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学術的なリスク評価でセキュリティの“最適解”を判断
導き出したのはファイア・アイ製品による多層防御
～ マルウェア侵入後のインシデントレスポンスも実現 ～

東京電機大学
概要
業界
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ソリューション

FireEye Network Security
FireEye Endpoint Security
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利点
未知の脅威にも対応できる
入口・出口・内部までの多層防御

サンドボックスとEDRの連携による
スムーズなインシデントレスポンス

学術的なリスク評価に裏付けされた
もっとも高いコスト効果

大学紹介

教育機関へのサイバー攻撃が増加する中、理工系の大学として多数の科学技術者を育成してき

た東京電機大学は、従来のセキュリティ対策では高度化・多様化するサイバー攻撃は防ぎきれな
いという懸念を抱いていた。
そこで同大学は、内閣官房サイバーセキュリティ補佐官の経歴を持

つ佐々木良一教授が生み出したリスク評価手法をもとに、セキュリティ対策の刷新を敢行。最適
解として導き出したのは、
ファイア・アイ製品を利用した多層防御の仕組みだった。

超スマート社会の到来に向けて

サイバーセキュリティ研究に注力
科学技術者を養成するために1907年に創立さ

れた東京電機大学は、技術立国としての日本の地

その
盤作りに110年以上にわたって貢献してきた。

東京電機大学が現在、力を入れているのがサイ

バーセキュリティに関わる取り組みだ。AIやIoT

の普及によって
「超スマート社会」の形成が徐々に
進むなか、同大学では、
そうした超スマート社会下

このようにセキュリティ分野における積極的な

施策を行ってきた東京電機大学であるが、学内シ

ステムのセキュリティ対策については一抹の不安
を抱えていた。

インシデントが外部指摘で判明

学内セキュリティシステムの刷新を決断
大学には学生の情報や研究室の研究内容、特

許情報までさまざまな重要情報が存在する。学内

1907 年（明治 40 年）に創立された理工系の

で生きる人々を
「安心安全」で「豊か」にする研究

で利用される端末の数は数千台から数万台規模

げている。教育・研究理念の主軸は「技術は

東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科

ら大学が所有する情報を狙った脅威が侵入するリ

「サイバーセキュリティ研究所の設置やセキュリ

「学生の私物端
ンター 事務部長の高橋陽子氏は、

サイバーセキュリティ学特別コースプログラム

を管理しているケースも多く、
すべての端末をコン

私立大学。
「実学尊重」を建学の精神として掲

者や技術者の育成を使命としているからだ。

人なり」。
この理念のもと、日本をはじめ世界

の佐々木良一教授は次のように説明する。

る。設置学部・研究科は、システムデザイン工

ティ分野における高度人材養成のための『国際化

で活躍する多くの技術者を育成し続けてい
学部、未来科学部、工学部、理工学部、情報環
境学部、工学部第二部、大学院。社会に貢献

できる高度な専門性を備えた研究者・技術者

の育 成を目 的に、近 年 は、社 会 的 な課 題と
なっているサイバーセキュリティの研究にも

取り組む。2013 年にはサイバーセキュリティ
研究所を学内に設置し、セキュリティ技術の
開発と技術者の育成を進めている。

となり、
それらの端末や接続されるネ ットワークか

スクは多分にある。
東京電機大学 総合メディアセ
末に加えて、研究室などでは先生方が独自に端末

（CySec）』の新設など、昨今、当大学はセキュリ

トロールすることは難しいのが実情です」
と話す。

キュリティ強化の一環としては、インシデントレス

で多くインシデントが発生しており、特に外部から

し、大学として初めて日本シーサート協議会にも

ることに危機感を抱いていた。同大学 総合メディ

ティ分野の取り組みに注力してきました。
学内のセ
ポンスチームであるCSIRT（シーサート）を設立

加盟しています」

実際に東京電機大学では研究室管理の端末等

の指摘でインシデントが発覚するケースが多々あ

アセンター（企画・推進担当）主事の米村修氏は

「サンドボックス製品であるFireEye Network Securityと

EDR製品であるFireEye Endpoint Securityとの連携によって、インシデントレスポンスがスムーズに行えます。

運用面で高く評価しました」

「大学内部で発見できなかったことが大きな問題

でした」
と振り返る。
そこで2017年度に控えていた

学内ネットワークシステムの更新のタイミングで

セキュリティ対策も刷新することを決断した。

後の対応までが一連の流れで手間なく実現でき

るのは、当大学のように職員が少ない環境にお
いては必須の条件だと考えました」
（米村氏）

実際の仕組みとしては、
ネットワーク上でFireEye

難しい。
東京電機大学のセキュリティ対策刷新にお

いて製品選定の総合的な判断指標になったのは、
内閣官房サイバーセキュリティ補佐官の経歴も
持つ佐々木教授が開発した標的型攻撃対策に関

「ネットワークの出入り口で通信を監視しつつ

Network Securityがマルウェアなどによる不正

するリスク評価手法「EDC法（ Event Tree and

ク内部に侵入された場合でも早期に対策可能な

内の端末に対してFireEye Endpoint Security

EDC法を用いると、総合的なリスク値と対策コ

未知の脅威にも対応でき、さらに万一ネットワー

インシデントレスポンス体制を構築できるシステ
ムを求めました」と同大学 総合メディアセンター

（企画・推進担当）の藤田圭祐氏は話す。

これらの体制の実現はファイアウォールなどの

な通信を検知した場合には、感染の疑いがある学

のエージェントをインストールして情報を収集。感
染の有無を調べ、感染していた場合は端末の初期

化などの対応策を講じる。
「ポイントは、最初から

FireEye Endpoint Securityのエージェントを

従来型の製品だけでは難しい。ネットワーク上の

端末にインストールしておかなくてもいいことです。

などの端末上で原因究明と対策を行えるEDR

研究室端末へのインストールを敬遠されるケースが

未知の脅威を検出できるサンドボックス製品やPC

（ Endpoint Detection and Response ）
製品

研究室の先生の中にはこうしたセキュリティ製品の

Defense Tree Combined Method ）」だった。

スト値から最適なセキュリティ対策の導出が可能

になる。
「 EDC 法の見地から選択すべき対策と

製品、
コストを総合的に検討した結果、
ファイア・

アイのFireEye Network Security、FireEye

Endpoint Security、FireEye Email Threat

Preventionによる多層防御体制を含むシステ

ムの採用が、
リスクを最小化する上でもっともコス

少なくありません。FireEye Endpoint Security

ト効果が高くバランスがいいという結論を導き出

が選んだのは、
ファイア・アイのサンドボックス製品

しても、インシデント状況の把握と原因究明に活

実際のシステム構築はキヤノンマーケティング

とEDR 製品「 FireEye Endpoint Security

効です」
（ 高橋氏 ）

が必要だ。
そうした背景下において東京電機大学

（ NXシリーズ）」
「FireEye Network Security
（ HXシリーズ）
」、
そして標的型攻撃メールに効果を
「FireEye
発揮するEメールセキュリティサービス

」だった。
Email Threat Prevention（ETP）

サンドボックスとEDRが連携し

インシデントレスポンスを円滑に実現
製品選定にあたっては、実績のあるベンダー

ならばインシデント発生後に端末にインストール

用できるので、
そうした研究室の端末に対しても有

FireEye Endpoint Securityは基本的には

各端末に事前にインストールしておくことが望まし

い。
その方が当然ながら感染する前にマルウェア
などの検知・防御が可能になるからだ。
東京電機大

学でも大学が所有している端末に対しては事前に

インストールを推進している。
しかし、大学という特

性上、そうした対応が難しいケースもある。
その困

したのです」
と佐々木教授は明かす。

ジャパンとキヤノンITソリューションズが担当し、

2017年末に導入が完了した。システムの稼働後、

ランサムウェアやPowerShell を悪用するマル

ウェアの活動をFireEye Network Securityが
検知して、FireEye Endpoint Securityで感

染端末を特定するといったインシデントレスポンス

を行い、確かな効果を得ているという。
「FireEye

Network SecurityとFireEye Endpoint

Securityの連携で、これまで不可能だったネット

製品が比較検討された。
「選定の指標になったの

難にも柔軟に応じられるのがFireEye Endpoint

Securityだったのだ。

ワーク内部全体のインシデント検知が実現してい

力でした。
サンドボックスでマルウェアの疑いがあ

標的型攻撃対策に関するリスク評価が

への対策からインシデントレスポンスまでの多層

は、不正な通信やマルウェアを検知した後の対応

る通信を検知した後の対応が漠然としている製

品が多い中で、ファイア・アイの製品は、サンド
ボックス製品とEDR 製品の連携によって、検知

後の対 応 、つまりインシデントレスポンスがス

ムーズに行える目処が立ちました。検知からその
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ます」
（ 高橋氏）

ファイア・アイ製品の導入によって、未知の脅威

ファイア・アイ製品導入の決め手に

的で即応性の高いセキュリティ体制を整えた東京

セキュリティ対策製品の導入時に大きな壁となる

のはコストの問題だ。
性能と価格、期待できる効果

と費やせる予算のバランスの見極めが往々にして

電機大学。今後はより迅速なインシデントレスポ

ンスを目指すために、
「統合ログ管理製品などの

利用で、インシデント対応の強化を実現していき

たいですね」と米村氏は展望を語る。
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