティ監査官
担当科目 :サイバーセキュリティガバナンス

劉 育儒 Yu-Lu Liu   ［特定助教］
楽天 IT セキュリティガバナンス部 システムセキュリティ室 副室長
担当科目 :攻撃・防御第二

特別専門学修担当教員 コアカリキュラム科目
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サイバーセキュリティ概論

● 授業担当教員 特別専門学修担当教員全員

● 開講クォーター 1Q

● 単位 2-0-0

● 科目コード XCO.T473

● 曜日・時限（講義室） 火3-4 (W531) 金3-4 (W531)

　本講義ではサイバーセキュリティの概要を学びます。また
サイバーセキュリティを理解するために背景にある理論的
な内容について学びます。具体的には、理論計算機科学、数
理科学、暗号理論、ソフトウェア科学、ソフトウェア工学が、
ネットワークセキュリティ、システムセキュリティ、アプリ
ケーションセキュリティを含むサイバーセキュリティとど
のように関係するかについて理解することを目指します。

講義概要

授業計画
第１回 講義全体の概要 （田中 圭介 （情報理工学院））、および、サイバーセキュリティの基本的概念 （松浦 知史 （学術国際情報センター））

第２回 サイバーセキュリティの基本的構成要素 （友石 正彦 （学術国際情報センター））

第３回 サイバーセキュリティの基礎としての理論計算機科学 （渡辺 治 （情報理工学院））

第４回 サイバーセキュリティの基礎としてのアルゴリズム理論 （伊東 利哉 （情報理工学院））

第５回 サイバーセキュリティの基本要素としての暗号理論 （尾形 わかは （工学院））

第６回 情報通信ネットワーク、および、そのセキュリティ （山岡 克式 （工学院））

第７回 サイバーセキュリティの構成要素を理解するための演習形式授業 （田中 圭介 （情報理工学院））

第８回 並行システム、および、そのセキュリティ （西崎 真也 （学術国際情報センター））

第９回 データベース、および、そのセキュリティ （横田 治夫 （情報理工学院））

第10回 セキュリティ情報の可視化技術 （脇田 建 （情報理工学院））

第11回 ウェブセキュリティ、および、対策技術 （南出 靖彦 （情報理工学院））

第12回 機械学習、および、そのサイバーセキュリティへの適応可能性 （鈴木 大慈 （東京大学））

第13回 形式手法とセキュアプログラミング （渡部 卓雄 （情報理工学院））

第14回 サイバーセキュリティにおける不正侵入検知 （小池 英樹 （情報理工学院））

第15回 プログラミング言語設計、および、そのサイバーセキュリティへの応用 （増原 英彦 （情報理工学院））

Progressive Graduate Minor in CybersecurityProgressive Graduate Minor in Cybersecurity

授業計画
第１回 講義全体の概要、公開鍵暗号のモデル 

第２回 公開鍵暗号の基本的な方式

第３回 公開鍵暗号の基本的な方式に対する安全性証明

第４回 公開鍵暗号の先端的な方式

第５回 公開鍵暗号の先端的な方式に対する安全性証明

第６回 署名のモデル

第７回 署名の基本的な方式 

第８回 署名の基本的な方式に対する安全性証明     

第９回 署名の先端的な方式      

第10回 署名の先端的な方式に対する安全性証明 

第11回 特殊な機能をもつ公開鍵暗号のモデル  

第12回 特殊な機能をもつ公開鍵暗号の基本的な方式      

第13回 特殊な機能をもつ公開鍵暗号の基本的な方式に対する安全性証明 

第14回 特殊な機能をもつ公開鍵暗号の先端的な方式          

第15回 特殊な機能をもつ公開鍵暗号の先端的な方式に対する安全性証明

　本講義ではサイバーセキュリティの基本要素として暗号
理論を学びます。特に、サイバーセキュリティに関連する
暗号理論におけるモデル、方式、証明手法の理解を目指し
ます。

講義概要

サイバーセキュリティ暗号理論

● 授業担当教員 草川 恵太 （特定准教授）、西巻 陵 （特定准教授）、
松田 隆宏 （特定准教授）

● 開講クォーター ３Ｑ

● 単位 ２-０-０

● 科目コード XCO.T474

● 曜日・時限（講義室） 未定
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授業計画
第１回 オリエンテーション、最近のトピックス、情報セキュリティ管理の基本的な考え方

第２回 情報セキュリティ管理のための組織・体制・ルール、従業者の管理と教育訓練

第３回 情報セキュリティインシデントの対応と管理

第４回 情報資産のセキュリティ管理、施設・環境の情報セキュリティ管理、端末・媒体のセキュリティ管理

第５回 ネットワークのセキュリティ管理、情報セキュリティのシステム化

第６回 リスクアセスメント、情報セキュリティ監査

第７回 グループ会社および海外拠点の情報セキュリティ管理

第８回 情報セキュリティに関する法規則

第９回 金融機関における情報セキュリティに関する規則の概観、業態別の諸問題

第10回 制御系システムと情報セキュリティ、組み込み系システムと情報セキュリティ

第11回 情報の利用と情報セキュリティ管理、情報の安全管理

第12回 情報セキュリティ管理と人事・労務上の問題、情報セキュリティと広報

第13回 政府機関の情報セキュリティ、大学・研究開発機関の情報セキュリティ

第14回 情報セキュリティ対応計画の策定、教育訓練計画、業務委託の要求仕様書の作成

第15回 研究者にとっての情報セキュリティ、キャリアとしての情報セキュリティ

　本講義では、情報セキュリティに関わる管理施策の基本
的なフレームワークを理解し、セキュリティに配慮した企
業統治のための方法を習得します。また、情報セキュリ
ティに関する計画の立案や、経営層への提言、支援、報告
に関する方法の習得を目指します。

講義概要

サイバーセキュリティガバナンス

● 授業担当教員 間宮 正行 （特定教授）、 田中 圭介（教授）

● 開講クォーター ３Ｑ

● 単位 １-１-０

● 科目コード XCO.T478

● 曜日・時限（講義室） 水５-８ （講義室は未定）

サイバーセキュリティ攻撃・防御第一

● 授業担当教員 菅谷 光啓 （特定教授）、上田 健吾 （特定准教授）、
時田 剛 （特定准教授）

● 開講クォーター ２Ｑ

● 単位 １-１-０

● 科目コード XCO.T475

● 曜日・時限（講義室） 水５-８ （講義室は未定）

　本講義では、IT 技術を情報セキュリティの側面からと
らえ、システムやネットワークの開発・運用等において考
慮すべきセキュリティの要素技術や、その活用方法を学び
ます。各種セキュリティツールを用いた演習を通じて実践
的なスキルの習得を目指します。

講義概要

授業計画
第１回 オリエンテーション、インターネットと情報セキュリティ概説

第２回 インターネットとネットワーク １ （インターネットの仕組み、IP アドレス、DNS）    

第３回 インターネットとネットワーク ２ （TCP-IP プロトコルと解析手法）

第４回 インターネットとネットワーク ３ （ルーティング、NAT、VLAN、Firewall、VPN）

第５回 OS の仕組み １ （Windows OS とセキュリティ機能）

第６回 OS の仕組み ２ （UNIX/Linux OS とセキュリティ機能）

第７回 サービスの仕組み １ （ポート番号、Web サービス、メールサービス）    

第８回 サービスの仕組み ２ （FTP、TELNET/SSH、その他のサービス）

第９回 アプリケーション （OS ネイティブアプリケーション、Web アプリケーション、モバイルアプリケーション）

第10回 データベース （データベースの種類、構築、SQL インジェクションとその対策）

第11回 情報セキュリティの基礎 １ （脅威・脆弱性・リスク、識別・認証・認可）

第12回 情報セキュリティの基礎 ２ （攻撃の対象、マルウェア、バックアップ）

第13回 暗号 （暗号化の概念、暗号方式、認証方式、PKI）

第14回 セキュリティ運用 （セキュリティインシデント、インシデントハンドリング、侵入検知）

第15回 セキュア開発 （バッファオーバーフロー、クロスサイトスクリプティング等とその対策）

コアカリキュラム科目
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サイバーセキュリティ攻撃・防御第二

　本講義では、サイバーセキュリティの重要な要素である
Web セキュリティに注目します。特に、Web セキュリ
ティに関する攻撃と防御に関して現実的に役立つ知識の習
得を目指します。

講義概要

●授業担当教員 福本 佳成 （特定教授）、謝 佳龍 （特定助教）、
劉 育儒 （特定助教）

●開講クォーター ３Ｑ

●単位 １-１-０

●科目コード XCO.T476

●曜日・時限（講義室） 未定

授業計画
第１回 授業全体の概要、Web セキュリティの概要、OWASP Top Ten Project の概要

第２回 OWASP TOP １０　２０１３の Top １から３

第３回 OWASP TOP １０　２０１３の Top ４から６

第４回 OWASP TOP １０　２０１３の Top ７から１０

第５回 OWASP Broken Web Applications の概要

第６回 OWASP Broken Web Applications に関する演習 １

第７回 OWASP Broken Web Applications に関する演習 ２

第８回 OWASP Broken Web Applications に関する演習 ３

第９回 Local proxy に関する演習

第10回 HTTP プロトコルに関する演習

第11回 実践サイバーセキュリティ

第12回 ハンズオン形式によるハッキングトレーニング １

第13回 ハンズオン形式によるハッキングトレーニング ２

第14回 ハンズオン形式によるハッキングトレーニング ３

第15回 CTF チャレンジ

授業計画
第１回 オリエンテーション、Web アプリケーションセキュリティ基礎

第２回 入出力値検証 （XSS、SQL インジェクション、ディレクトリトラバーサル、OS コマンドインジェクション）

第３回 ユーザ認証 （アカウントハッキング、ブルートフォース、パスワードリマインダー）

第４回 セッション管理 （セッションハイジャック、セッションフィクセーション）

第５回 アクセスコントロール （権限昇格、なりすまし）

第６回 Web アプリケーション開発とセキュリティ

第７回 コンピュータフォレンジック概論

第８回 ファイルシステムの基礎 （物理構造、バイナリデータ、ファイルシステム、FAT、NTFS、ディスクイメージ、暗号化）

第９回 メモリフォレンジックの基礎 （メモリ、プロセス、ライブラリ、プロセス管理オブジェクト、メモリイメージ）

第10回 Windows アーティファクト解析の基礎

第11回 ファイルカービングの基礎 （削除ファイル復元、リストア機能）

第12回 アンチフォレンジック （アンチフォレンジックの概要、rootkit、タイムスタンプ）

第13回 フォレンジックツール （フォレンジックツール、IOC）

第14回 マルウェア解析の基礎 （マルウェアの概要、解析手法）

第15回 サイバーセキュリティ特別専門学修プログラムワークショップ

　本講義では Web アプリケーションへの攻撃と防御方法
を理解し、セキュリティに配慮したシステム開発・ネット
ワーク運用のための基礎を習得します。また、インシデン
ト対応時の調査手法（フォレンジック）を体験し、基礎知
識と簡易な調査手法の習得を目指します。

講義概要

サイバーセキュリティ攻撃・防御第三

●授業担当教員 菅谷 光啓 （特定教授）、上田 健吾 （特定准教授）、
時田 剛 （特定准教授）

●開講クォーター ４Ｑ

●単位 １-１-０

●科目コード XCO.T477

●曜日・時限（講義室） 水５-８ （講義室は未定）

Progressive Graduate Minor in Cybersecurity
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