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あらまし 不正侵入やコンピュータウイルスなどのセキュリティ被害の増大に伴い、優秀

なセキュリティ技術者の育成が重大な課題となってきている｡大学ならびに企業における

セキュリティ教育の実態を整理すると共に、今後のあるべき姿について言及する｡ 
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Abstract : Education and training to bring up excellent security engineers is becoming 
a serious subject with increase of security damage caused by an unauthorized intrusion 
and computer virus. We talk about the present status of the security education in a 
university and a company. Moreover, we show the desirable future way on security 
education. 
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１． はじめに 

図１ 大学および企業における教育
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 一般の職場の教育対象者は、幹部、一般

ユーザ、セキュリティ管理者、セキュリテ

ィ技術者に細分化される｡ 

インターネットの普及に伴い増大したセ

キュリティへの脅威の問題を解決するには

情報セキュリティ教育（以下、単にセキュ

リティ教育と呼ぶ）が不可欠であるといわ

れている。しかし、警察庁の調査によると１）、

２０００年時点においてセキュリティ教育

を実施している企業は１５．９％、官庁は

２７．６％、大学でも３２．７％と低く、

この強化が重要な課題であるといえよう。 
 
２． セキュリティ教育の分野と概要２） 

セキュリティ教育は、（１）教育の対象者、

（２）教育内容、（３）教育のスタイルなど

によっていろいろなものがある。 セキュリティ関連企業で働く人としては、

（１）ファイアウォールなどセキュリティ

ソフトの開発・設定・保守者や（２）ＰＫ

Ｉ（Public Key Infrastructure）などのセ

キュリティシステムの設計・構築を行うＳ

Ｅ、（３）セキュリティ監視などの運用者、

２．１ セキュリティ教育の対象 
セキュリティ教育の対象は、図 1 に示す

ように（１）企業や官庁などの職場で働く

人、（２）セキュリティ関連企業で働く人、

（３）大学などの学生に大別できる。 
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（４）セキュリティポリシーの作成などを

支援するコンサルタント、（５）セキュリテ

ィ監査人、そして（６）セキュリティ教育

を実施する人など多岐にわたる｡一般企業

だけでなく、これらの企業においてもセキ

ュリティ技術者の確保、育成に苦労してい

る｡ 
大学の学生への講義は、（１）一般ユーザ

としてのものと、（２）将来の企業などでの

セキュリティ技術者になるための基礎や、

（３）将来の大学の研究者になるための基

礎という位置付けがある。 
これらに対し教育を実施する機関として

は、大学、一般企業、セキュリティ教育専

門企業がある。 
 
２．２ セキュリティ教育の分野５） 
セキュリティ教育として考えられる分野

は、次に示すように整理することができる

（図 2 参照）。 

図２ セキュリティ教育の分野
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 （１）情報セキュリティの基礎技術（セ

キュリティへの脅威と対策の分類、アクセ

ス管理、暗号、電子透かしなど） 
（２）不正侵入対策の基礎（ハイテク犯

罪、主要な脆弱性、対策の概要、対策時

の基本方針など） 
（３）暗号応用技術（電子署名、暗号プ

ロトコルなど） 
（４）セキュリティプロトコル（ＩＰＳ

ＥＣ、ＳＳＬ、ＳＳＨ、ＸＭＬ署名など） 
（５）ＯＳ別セキュリティ（WINDOWS
セキュリティ、ＵＮＩＸセキュリティ、

など） 
（６）サイト別セキュリティ（メールセ

キュリティ、ＷＥＢセキュリティなど） 
（７）ウイルスの実態と対策（ウイルス

の分類、ＣＯＤＥＲＥＤ、ＮＩＭＤＡ、

ワクチン、セキュリティパッチなど） 
（８）不正侵入の実態と具体的対策（ポ

ートスキャン、クロスサイトスクリプテ

ィング攻撃、バッファーオーバフロー攻

撃、ファイアウォール、ハニーポット、

不正侵入検知、ログ解析など） 
（９）セキュリティ応用（電子商取引、

電子政府システムなど） 
（10）セキュリティマネージメント（セ

キュリティポリシー、ＩＳＯ１７７９９、

ISMS、ＩＳＯ１５４０８、リスク分析、

セキュリティ監査など） 
 これらの分類は、恣意的なものであり、

もっと大きくくくったり、細分化したり

することも可能であるが、ここに記述し

たような項目の教育が必要なことだけは

確かである｡また、セキュリティ技術など

の教育を効果的なものにするためには、

ＴＣＰ／ＩＰなどのネットワーク技術や、

ＯＳなどのコンピュータの知識が不可欠

である｡また、法律などの基礎知識がある

ことも望ましい｡ 
 
２．３ セキュリティ教育のスタイル５） 
一方、教育のスタイルでみると、次に示

すようなものが考えられる（図 3 参照）｡ 

図３ セキュリティ教育のスタイル
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 （１）通常の講義形式で実施するもの：

大学および企業において広く実施されてい

る。 
（２）実習や実技形式で実施するもの：

実際の侵入や侵入検知などを、ツールを

使って体験させつつ実施する。 
（３）教材やインターネットを使って自

習形式で実施するもの：セキュリティ関

連事項をＥ－ラーニングにより学習でき

るようにする民間企業のサービスも立ち

あがりつつある。また、自治体向けのセ



 キュリティ教育にも適用が進められてい

る｡ ３．２ 日本の大学における教育  

（４）ケーススタディ形式で実施するも

の：総合的な判断を行い、不正侵入検知

時などに適切な行動が行えるようにする

ためには、過去の事例などに基づくケー

ススタディを利用した教育が不可欠とな

る｡ 

日本の大学におけるセキュリティ教育に

関しては、全体の状況を示すサイトがなく

全体像がつかみにくい｡ 

個別に調査しても、セキュリティ教育に

関する記述のあるサイトは少ない。学部レ

ベルでの教育はほとんどなく修士課程での

ものが多いようである｡修士課程でセキュ

リティ教育を実施している大学には、著者

が知る範囲でも東京大学、横浜国立大学、

慶応義塾大学、筑波大学などがある｡ 

（５）オンザジョブトレーニング：技術

が確立し、優秀な技術者の数が増えれば

もっとも望ましい方法であるが、現状で

はこれだけに頼ると、組織の技術水準が

低いままになる可能性がある｡ なお、大阪大学では、文科省科学技術振

興調整費 により、2001 年度から SecureNet

プログラムという名で、企業や他大学など

の運用技術者も対象とした実務教育を実施

しているようである｡また、早稲田大学でも

文科省科学技術振興調整費により、学士・

修士で合計 60 人／年のセキュリティ専門

家の育成をインターネットによる遠隔講義

により図っているという。 

３． 大学におけるセキュリティ教育 
３．１ 海外の大学における教育 
 海外におけるセキュリティ教育に関し、

現時点で分かっていることを以下に記述す

る｡ 
（１）米国では、Ｗｅｂサイトである

http://avirubin.com/courses.htmlに大学

におけるセキュリティ教育コースを一覧し

ている３）。 
 

３．３ 大学でのセキュリティ教育の考え

方 （２）上記サイトから関連するサイトにと

び調査した範囲では、セキュリティに関す

る一般的な教養コースは少なく、ほとんど

が大学院のコースのようである。 

大学におけるセキュリティ教育としては、

大学における一般ユーザとしての教育、企

業などにおける将来のセキュリティ関連技

術者として行う教育と、大学における将来

のセキュリティ研究者として行う教育が考

えられる。 

（３）講座の分類は、図４に示すとおりで

あり、「暗号」中心のコースが多い事がわか

る。続いて「コンピュータセキュリティ」、

「ネットワークセキュリティ」などの名の

講義が多く、「ネットワークマネージメン

ト」や「モバイルコードセキュリティ」の

講義も始まっている｡ 

大学における教育の内容を決定するにあ

たっては，（１）直接的に役に立つ事と共に、

（２）大学でなければできない基礎からの

積み重ねを必要とする物に重点をおく事が

必要であろう。 
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図４ 米国/欧州の大学における教育の実態
 

役に立つと言う意味においては、ウイル

ス対策や不正侵入対策などを具体的に教え

るべきであり、以下のような項目の教育が

重要であろう。 
（ａ）ウイルス対策 
（ｂ）不正侵入の実態と対策 
（ｃ）セキュリティプロトコル 
（ｄ）セキュリティマネージメント 
一方，基礎からの積み重ねを必要とする

と言う意味においては、高度な数学も必要

となる次のような項目の教育が大切となる。 （４）韓国では、学部や大学院に「セキュ

リティ学科」が誕生し、毎年 1000 人規模の

卒業生を送り出す予定だという。 

（ｅ）セキュリティ技術の基礎（暗号技

術、電子透かし技術など） 

http://avirubin.com/courses.html


表１ 「情報倫理」講義全体計画
第１回：イントロダクション

第２回：セキュリティへの脅威

第３回：コンピュータウイルスの動向

第４回：セキュリティ対策の概要

第５回：暗号技術と電子印鑑

第６回：情報倫理とネチケット

第７回：個人情報とプライバシー

第８回：ネットの安全と自由

第９回：著作権と不正コピー防止

第１０回：セキュリティと法律

第１１回：インターネット社会と情報倫理の実際

第１２回：全体のまとめ

教科書：佐々木
「インターネットセ
キュリティ入門」
岩波新書、1999
年

 

（ｆ）暗号応用技術（電子署名・暗号プ

ロトコルなど） 
したがって、将来企業においてセキュリ

ティ技術者になるための教育としては、役

に立つと言う事に重点をおきつつ、大学で

なければできない基礎からの積み重ねを必

要とする物に重点をおくことも考慮すべき

であろう。 

これら全体をきちんと教えられる教育者

はまだまだ少ない。そのような教育者を増

やすためにも良い教科書が必要となる。上

記の（ｅ）―（ｆ）に重点をおいたものと

しては、文献４）のような教科書が用意さ

れており、教えるべき内容に関するコンセ

ンサスもとれつつあるのではないかと思う。

一方、（ａ）－（ｄ）に重点をおいた文献と

しては良いものが出始めているが、良い教

科書は今後の課題であろう。 

 

第１回 イントロダクション（第1章対応ネットワーク
の動向とセキュリティへの脅威）

第２回 セキュリティ技術の概要（第2章）
第３回 アクセス管理技術（第3章）
第４回 不正アクセス対策（ビデオなど）
第５回 暗号の概要と共通鍵暗号（第4章Ⅰ）
第６回 共通鍵暗号（第４章Ⅱ）
第７回 公開鍵暗号(第4章Ⅲ)
第８回 印鑑と電子印鑑(第5章)
第９回 不正コピー対策技術（6章前半）
第10回 電子透かしの技術(6章後半)
第11回 セキュリティ技術の応用(7章)
第12回 全体のまとめ
教科書：佐々木他「インターネット時代の情報セキュリティ 暗号と電子
透かし」共立出版、2000年

表２ 大学院講義の全体計画

 

なお、これら直接的なセキュリティ教育

とは別に、大学でネットワーク技術やコン

ピュータの知識あるいは、ネチケットや情

報倫理をきちんと教育しておくことも大切

である｡ 

 

図４ 電機大の講義の位置付け
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３．４ 東京電機大学での事例 

 東京電機大学工学部におけるセキュリテ

ィに関する講義は次のように３種がある。

（１）「情報倫理」工学部 1 年-4 年向け

（2001 年度より実施）。ユーザ教育用。 

（２）「コンピューティング基盤とセキュ

リティ」工学部情報メディア学科 4 年生

（2005 年度より実施予定）。将来の企業内

のセキュリティ技術者向け。 

（３）「ネットワークセキュリティ特論」工

学部大学院修士過程 1年-2 年（2001 年度よ

り実施）。将来の企業内のセキュリティ技術

者向けおよび将来の大学研究者向け。 

 

４．職場におけるセキュリティ教育 
一般企業など一般の職場における教育は、

第一に役に立つということが重要であり、

以下のような教育が必要であると考えられ

る｡ 

（１）および（３）の各回の講義の概要は、

表１および表２に示すとおりである。 

（２）については、（３）から暗号などの時

間を減らし、セキュリティの脆弱性や不正

侵入対策など、実務的な項目を強化する予

定である。 

（１）幹部教育：セキュリティならびにセ

キュリティポリシーの重要性 
（２）一般ユーザ教育：セキュリティ対策

の概要、セキュリティポリシーの遵守の必

要性など 
 これら（１）－（３）は、概略、図 4 に

示すように位置づけることができる。 

（３）セキュリティ管理者教育：情報セキ

ュリティの基礎、不正侵入対策の基礎、セ



キュリティマネージメントなど 
（４）セキュリティ技術者教育：情報セキ

ュリティの基礎、不正侵入の実態と対策、

セキュリティプロトコル、ＯＳ別セキュリ

ティ、分野別セキュリティなど。ここでは、

緊急時に臨機応変な対応が取れるようにす

るため実習や実技形式、ケーススタディな

どでの教育が大切となる｡なお、専門企業の

セキュリティ技術者に対してもこのような

中から業務に適した項目を選択して教育す

べきであろう｡ 
一般ユーザに対する教育は組織内ででき

ない事は無いが、幹部やセキュリティ管理

者、セキュリティ技術者については、セキ

ュリティ教育サービスを実施している企業

などに依頼する必要がある。このようなサ

ービスを行う企業としては、新しくできた

セキュリティ専門会社や、業務を拡大した

コンサルティング会社、システム監査会社、

通信業者、メーカなどが行っている。 
米国においては、RSA 社や CSI、SANS

などの民間組織で充実した教育が行われて

いるようである。このうち SANS（System 
Administration Audit Network Security）
によるトレイニングのトラックを表 3 に示

す７）。米国内のいろいろな都市で、1 日か

ら 3 日のトレイニングのためのコースが開

かれ、表 3 の T1 から T12 までのトラック

（常にすべてが実施されるわけではない）

を選択できるようになっている。PC を用い

た実習が多いようである。 
表４に、日本の専門会社におけるセキュ

リティ教育のカリキュラムの概要を示す
６）｡ 

セキュリティ技術者教育は教育期間が 3
日以上と長くなる場合が多い。一方、セキ

ュリティ管理者教育、ユーザ教育、幹部教

育は、半日から 1 日のものが多いようであ

る。 
日本の具体的な教育内容は実際に受講す

るまでわからず、教育の質も玉石混交であ

るという意見も少なくない。またメニュー

としてあっても実際は教育を行った事が無

いと言う例も多いようである。 
このような問題を解決するために、セキ

ュリティ教育を行っている企業７社（ＲＳ

Ａセキュリティ、大塚商会、ソフトバンク・

コマース、ディアイティ、トレンドマイク

ロ、日本ベリサイン、ヒューコム、マイク

ロソフト）が中心になって SEA/J（Security 
Education Alliance / Japan）を２００２年

に結成し、協力して教育のためのコンテン

ツの作成を行ったり、教育機関の資格認定

を行ったりすることを推進している｡ 
表３ 米国のSANSの教育コース

CISSP:Certificated Information Systems Security Professional 

T1 - SANS Security Essentials and the CISSP Common Body of 
Knowledge.
T2 - Firewalls, Perimeter Protection and VPNs .
T3 - Intrusion Detection In-Depth .
T4 - Hacker Techniques, Exploits and Incident Handling .
T5 - Securing Windows .
T6 - Securing Unix Systems .
T7 - Auditing Networks, Perimeters and Systems .
T8 - System Forensics, Investigations, and Response .
T9 - SANS Information Security Officer Training .
T10 - IT Security Audit Essentials .
T12 - SANS Security Leadership Essentials Bootcamp for 
Managers 

出典： http://www.sans.org/index.php  
表４ 日本の専門企業における教育の例

１．マネージメント向け教育
（１）情報セキュリティ教育の基礎と概略：1日
（２）情報セキュリティポリシー策定の手順と方法：1日
（３）ISMS認証取得：1日
２．社員一般向け教育
（１）情報セキュリティの基礎：半日
（２）新人向け情報セキュリティ研修：半日
３．技術者向け教育
（１）システム監査概説：半日
（２）ネットワーク監査の技法と動向：半日
（３）脆弱性検査概説：1日
（４）脆弱性検査実習：3日
（５）セキュアなWEBプログラミング：半日
（６）セキュリティ運用管理（OS)：3日
（７）セキュリティ運用管理(インターネットサーバ)：2日
（８）セキュリティ運用管理(ファイアウォール)：1日
（９）不正侵入検知システム（IDS：RealSecureなど）：3日
(10)コンピュータウイルス：1日
(11)電子署名：1日

グローバルセキュリティ社

 
 
５．今後の方向 
 今後、次のようなことを実施していく必

要がある｡ 
（１）大学と企業が協力した、トータルの

セキュリティカリキュラムの作成：IPA で

は、現在、セキュリティプロフェッショナ

ルに対するニーズ調査と、対応する技術マ

ップの作成を実施中である。この結果も反

映しつつ、トータルのカリキュラムを検討

していきたい。 
（２）企業と大学によるセキュリティ教育

の分担と協力：企業側の教育に協力すると

ともに、大学でも企業の協力を得て、学生

並びに社会人に対し教育を実施していくべ

きだろう。 
東京電機大学でも、大学院におけるセキ

ュリティ関連の科目の充実を図りたいと考

えている。具体的には、図 5 に示すように、

講義のこま数を１つから 3 つ（ネットワー



表５ 大学院講義の対象と方法

講義１
(暗号とその
応用)
講義２
(ネットワークの
セキュリティ)

講義３
(不正侵入対
策の実際)

対象

研究者 技術者 管理者

講義法

通常 実習 E

◎

○

△

◎

◎◎

△○

○

◎ ○ ○

◎○ ○

◎○ ○

講師

E:E-ラーニング

大学 企業

◎

◎

◎

◎

○

○

通常：通常の講義

企業の人も受講可能とし、講義２と３については企業にも講師の派遣依頼予定

 

クのセキュリティ、暗号とその応用、不正

侵入対策の実際（いずれも仮称））に増やす

計画を進めている。その際は、表５に示す

ように企業の講師も招き、学生だけでなく、

企業の人も対象としたいと考えている。ま

た、具体的なセキュリティ対策が取れるよ

うにするため、実習も充実させていきたい

と考えている。このような教育は、学生に

とって、将来、職場においてセキュリティ

技術者として活躍するのに役立つだけでな

く、現実的なニーズを把握することにより、

的確な研究テーマを設定するのにも役立つ

ものと考えられる。 
 
６．終わりに 

（３）質の確保のためのセキュリティ教育

の内容やセキュリティ専門家の認定：セキ

ュリティ教育のコースの認定については、

先に述べたように、ＳＥＡ／Ｊで検討中で

ある。また、セキュリティ専門家認定試験

には、米国においては、The International 
Information Systems Security 
Certification Consortium, Inc. のＣＩＳ

ＳＰ（Certificated Information Systems 
Security Professional）試験や、SANS 協

会の GIAC(Global Information Assurance 
Certification)による技術認定制度がある。

日本においてはセキュリティアドミニスト

レータ試験などがあるが、更にプロフェッ

ショナル向けの資格を作るべきだという意

見もあり、検討に値する。 

職場や大学におけるセキュリティ教育は

今後ますます重要性を増すと考えられる。

引き続きセキュリティ教育のあるべき姿を

検討し、社会全体として、よい教育が提供

できるよう貢献していきたいと考えている。 
 
参考文献 
１）「不正アクセス対策に関するアンケー

ト報告書」警察庁、２００１年６月

（ http://www.npa.go.jp/police_j.thm ） 
２）佐々木良一「情報セキュリティ教育を

俯瞰する」Cyber Security Management 
Vol. 3, No.30, April 2002 
３ ） http://avirubin.com/courses.html 
(2002 年 1２月 23 日) 
４）佐々木良一ほか「インターネット時代

の情報セキュリティ 暗号と電子透かし」

共立出版、２０００年 
（４）大学や大学院におけるセキュリティ

学科などの設立：セキュリティ技術者や研

究者の不足は明らかであり、韓国などと同

様に、いくつかの大学や大学院にセキュリ

ティ学科の設置を考えるべき時期に来てい

ると思う。 

５）内田勝也「情報セキュリティ専門家教

育試案」第 3 回ネットワーク・セキュリテ

ィ・ワークショップ in 越後湯沢資料 
６ ）

http://www.glbex.com/service/smc/smc_ed
u.htm (2002 年 1２月 23 日) 

 

図５ 電機大大学院における今後の講義

基礎

応用
暗号・暗号
応用
（PKI,
暗号プロト
コル等）

OSやNW技術
（TCP/IPなど)ネチケット・倫理 法律の知識

コンピ
ュータ
ウイ
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不正
侵入
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体的
対策

OS別セ
キュリティ
（Windows
ＵＮＩＸ等）

セキュリティマネージメント
（セキュリティポリシー、ISO17799、
ISMS、ISO15408、リスク分析など）

セキュリ
ティプロ
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（IPSEC,
SSL、な
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セキュリティ応用
（電子商取引、
電子政府など）
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（メール、
ＷＥＢ、
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不正侵入対策の基礎
情報セキュリティの基礎技術

暗号 アクセス制御電子透かし

講義１ 暗号とその応用
講義２ ネットワークのセキュリティ

講義３ 不正侵入対策の実際

〔注〕2003年あるいは2004年度より
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