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自己紹介自己紹介

氏名: 村川猛彦 （むらかわ たけひこ）

職名 講師職名: 講師

担当授業: 情報処理Ⅱ，Cプログラミング演習，情報ネット
ワ ク演習 情報セキュリティワーク演習，情報セキュリティ

研究テーマ:
デ タベ スとインタ ネットを使 て 利用者が快適に安心しデータベースとインターネットを使って，利用者が快適に安心し
て利用できるシステムを設計，構築，運営すること．

世の中の事象を，コンピュータが取り扱いやすい形に捨象，翻世の中の事象を，コンピュ タが取り扱いやすい形に捨象，翻
訳，変換すること（データモデリング）．また，蓄積されたデータ
から，人間にとって理解しやすい知識を引き出すこと（データマ
イニング）イニング）．
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担当授業：情報処理担当授業：情報処理ⅡⅡ

１年後期（２セメ）の必修・講義

Cプログラミングに必要な文法 技法を学ぶCプログラミングに必要な文法・技法を学ぶ

細かいことをたくさん学ぶ…たった一つのことを知らなかっただ
けで １日仕事ができないこともあるからけで，１日仕事ができないこともあるから

１００行程度のCプログラムを読めることを目指す

書くのはプログラミング基礎Ⅱ（松田先生 ２セメ）書くのはプログラミング基礎Ⅱ（松田先生，２セメ）
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担当授業：担当授業：CCプログラミング演習プログラミング演習

２年前期（３セメ）の選択・学修支援・演習

Cプログラミングの復習Cプログラミングの復習

１年後期のプログラミング科目を落とした人が履修する

合格しても ０単位 不合格で卒業ということはない合格しても，０単位．不合格で卒業ということはない

学んだ分だけ再履修に役立つ
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担当授業：情報ネットワーク演習担当授業：情報ネットワーク演習

２年後期（４セメ）の選択・演習

塚田先生と分担塚田先生と分担

C言語を使用して，TCP/IPを用いたクライアント/サーバ型の
通信プログラムを作成する通信プログラムを作成する

ライブラリやシステムコールを活用する
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担当授業：情報セキュリティ担当授業：情報セキュリティ

３年前期（５セメ）の選択・講義

情報セキ リテ や暗号理論の基本を学ぶ情報セキュリティや暗号理論の基本を学ぶ

広く浅く

数学と論理が必要 社会学の知見も数学と論理が必要．社会学の知見も

プログラム作成のレポート課題もある

エンドユ ザ（ 人の利用者）だけでなく システム管理者のエンドユーザ（一人の利用者）だけでなく，システム管理者の
立場で，安全性と利便性のバランスをとれるようにする
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１年生のみなさんに要望１年生のみなさんに要望

３年次の研究室配属までに

いい成績をと ておいてくださいいい成績をとっておいてください

「４年で卒業」と「大学院に進学」のどちらにするか考えておいて
くださいください

「入力」と「出力」が与えられたときに，それらを結びつける「プロ
グラム」が書けるよう，技能を磨いてください

卒業までに

C，C++，Javaから最低一つ，それ以外から一つ，プログラミン
グ言語を習得してください

英文（メール，ウェブページも）に戸惑うことのないよう，語学力
と語彙を身につけてくださいと語彙を身につけてください

「素材」が与えられたときに，「プログラム」を書いて，興味深い
「結果」を引き出せるよう，技能を磨いてください
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アナウンス：講演会についてアナウンス：講演会について

日時：5月1日（今週木曜日） 14:50～16:20
場所 A203 講義室場所：A203 講義室

演題：大学生活と将来の進路～有意義な学生生活を送るた
めにめに

講演者：

井上先生（学科助教）井上先生（学科助教）

蓬莱さん（システム情報学センター技術職員）

野上さん（NEC システムテクノロジー）野上さん（NEC システムテクノロジ ）

注意

講演者はいずれも本学科卒業生です 先輩の意見を参考にし講演者はいずれも本学科卒業生です．先輩の意見を参考にし
てください．

基礎教養セミナーの一環として実施します．
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情報セキュリティから学ぶ二つのこと情報セキュリティから学ぶ二つのこと

情報は資産である情報は資産である

システムの安全性はシステムの安全性は，
その中の最も弱い箇所で決まる
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情報セキュリティは何「ではない」情報セキュリティは何「ではない」かか

ハッカーの養成ではない

専門家だけのものではなく パスワ ドなど 誰もが注意しない専門家だけのものではなく，パスワードなど，誰もが注意しない
といけない問題もある．

暗号理論ではない暗号理論ではない

「理論」と「実装」と「運用」の一つでも不十分なシステムは，正し
く機能しない．

「破られたらおしまい」という考え方ではない

破られるのにどれだけのコストを必要とするかが安全性の尺度
となる．つまり，情報セキュリティは対象を定量的に取り扱える．
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情報セキュリティの三大要素情報セキュリティの三大要素

機密性（Confidentiality）…漏れない

許可されている人だけが情報にアクセスできる状態許可されている人だけが情報にアクセスできる状態

完全性（Integrity）…書き換えられない

情報が整合性が取れて保存されている状態情報が整合性が取れて保存されている状態

可用性（Availability）…立入禁止にならない

必要な時に情報にアクセス出来る状態必要な時に情報にアクセス出来る状態

定性的には この３つをすべて満たすものが「安全（Secure）」定性的には，この３つをすべて満たすものが「安全（Secure）」
で，安全にするための諸技術が「情報セキュリティ」

定量的に表現することもある定量的に表現することもある

資産価値 ＝ 機密性 ＋ 完全性

コスト ＜ 資産価値×攻撃成功確率 （ならば対策をとる）
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コスト ＜ 資産価値×攻撃成功確率 （ならば対策をとる）



機密性・完全性・可用性機密性・完全性・可用性

透明の封筒に入った情報

完全性を満たすが 機密性は満たさない完全性を満たすが，機密性は満たさない

ホワイトボ ドにあれこれ書き込むホワイトボードにあれこれ書き込む

可用性を満たすが，完全性は満たさない

どこかの本に秘密のメモを挟み，忘れてしまう

機密性を満たすが 可用性は満たさない機密性を満たすが，可用性は満たさない
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ユーザ認証とパスワードユーザ認証とパスワード

ユーザ認証とは

「個人識別情報（ ザ名） と「パスワ ド などの組み合わせ「個人識別情報（ユーザ名）」と「パスワード」などの組み合わせ
を使って，コンピュータを利用しようとしている人にその権利が
あるかどうかや，その人が名乗っている本人かどうかを確認すある う や，その人 名乗 て る本人 う を確認す
ること

「他人が自分の名前（ＩＤ）で入って悪さし放題」では困る

ユーザ認証のモデル

①情報を入力
Verifier
（認証者）

Prover
（証明者）

①情報を入力

② ＯＫ／ＮＧ

どのようなパスワードを使用すれば安全か？

② ＯＫ／ＮＧ
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パスワード解析パスワード解析

敵対者の目標：他人の個人識別情報（ユーザ名，口座番号
など）および認証方法を既知として そこから 認証に必要ななど）および認証方法を既知として，そこから，認証に必要な
パスワードを発見すること

VerifierCracker ユーザ情報を入力
①Proverの

（認証者）（敵対者）
② ＯＫ／ＮＧ

認証方法

パスワードは数字４桁？ キーボードでタイプできる文字？パスワードは数字４桁？ キーボードでタイプできる文字？

失敗してもやり直せる？ ３回失敗したら使えなくなる？
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パスワード解析の種類パスワード解析の種類

ブルート・フォース・アタック（brute-force attack，総当り法）

すべてのパスワ ド候補を順にV ifi に送り 「当たり」が出るすべてのパスワード候補を順にVerifierに送り，「当たり」が出る
まで続ける

パスワード空間（パスワードになる値の集合）が大きいほど安パスワ ド空間（パスワ ドになる値の集合）が大きいほど安
全である

辞書攻撃

辞書と，選ばれる傾向をもとに，パスワードを発見する

見つかりやすさは，パスワード空間の大きさとは無関係

ソフトウェアが存在する
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パスワードの選び方パスワードの選び方

どのようなパスワードを使用すればよいか？

文字種や字数の制限があれば それに従う文字種や字数の制限があれば，それに従う

UNIXのパスワードでは，英数字と記号を織り交ぜて，
６文字以上８文字以内にする６文字以上８文字以内にする

自分は思い出しやすいものにする

長ければいいってもんでもない長ければ てもんでもな

辞書攻撃で破られるようなパスワードは使用しない

個人情報や家族・恋人などの名前，生年月日，車のナン
バー，電話番号など

パスワードをメモしない（？）

あ パ ド なあちこちの認証システムで同一のパスワードにしない（？）
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秘密情報の管理秘密情報の管理

暗号

方向 シ 関数一方向ハッシュ関数

個人情報保護法
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暗号とは暗号とは

暗号がないとき…

Alice Bob
あいしてる

（笑）

暗号があるとき… Mallory

Ali B b

???

Alice Bob
こちき！
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暗号の方法暗号の方法

有名な暗号アルゴリズム（暗号の方法）

シ ザ 暗号 DES AES RSA など
シーザー暗号の例シーザー暗号の例

シーザー暗号, DES, AES, RSA など

現在の標準的な暗号は，

暗号化暗号化 「平文」と「鍵」から「暗号文」を作る

Wagahai Ha Nekodearu

Zdjdkdl Kd Qhnrghdux
暗号化暗号化：「平文」と「鍵」から「暗号文」を作る．

復号復号：「暗号文」と適切な「鍵」から，元の「平文」を得る．

解読解読：「暗号文」から 「平文」もしくは「鍵」を得る解読解読：「暗号文」から，「平文」もしくは「鍵」を得る．

「暗号文」のみから，一見しただけでは「平文」や「鍵」がわから
ないようにしないと！う

鍵 鍵

平文 暗号文 平文暗号化 復号
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一方向ハッシュ関数一方向ハッシュ関数

一方向ハッシュ関数とは

任意長のメ セ ジから 固定長のハ シ 値 の関数任意長のメッセージから，固定長のハッシュ値への関数

数学的には h(m) = n で表現

mはメッセージ hはハッシュ関数 nはハッシュ値mはメッセージ，hはハッシュ関数，nはハッシュ値

m と h を知っていれば，n を容易に計算できる．

n と h を知っていても m は求められないn と h を知っていても，m は求められない．

例：MD5，SHA1
使い道使い道

機密情報や，ソフトウェアのソースコードが，改ざんされていな
いことを確認する．

パスワードの暗号化に使用する．

「暗号化されたパスワード」と適切な認証システムがあれば，
復号し 「パ ド を得る となく ザ認証が きる
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個人情報保護法個人情報保護法

目的（第１条）

個人の権利と利益の保護個人の権利と利益の保護

個人情報は，データ化した企業・組織のものではなく，
個人情報の本人のもの個人情報の本人のもの

高度情報通信社会における個人情報の有用性の配慮

企業・組織が，個人情報を企業 組織が，個人情報を
適切に管理・使用するため
の方針を定める

た運 をすれば 個

機密性 可用性

反した運用をすれば，個人や
事業者に罰則（懲役，罰金）が
課されるほか 社会的信用を

個人個人
情報情報課されるほか，社会的信用を

落とす．

完全性

情報情報
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個人情報の例個人情報の例

氏名

生年月日 住所 居所 電話番号 メ ルアドレス生年月日，住所，居所，電話番号，メールアドレス

会社における所属や職位

電話帳や刊行物など 公表され る個人情報電話帳や刊行物などで公表されている個人情報

名刺

電子化するしないに関わらず対象

施行（２００５年４月）の前に収集した情報も対象
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個人情報とプライバシーの違い個人情報とプライバシーの違い

個人情報保護

事業者の個人情報に対する管理責任に関するもの事業者の個人情報に対する管理責任に関するもの

たとえていうなら，ハガキの表面（宛名）

プライバシ の保護プライバシーの保護

他人に知られたくないことを秘匿すること

たとえていうなら ハガキの裏面（文面）たとえていうなら，ハガキの裏面（文面）
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隠すことによるセキュリティ隠すことによるセキュリティ(security by obscurity)(security by obscurity)

暗号アルゴリズムやシステム構築方法を隠すのでは，安全
性は実現できない性は実現できない

歴史的に，簡単に破られてきた

隠すのは 手法ではなく 鍵隠すのは，手法ではなく，鍵

鍵が512ビットなら，「当たり」の鍵を見つけるには，
平均2512／2回の値による試行を要する平均 ／ 回の値による試行を要する

ただし，鍵が512ビットでも，数千回程度の試行で破られるもの
ではいけない（見掛け倒しの鍵）
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安全性確立の流れ安全性確立の流れ

システム（手法）を提案する

安全性の根拠を明らかにする安全性の根拠を明らかにする

実装や実証実験も

システム（手法）の安全性をあらゆる角度から検証するシステム（手法）の安全性をあらゆる角度から検証する

学会（論文，口頭発表）などで，厳しい同業者評価
（ピアレビュー）を経る（ピアレビュ ）を経る

安全なシステムを考案する人は，
自他で提案したシステムの安全性を検証する人でもある

十分な期間検証され，それでも安全性を脅かすものが発見
されなければ，安全であると言える
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専門職集団，倫理規程専門職集団，倫理規程

「技術者は社会に対し特別の責任を負う職業である」

作れば（売れれば）いい ではない作れば（売れれば）いい，ではない

専門職集団

類語 学協会 専門家集団 技術者集団 ギルド類語：学協会，専門家集団，技術者集団，ギルド

だれでも入れるわけではないが，入ることで地位や権益が得ら
れるれる

（いいも悪いも）評価が集団の中でなされる

倫理規程倫理規程

専門職集団が設ける構成員へのルール・行動指針

例：ヒポクラテスの誓い，情報処理学会倫理綱領
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レポート課題レポート課題

次ページ以降の問題に対して，Ａ４用紙１枚で解答しなさい．

手書き ワ プロ打ち いずれでも可手書き・ワープロ打ち いずれでも可

内容に不備がある（問いに対する答えになっていない）場合の
ほか ページ下に４行以上の余白がある場合も減点するほか，ペ ジ下に４行以上の余白がある場合も減点する

ページ上部に科目名，学籍番号，氏名，
課題日（２００８年４月２８日）を忘れずに

６階事務室そばのボックスに提出

期限は２００８年５月１２日（月） ９：００
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レポート課題（説明）レポート課題（説明）

あなたはセキュリティ機器を扱う会社の社員で，カードキーを
用いた認証機器のプロジェクト管理者をしています 機器と用いた認証機器のプロジェクト管理者をしています．機器と
その制御プログラムの開発は海外に委託しています．電話
やメール，相互訪問でコミュニケーションをとっており，友好やメ ル，相互訪問でコミュ ケ ションをとっており，友好
的な関係を築いています．

１年間，開発と修正に時間をかけ，納得のいく製品が完成し
ました．現在は大量生産中で，先にその１セットが会社に届
いたのですが，少し試したところ，カードキーに特定の情報
が含まれていると フリ パスにな てしまう問題があることが含まれていると，フリーパスになってしまう問題があること
に気づきました．

早速 現地の開発責任者に電話をすると 「申し訳ない だ早速，現地の開発責任者に電話をすると，「申し訳ない，だ
が国の方針で，その仕組みを入れないと出荷できない」．

製品はあちこちで宣伝しており 発売日まであと２週間です
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製品はあちこちで宣伝しており，発売日まであと２週間です．



レポート課題（問題）レポート課題（問題）

前ページの状況で，あなたはどう行動しますか？

３つ以上の行動案を挙げなさい 「A案 」「B案 」のように３つ以上の行動案を挙げなさい．「A案：…」「B案：…」のように

ラベルをつけて箇条書きにし，それぞれの具体的な行動と，そ
のメリットおよびデメリットを書きなさい．を書

自分が行動するであろうと思う順にA案，B案，…を並べること．
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