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はじめに

　「ウイルス対策ソフト，邪魔だから止めておいた」，「スマホのアップデートなんて，しなくて
いいよね」，「お金ないし，Windows XPのままにしとこう」などなど，世の中には，情報セキュ
リティ的に危険な考えをもつ人であふれています。しかし，インターネットが進歩して誰もが
接続できるようになった今，情報セキュリティの不備は大きな被害を及ぼすこともありますし，
人に迷惑をかけることもあります。
　情報セキュリティマネジメント試験は，情報処理技術者試験の中でも他の技術者向けの試
験とは異なり，ITを利用する人向けの試験区分です。企業や一般生活でITを使う上で必要な
情報セキュリティの知識を身に付け，まわりの人々を助ける立場，そんな人のための試験とな
ります。これからの時代に必要とされる人材ということで新設された試験ですので，合格を目
指して学習することで，今の世の中に必要な，大切なスキルを身に付けることができます。
　情報セキュリティマネジメント試験は午前試験と午後試験に分かれており，午前試験では情
報セキュリティを中心としたIT全般に関する知識，午後試験では実際に情報セキュリティに
関する事例を基に，問題を解決する技能が問われます。情報セキュリティマネジメント試験を
受験する場合には，これらの両方に対応することが大切です。
　本書は，情報セキュリティマネジメント試験の合格に必要な内容を1冊にまとめたものです。
1 〜 7章までは午前対策を中心とした知識を学習していきます。8章はケーススタディとして，
午後対策を中心に事例を学んでいきます。また，新しい試験では過去問題がありませんので，
巻末に試験1回分の模擬試験を，学習を始める前のP.19ではサンプル問題の解答・解説を用意し，
問題演習も行えるように工夫しました。
　現在，この試験は開始前のため情報がまだまだ出揃っていませんので，刊行後にも新しい
情報を確認できるように，サポートサイトをご用意いたしました（URLはP.17を参照）。平成
28年春期の試験後には，試験内容に関する解答・解説もPDFで提供する予定です。さらに深
く理解できるように動画による解説も用意していますので，あわせてご活用ください。
　学習するときには，ポイントを暗記するだけより，周辺知識も合わせて勉強する方が記憶に
残りやすく実力も付いていきます。すべてを暗記しようと頑張らなくてもいいので，気楽に読
み進めていきましょう。辞書として使っていただくのも歓迎です。本書をお供にしながら，情
報セキュリティマネジメント試験の合格に向かって進んでいってください。
　最後に，本書の発刊にあたり，企画・編集など本書の完成までに様々な分野で多大なるご
尽力をいただきましたインプレスの皆様，ソキウス・ジャパンの皆様に感謝いたします。また，
一緒に仕事をしてくださった皆様，「わく☆すたセミナー」や企業研修での受講生の皆様のお
かげで，本書を完成させることができました。皆様，本当に，ありがとうございました。

平成27年11月
わくわくスタディワールド　瀬戸 美月・齋藤 健一
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合格への道標!

 情報セキュリティマネジメント試験とは
　情報セキュリティマネジメント試験とは，平成28年度春期開始の，情報セキュリティマ
ネジメントを担う人材の育成のための試験です。もともと，情報セキュリティに関する情
報処理技術者試験には，情報セキュリティスペシャリスト試験がありますが，この試験は
情報セキュリティ技術者向けであり，情報セキュリティマネジメント試験とは役割とレベ
ルが異なります。組織の体制における二つの試験の人材像の位置付けは，次のとおりです。

最高経営責任者
Chief Executive Officer

CEO

…
製造部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

情報セキュリティ推進組織
CISO

構成メンバー
（各部門の代表等）

最高情報セキュリティ責任者
Chief Information Security Officer

情報セキュリティ
スペシャリスト（技術者）

情報システム部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

営業部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

会社・組織での情報セキュリティの推進体制

　情報セキュリティは組織全体で守っていくもので，組織全体を管理するのが情報セキュ
リティ推進組織です。CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ
責任者）が全社を統括し，各部門に情報セキュリティを守らせます。情報セキュリティ管
理者は，それぞれの部門で，部門内の情報セキュリティマネジメントを推進します。情
報セキュリティマネジメント試験は，この情報セキュリティ管理者のための試験です。
　情報処理技術者試験での情報セキュリティマネジメント試験の位置づけは，基礎的資
格であるITパスポートの上位で，ITを利用する人向けの試験です。IPA（独立行政法人
情報処理推進機構）が発表する共通キャリア・スキルフレームワークではレベル2に相当
し，これは基本情報技術者試験と同等のレベルとなります（なお，情報セキュリティスペ
シャリスト試験は共通キャリア・スキルフレームワークではレベル4に相当しますので，
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難易度は大幅に異なります）。試験要綱では，情報セキュリティマネジメント試験の対象
者像は次のように定義されています。

（https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/youkou_ver2_0_sg_bassui.pdfより）

○情報セキュリティマネジメント試験の対象者像

情報システムの利用部門にあって，情報セキュリティリーダとして，部門の業務遂
行に必要な情報セキュリティ対策や組織が定めた情報セキュリティ諸規程（情報セ
キュリティポリシを含む組織内諸規程）の目的・内容を適切に理解し，情報及び情
報システムを安全に活用するために，情報セキュリティが確保された状況を実現し，
維持・改善する者

　情報セキュリティの「利用部門」で，その部門での情報セキュリティリーダとして活躍
している人が対象です。また，業務と役割については，次のように定義されています。

○業務と役割

情報システムの利用部門において情報セキュリティが確保された状況を実現し，維
持・改善するために，次の業務と役割を果たす。
① 部門における情報資産の情報セキュリティを維持するために必要な業務を遂行

する。
② 部門の情報資産を特定し，情報セキュリティリスクアセスメントを行い，リス

ク対応策をまとめる。
③ 部門の情報資産に関する情報セキュリティ対策及び情報セキュリティ継続の要

求事項を明確にする。
④ 情報システムの調達に際して，利用部門として必要となる情報セキュリティ要

求事項を明確にする。また，業務の外部委託に際して，情報セキュリティ対策
の要求事項を契約で明確化し，その実施状況を確認する。

⑤ 部門における情報セキュリティを確実に運用する。
⑥ 部門のメンバの情報セキュリティ意識，コンプライアンスを向上させ，内部不

正などの情報セキュリティインシデントの発生を未然に防止する。
⑦ 情報セキュリティインシデントの発生又はそのおそれがあるときに，情報セキュ

リティ諸規程，法令・ガイドライン・規格などに基づいて，適切に対処する。
⑧ 部門又は組織全体における情報セキュリティに関する意見・問題点について担

当部署に提起する。



12

　情報セキュリティマネジメントを行い，担当する部門においてリスクアセスメントなど，
マネジメントのPDCAサイクルを回していく役割を担います。また，期待する技術水準
としては，以下のことが要求されています。

○期待する技術水準

情報システムの利用部門において情報セキュリティが確保された状況を実現し，維
持・改善するために，次の知識・実践能力が要求される。
① 部門の情報セキュリティマネジメントの一部を独力で遂行できる。
② 情報セキュリティインシデントの発生又はそのおそれがあるときに，情報セキュ

リティリーダとして適切に対処できる。
③ 情報技術全般に関する基本的な用語・内容を理解できる。
④ 情報セキュリティ技術や情報セキュリティ諸規程に関する基本的な知識をもち，

情報セキュリティ機関，他の企業などから動向や事例を収集し，部門の環境へ
の適用の必要性を評価できる。

　情報セキュリティが専門ではありますが，情報技術全般に対する基本的な用語・内容
の理解を求められています。そのため試験では，情報セキュリティ以外の分野の基礎的
な内容も出題されます。また，情報セキュリティに関しては，部門の情報セキュリティマ
ネジメントの一部を「独力で」遂行できることが求められていますので，初心者ではなく，
一般的な業務は遂行できるレベルのスキルが必要です。

　これらの業務を行う実力をもっているかどうかを試すのが情報セキュリティマネジメン
ト試験です。次は，情報セキュリティマネジメント試験がどのように実施されるのかを確
認していきましょう。

 情報セキュリティマネジメント試験の概要
　情報セキュリティマネジメント試験は，平成28年度春期から，春期と秋期の年2回実
施される試験です。次のような形式で，午前試験，午後試験に分けて実施されます。

試験時間 出題形式 出題数・解答数 合格ライン

午前 9:30〜11:00
（90分）

多岐選択式
（四肢択一）

出題数：50問
（全問解答）

60点／100点満点
（30問正解）

午後 12:30〜14:00
（90分） 多岐選択式 出題数：3問

（全問解答）
60点／100点満点
（各問34点満点）

※午後は1問当たり34点の配点ですが，得点の上限は100点です。
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　午前の試験では知識を問うことによって，午後の試験では技能を問うことによって評
価されます。基本的に難易度は，午前より午後の方が難しく，特に情報セキュリティマ
ネジメントは考え方の理解が合否の一番のポイントになりますので，勉強するときには午
後対策に重点を置くことが大切です。ただし，午前の情報技術全般の知識について，レ
ベル2（基本情報技術者試験レベル）に足りない場合には，午前に対してもしっかり準備
を行う必要があります。

 午前の出題範囲
　午前試験について，情報セキュリティ以外の分野も含めた出題分野は以下のとおりです。

○午前の出題分野
分野 大分類 中分類 重点 レベル

テクノロジ系
技術要素

セキュリティ ◎ 2
ネットワーク 2
データベース 2

コンピュータシステム システム構成要素 2

マネジメント系
プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント 2

サービスマネジメント
サービスマネジメント 2
システム監査 2

ストラテジ系
企業と法務

法務 ◎ 2
企業活動 2

システム戦略
システム戦略 2
システム企画 2

※　◎は出題範囲のうち重点分野であることを表す。
※　レベルは技術レベルを表し，4が最も高度で，上位は下位を包含する。

　情報セキュリティマネジメント試験は「ITを利活用する者」を主な対象とすることから，
技術的な項目は除外されています。具体的なところでは，プログラミングやアルゴリズム
などのシステム開発の技術的な内容や，ソフトウェアやハードウェアなどのコンピュータ
の仕組みなどについては出題されません。ITパスポート試験や基本情報技術者試験の勉
強などで，アルゴリズムなどのテクノロジ系に苦手意識をもった方は，その部分は出題さ
れないので心配ありません。
　ただし，技術的な内容でも，ネットワークやデータベースなど，情報セキュリティと関
連する分野の技術については，試験範囲となっています。特に，ネットワーク技術につ
いては，知らないとサイバー攻撃やセキュリティ製品が理解できませんので，基本的な
技術の理解は必要です。
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　さらに，情報セキュリティ以外では法務が重点分野となっています。個人情報保護法
や不正アクセス禁止法，刑法など，情報セキュリティに関する法律については重点的な
学習が必要です。
　また，マネジメント系やストラテジ系など，技術以外の分野はほぼ出題範囲ですが，
情報セキュリティ管理者は部門のセキュリティ担当という位置づけであるためか，経営
戦略に関しては出題範囲外となっています。プロジェクトマネジメントやサービスマネジ
メントなど，情報セキュリティ以外のマネジメントについては学習する必要があります。

 午後の出題範囲
　午後の出題範囲については，以下のとおりです。

（https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/syllabus_sg_ver1_0.pdfより）

○午後の出題範囲

1　情報セキュリティマネジメントの計画，情報セキュリティ要求事項に関すること
（1）情報資産管理の計画
　情報資産の特定及び価値の明確化，管理責任及び利用の許容範囲の明確化，情
報資産台帳の作成　など

（2）情報セキュリティリスクアセスメント及びリスク対応
　リスクの特定・分析・評価，リスク対応策の検討，リスク対応計画の策定　など

（3）情報資産に関する情報セキュリティ要求事項の提示
　物理的及び環境的セキュリティ，部門の情報システムに関する技術的及び運用の
セキュリティ　など

（4）情報セキュリティを継続的に確保するための情報セキュリティ要求事項の提示

2　情報セキュリティマネジメントの運用・継続的改善に関すること
（1）情報資産の管理
　情報資産台帳の維持管理，媒体の管理，利用状況の記録　など

（2）部門の情報システム利用時の情報セキュリティの確保
　マルウェアからの保護，バックアップ，ログ取得及び監視，情報の転送における
情報セキュリティの維持，脆弱性管理，利用者アクセスの管理，運用状況の点検
など

（3）業務の外部委託における情報セキュリティの確保
　外部委託先の情報セキュリティの調査，外部委託先の情報セキュリティ管理の
実施，外部委託の終了　など
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（4）情報セキュリティインシデントの管理
　発見，初動処理，分析及び復旧，再発防止策の提案・実施，証拠の収集　など

（5）情報セキュリティの意識向上
　情報セキュリティの教育・訓練，情報セキュリティに関するアドバイス，内部不
正による情報漏えいの防止　など

（6）コンプライアンスの運用
　順守指導，順守状況の評価と改善　など

（7）情報セキュリティマネジメントの継続的改善
　問題点整理と分析，情報セキュリティ諸規程（情報セキュリティポリシを含む組
織内諸規程）の見直し　など

（8）情報セキュリティに関する動向・事例情報の収集と評価

　午後では，午前の知識を基に，実際に情報セキュリティマネジメントを行うことができ
るかどうかの技能が問われます。そのため，実際の組織の事例を基に，問題点や対処法
などが出題されます。ただし，記述式ではなく多肢選択式なので，文章の記述は不要です。

　情報セキュリティマネジメント試験に合格するには，ここで示したような様々な知識や
スキルが必要になってきます。自分の状況に合わせて，必要な知識やスキルを磨いてい
きましょう。
　続いては，情報セキュリティマネジメント試験に合格するための勉強法についてです。

 合格のための勉強法
　試験合格のために勉強計画を立てる上で最も大切なのは，自分の現状を知ることです。
IT系の学習の場合，いわゆる机上の“お勉強”以外にも，日々の生活や仕事が学びにつな
がっていることはよくあります。そのため，自分がすでに知っていることの勉強は飛ばし
て，知らないことを中心に知識を身に付けることができれば，効率良く学習することが可
能です。
　情報セキュリティマネジメント試験の場合，大きく分けて次の三つの力が重要になって
きます。

1．情報技術全般（情報セキュリティ関連分野）の基礎的な知識
2．情報セキュリティに関する基礎的な知識
3．情報セキュリティマネジメントに関する技能（考え方の理解）
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　まず，1についてですが，基本的に，情報セキュリティマネジメント試験の受験は ITパ
スポート試験合格レベルが前提なので，そこからのステップアップを考えます。ITパス
ポート試験での基礎の上に専門知識を積み重ねていきますので，ITパスポート試験の勉
強をされていない方は，まずはそこからスタートするのが効率的です。ITパスポート試
験はCBT（Computer Based Testing）方式で，他の情報処理技術者試験と異なり，いつ
でも受験可能ですので，情報セキュリティマネジメント試験の前に受験して，合格するこ
とも可能です。
　2については，情報セキュリティに関する知識は，学習すれば確実に身に付きます。情
報セキュリティマネジメントシステムなどのマネジメント方法や，暗号化・認証方式，ア
クセス制御などの技術的な内容を，参考書などでまんべんなく学習していくことが大切で
す。
　3については，技能は知識の学習だけでは対応できませんので，実務や午後問題の演習
などで体得していくことになります。考え方の理解がポイントで，机上の勉強以外にも，
様々な実務や経験が助けになります。

　情報セキュリティマネジメント試験の勉強法として最も一般的なのは，参考書を1冊マ
スターし，過去問題の演習を行うことです。知識を身に付けた後に，過去問題で問題演
習を行うことで，今まで学習したことを定着させることができます。　
　情報セキュリティマネジメント試験の場合，初回は過去問題がありませんので，他区分
の過去問題や予想問題などを使用して，演習を行っていくことになります。本書では，各
章ごとに午前の演習問題を掲載し，さらに巻末に模擬試験として試験1回分（午前・午後）
の演習問題を用意しています。また，初回（平成28年度春期）の試験後には，最新の解答
解説を掲載（PDFで提供）しますので，ご活用ください。

 本書の使い方
　本書では，試験範囲やシラバスの内容を分析し，試験に出てくる分野をまとめてあり
ます。ですから，本書を全部読んで頭に入れていただければ，試験に合格するための知
識は十分に身に付きます。そのときに，単元ごとにある演習問題を考えながら読み進ん
でいただくことで，知識が定着することの助けになります。
　また，文章を読むのが苦手な方，特に，参考書を読み続けるのがつらいという方は，
無理に最初から全部読む必要はありません。過去問題などで問題演習を行いながら，辞
書として必要なことを調べるといった用途に使っていただいてもOKです。用語を調べつ
つ周辺の知識も身に付ければ，効率良く勉強していただけると思います。
　さらに，試験直前に少しだけでも勉強しておきたい方は，重要用語を赤字で示してお
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きましたので，それだけでも学習してみてください。ポイントを押さえて学習することで，
より速く，必要な知識を学習することができます。ただし，重要ポイントだけを覚えると
いう学習方法は忘れやすい面もありますので，できれば，それ以外の部分も含めて読み
ながら学習していただくのがおすすめです。
　また，次節に，IPAが公表している情報セキュリティマネジメント試験のサンプル問
題とその解答解説を掲載しました。学習してきたことの力試しに，そして問題の傾向の
確認に，ぜひお役立てください。

 本書のフォローアップ
　本書の訂正情報につきましては，インプレスのサイトをご参照ください。内容に関する
ご質問は，「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

●お問い合わせと訂正ページ
　http://book.impress.co.jp/books/1115101085
　上記のページで「お問い合わせ/正誤表」タブをクリックしますと，お問い合わせ
と訂正ページが開きます。「お問い合わせフォーム」ボタンをクリックしますとフォー
ム画面に進みます。

　また，情報セキュリティマネジメント試験は新試験ですし，試験日までにまた新しい
情報が発表されることが十分考えられます。そのため，新情報などのフォローアップを
下記のサイトで行っていきます。情報セキュリティ技術やネットワーク技術などの動画解
説も併せて掲載し，順次更新していきますので，ぜひご活用ください。

徹底攻略情報セキュリティマネジメント教科書　平成28年度　書籍関連情報
　http://www.wakuwakustudyworld.co.jp/blog/sginfo/

　それでは，試験合格に向けて，楽しく勉強を進めていきましょう。
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 本書の構成

本書は，解説を読みながら問題を解くことで，知識が定着するように構成されています。
また，側注には，理解を助けるヒントを豊富に盛り込んでいますので，ぜひ活用してくだ
さい。

 本書で使用している側注のマーク

学習を進めるうえでの準備や，勉強
方法などを紹介

上のレベルの学習につなげるために
知っておくと有意義な知識を解説

本文に登場した用語を詳しく解説

理解を助ける情報を紹介 本書の内容の補足として著者が公
開している動画学習サイトの案内

本書における関連項目や，参照URL
などを記載

勉強のコツ 用語

発展 参考
動画

関連

節末に設けられた
問題を解くことで，
知識が定着します。

シラバスの分析に基づき，出題が予想さ
れる分野を中心に構成されているので，
試験に必要な知識が確実に身に付きます。

アイコンで種別さ
れた側注で，知識
を補足します。

重要用語は色文字で表記
されているので，直前対策
にも役立ちます。

重要用語の次に覚えておき
たい用語や，理解を助ける
内容は太字で表記されてい
るので，学習に役立ちます。

項の最後で重要ポイン
トを押さえます。
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公式サンプル問題を解いてみよう!
　情報セキュリティマネジメント試験のサンプル問題が発表されています。力試しに解
いてみましょう。

（https://www.jitec.ipa.go.jp/sg/sample.htmlより）

 午前問題
問1  情報セキュリティにおいて，業務で利用しているシステムに影響を与える事象a

〜 dのうち，脅威によって直接的に引き起こされたものだけを全て挙げたものはど
れか。

ａ　CD-ROMの劣化によって，保存しておいた顧客リストが利用できなくなる。
ｂ　自然災害による停電や断水によって，システムが利用できなくなる。
ｃ　定期的なメンテナンスによって，メンテナンス期間中はシステムが利用でき

なくなる。
ｄ　メールサーバの設定ミスによって，メールサーバと連携している自動問合

せ業務システムが利用できなくなる。

ア　a，b イ　a，b，d ウ　b，c エ　c，d

問2  ディジタルフォレンジックスの活動に含まれるものはどれか。

ア　インシデントの原因究明に必要となるデータの収集と保全
イ　自社システムを攻撃して不正侵入を試みるテストの実施
ウ　定期的なウイルスチェック
エ　パスワード認証方式からバイオメトリクス認証方式への切替え

問3  電子的な文書ファイルの機密性を維持するために使用するセキュリティ対策技
術として，適切なものはどれか。

ア　アクセス制御  イ　タイムスタンプ
ウ　ディジタル署名  エ　ホットスタンバイ
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問1 	 《解答》イ

　脅威とは，リスクを発生させる要因です。脅威によって直接的に引き起こされる事
象とは，脅威が原因で起こるものです。脅威ではないものが原因で引き起こされるも
のは対象外となります。この観点から，a 〜 dの事象について確認していきます。
a：CD-ROMの劣化という物理的な脅威から，顧客リストが利用できないという事象は
直接的に引き起こされます。

b：自然災害による停電という物理的な脅威から，システムが利用できないという事象
は直接的に引き起こされます。

c：定期的なメンテナンスは，リスクではなく確実に起こる予定なので，脅威ではあり
ません。したがって，システムが利用できないという事象は，脅威によって引き起こ
されたとはいえません。

d：メールサーバの設定ミスという人為的な脅威から，業務システムが利用できないと
いう事象は直接的に引き起こされます。

　したがって，脅威によって直接的に引き起こされたものはa，b，dとなり，イが正解
です。

問2 	 《解答》ア

　ディジタルフォレンジックスとは，法科学の一分野で，不正アクセスや機密情報の
漏えいなどで法的な紛争が生じた際に，原因究明や捜査に必要なデータを収集・分析
し，その法的な証拠性を明らかにする手段や技術の総称です。そのため，選択肢のうち，
ディジタルフォレンジックスの活動に含まれるものは，インシデントの原因究明に必要
となるデータの収集と保全です。したがって，アが正解です。
　イはペネトレーションテスト，ウはウイルス対策，エは認証方式の変更の活動に含
まれます。

問3 	 《解答》ア

　機密性とは，認可されていない個人，エンティティまたはプロセスに対して，情報
を使用不可または非公開にする特性です。電子的な文書ファイルの機密性を維持する
ためには，アクセス制御を行い，認可されていないものに対して使用不可にすること
が適切です。したがって，アが正解です。
　イは完全性（と存在性），ウは完全性（と真正性），エは可用性を維持するセキュリティ
対策技術です。

 解答と解説
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 午後問題

問1  内部不正防止のためのログのレビューに関する次の記述を読んで，設問1 〜 6に
答えよ。

　A社は，高級化粧品を個人に販売しており，従業員は100人である。A社は総務部，
情報システム部，購買部，営業部から成り，営業部には60人の従業員が属している。
営業部は企画課，営業1課〜 4課から構成される。営業部のIT環境は次のとおり
である。

・ 営業部員は全員A社所有のノートPCを使用している。
・ 社内ネットワークに接続された，スキャナ用の共用PCが1台設置されている。
・ 営業部員は，社外から社内のシステムを使用する際には，ノートPCをインター

ネット経由でA社のVPNサーバに接続して使用している。

　なお，A社では，インターネットの使用を広く認めており，Webメールやファイ
ル共有サービスなどを含め，サービスの使用を制限していない。
　A社では，顧客情報などの機密情報の漏えいを防ぐ目的で，退職後も一定期間
有効な損害賠償条項を含む機密保持契約を全従業員と締結している。
　A社では，営業部員が表計算ソフトを使用してノートPCで顧客情報を管理して
いたが，顧客管理パッケージ（以下，Bシステムという）を社内に導入し，そこで集
約して管理することを決定した。Bシステムに関する方針は次のとおり定めた。

・ Bシステムの主管部門は営業部である。
・ Bシステムを使用するのは営業部だけである。
・ 見込み客の登録から販売後のフォローアップまでを一貫してBシステムによって

管理する。
・ Bシステムの導入及び運用はA社の情報システム部が行う。
・ Bシステムは2か月後から使用開始する。
・ 表計算ソフトを使用して管理していた顧客情報はBシステムに移行後，ノート

PCから削除する。

　情報システム部は，Bシステムに関して，利用者IDの管理，データのバックアッ
プ取得，ログの記録などに関する要件について営業部との間で合意した。Bシステ
ムは顧客情報を取り扱うシステムなので，内部不正による顧客情報の漏えいを防
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止するため，採取するログの保存方法や，レビュー方法（誰がいつ，どのように）
についてC君が検討を開始した。

〔ログのレビュー方法の検討〕
　営業部の企画課に所属するC君は，営業部の情報セキュリティリーダを兼ねて
いる。C君はBシステムのログの仕様を確認しようと思い，情報システム部担当者
のD君にログの仕様の調査を依頼した。そこでD君は，Bシステムのログのサンプ
ルを提示した（表1）。ログイン及びログアウトのログはサーバXで，それ以外のロ
グはサーバYで記録されるが，表1は，情報システム部でツールを用いてそれらの
ログを同じ形式に整え，表計算ソフトを使用して時系列順に並び替えたもの（以下，
加工済みログという）とのことであった。

表1　Bシステムの加工済みログ（抜粋）
日時 利用者のIPアドレス 利用者ID 操作 顧客ID

2015/03/10 15:30:10 10.0.0.5 1013 LOGIN 0

2015/03/10 15:40:03 10.0.0.5 1013 READ 10023

2015/03/10 15:40:10 10.0.0.5 1013 READ 10025

2015/03/10 15:40:15 10.0.0.5 1013 READ 10102

2015/03/10 15:45:20 10.0.0.5 1013 UPDATE 10102

2015/03/10 15:50:16 10.0.0.5 1013 DELETE 10023

2015/03/10 16:03:10 10.0.0.8 1002 LOGIN 0

2015/03/10 16:15:03 10.0.0.8 1002 READ 10105

2015/03/10 16:16:10 10.0.0.8 1002 READ 10321

2015/03/10 16:16:15 10.0.0.8 1002 READ 10222

2015/03/10 16:20:12 10.0.0.5 1013 LOGOUT 0

2015/03/10 16:25:19 10.0.0.8 1002 LOGOUT 0

注記　顧客IDの0は，顧客情報に関係しない操作であることを意味する。

　D君は，Bシステムでは，次の対策を実施することをC君に説明した。
・ 加工済みログの順番が，実際に営業部員がBシステムに対して実施した操作の

順番どおりになるよう，               を行う。
・ ログが故意に消されてしまうことがないように               を行う。

　営業部では，顧客ごとに担当営業を決めているが，担当営業が休みの際のサポー
トなどが必要なので，Bシステムでは，全営業部員が全顧客情報にアクセスできる
ようにする。
　最近，同業他社で，従業員が，共有ファイルサーバにある全ての顧客情報を
USBメモリにコピーして持ち出し，転職先で使ったという事件が発生した。そこ

a

b
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で営業部長は，C君に図1の要件を伝え，対策の検討を指示した。

・ 顧客情報への業務目的以外のアクセスをログのレビューによって検出した
い。ログのレビュー手順は，まずログの内容を確認し，もし業務目的外と思
われる顧客情報へのアクセスログがあった場合は，遅滞なく営業部長に報
告の上，そのログが示す操作を行った営業部員がなぜその操作を行ったか
を適切な方法で確認する。

・ 万が一問題が発生したときに備えて，後からでもどの営業部員がどの顧客
情報にアクセスしたか特定できるようにしておきたい。

図1　営業部長が伝えた要件

　営業部長は，①リスクを更に低減させるために，営業部員が退職する際に新た
な手続を実施することとした。

　②C君は，営業部長が伝えた要件を基に，どのような立場の人がどの程度の頻
度でレビューをすべきかを検討した。③さらにC君は，ログの長期的な保存方法に
ついても検討を行った。C君が，検討結果を営業部長に説明したところ，営業部長
もこれに同意した。
　情報システム部によるBシステムの導入完了後，各営業部員は，表計算ソフト
を使用して管理していた顧客情報をBシステムに移行し，ノートPCから削除した。
移行完了後，営業部ではBシステムの使用を開始した。

〔ログのレビュー開始〕
　Bシステムの使用を開始して1か月が経過し，ログのレビューが開始された。B
システムには約4,000人の顧客情報が保管されている。ログの生成件数を考える
と，30日間で100人分以上の顧客情報にアクセスした営業部員のログに限定してレ
ビューを行うべきだということになった。そこで，④C君は，過去30日間に発生し
たREADのログからレビュー対象のログを抽出する条件を示してD君にログの抽
出を依頼した。抽出されたログを見たC君は，ある営業部員が1,000人分の顧客情
報にアクセスしたことを示すログを発見した。そこで，C君はすぐに営業部長に報
告し，その営業部員の上長の課長に確認した。その結果，その課長の指示でダイ
レクトメールを送付していたことが分かり，問題はないことが確認できた。
　営業部長とC君で相談した結果，レビューを行う人，及び頻度は検討結果のと
おりとし，抽出条件に基づいて抽出したログだけをレビュー対象とすることとした。
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　営業部長は，ログをレビューするに当たり，次のことを指示した。

・ 全ての営業部員に対し，ログをレビューすることを伝えること。ただし，ログの
レビューを回避されないように，抽出条件を営業部員には伝えないこと。

・ ログがレビューされていることを営業部員に印象付けるために，ログに記録さ
れているアクセスについて定期的に必ず営業部員にアクセスの目的を確認する
こと。

〔課題の発見とリスクの更なる低減〕
　C君は，職場内でBシステムが適切に使用されているかどうかを観察していたと
ころ，いくつかの事象が目に留まり，このままでは，⑤ログのレビューを適切に実
施したとしても，図1の要件が実現できないことに気付いた。そこでC君は，営業
部長に相談の上，各課長に改善を依頼した。

　Bシステムの使用開始から1年間が経過した。ログのレビューによって営業部
全体の情報セキュリティ意識が高まり，営業部長のC君に対する評価は大きく高
まった。

設問1　本文中の               と               に入れる組合せとして正しい答えを，解答
群の中から選べ。

a，bに関する解答群
a b

ア サーバの時刻同期 ログのWORMメディアへの記録
イ サーバの時刻同期 ログの暗号化
ウ ログのWORMメディアへの記録 サーバの時刻同期
エ ログのWORMメディアへの記録 ログの暗号化
オ ログの暗号化 サーバの時刻同期

注記　WORM：Write Once Read Many

a b
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設問2　本文中の下線①で実施することになった手続はどれか。解答群のうち，最も
適切なものを選べ。

解答群
ア　退職する営業部員が担当していた顧客情報を，他の営業部員に引き継ぐ。
イ　退職する営業部員が担当していた顧客情報を，Bシステムから完全に消

去する。
ウ　退職する営業部員に，その営業部員と締結した機密保持契約書を見せ，

その営業部員がアクセスした顧客情報がログに記録されていることを説明
する。

エ　退職する営業部員のPCのハードディスクは再利用せず，完全に物理破壊
する。

設問3　本文中の下線②における，C君の検討結果はどれか。解答群のうち，最も適
切なものを選べ。

解答群
ア　営業部の各課長が，情報システム部担当者の依頼があった都度，ログを

レビューする。
イ　営業部の各課長が，毎週，ログをレビューする。
ウ　情報システム部担当者が，営業部長が指定した頻度でログをレビューす

る。
エ　情報システム部担当者が，毎週，ログをレビューする。

設問4　本文中の下線③においてC君が検討したログの保存方法はどれか。解答群の
うち，最も適切なものを選べ。

解答群
ア　情報システム部が全てのログを10年間保存する。
イ　情報システム部が営業部員ごとにログを仕分けして，各営業部員が自分

の分を保存する。
ウ　レビュー後のログは保存せず，情報システム部担当者が速やかに削除す

る。
エ　レビューで不審であると判断したログだけを情報システム部が10年間保

存する。
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設問5　本文中の下線④でC君がD君に出した抽出条件を，解答群の中から選べ。

解答群
ア　アクセスしたユニークな顧客ID数が100以上の営業部員のログ
イ　アクセスしたユニークな顧客ID数が100以上の日のログ
ウ　ログ件数が100以上の営業部員のログ
エ　ログ件数が100以上の日のログ

設問6　C君が観察した次の（i）〜（iv）の事象のうち，本文中の下線⑤の原因となる
ものを全て挙げた組合せを，解答群の中から選べ。

（ⅰ）　Bシステムで表示した顧客情報をコピーし，表計算ソフトにペーストした
上でA社の共有ファイルサーバに置いて共有している。

（ⅱ）　Bシステムの使用申請をしてから，営業部長が承認するまでに2週間掛かっ
ている。

（ⅲ）　ある営業部員が共用PCからBシステムにログインし，ログインしたままそ
のPCで他の営業部員がBシステムを使っている。

（ⅳ）　ある営業部員が頻繁にBシステムにログインし，ログアウトを繰り返して
いる。

解答群
ア　（i），（ii） イ　（i），（ii），（iv） ウ　（i），（iii）
エ　（i），（iv） オ　（ii），（iii） カ　（ii），（iii），（iv）
キ　（ii），（iv） ク　（iii），（iv）
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 解答と解説
　利用部門である営業部の情報セキュリティリーダとして活動するC君が，ログのレ
ビューを行うことで営業部全体の情報セキュリティ意識を高め，営業部長からの評価
を大きく高めるという内容の事例が問題として出題されています。ログのレビューで
は，レビューを行うことを通知することによって不正行為を抑止する効果があり，そ
れを組織的，効果的に実現する方法について問われています。

設問1 	 《解答》ア

　空欄a，bに関する穴埋め選択問題です。ログの取得に関する基礎知識が問われて
います。

空欄a
　加工済みログの順番が，実際に営業部員がBシステムに対して実施した操作の順番
どおりになるようにするために行うべきことについて問われています。
　〔ログのレビュー方法の検討〕に，加工済みログは，「ログイン及びログアウトのログ
はサーバXで，それ以外のログはサーバYで記録されるが，表1は，情報システム部でツー
ルを用いてそれらのログを同じ形式に整え，表計算ソフトを使用して時系列順に並び
替えたもの」とあります。サーバXとサーバYのログを合わせて，時系列順が狂わない
ようにするためには，サーバXとサーバYで同じ時刻に合わせておく必要があります。
そのための方法として，時刻同期という手法があり，NTP（Network Time Protocol）
などを用いて，サーバの時刻を同期させることができます。したがって，空欄aは，サー
バの時刻同期となります。
空欄b
　ログが故意に消されてしまうことがないように行うことについて問われています。
　ログは，通常のハードディスクなどのメディアに記録していると，不正アクセスな
どによって消去される危険性があります。これを防ぐためには，一度書き込んだら変
更ができないメディアであるWORM（Write Once Read Many）メディアにログを記
録することで，ログの書き換えが不可能になります。したがって，空欄bは，ログの
WORMメディアへの記録となります。
　以上から，空欄a，bの適切な組合せは，アです。
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設問2 	 《解答》ウ

　本文中の下線①「リスクを更に低減させるために，営業部員が退職する際に新たな
手続を実施」について，実施することになった手続を考えます。
　〔ログのレビュー方法の検討〕に，「Bシステムでは，全営業部員が全顧客情報にアク
セスできるようにする」とあるので，顧客情報は全営業部員で共有しており，特に引き
継ぎなどは必要ないことが分かります。しかし，全顧客情報にアクセスできるという
ことは，退職した社員が全顧客情報を持ち出すリスクがあるので，それを防ぐための
方策が必要です。
　機密保持契約書には，退職する場合，退職日以降も一定期間の機密保持を約束させ
る契約を入れておくのが一般的です。そして，ログに記録を残しておくことによって，
機密情報を持ち出したかどうかの証拠を確認することができます。これを退職する営
業部員に説明することによって，顧客情報の持ち出しなどの不正行為を抑止すること
が可能になります。
　したがって，新たに実施することになった手続は，ウの「退職する営業部員に，その
営業部員と締結した機密保持契約書を見せ，その営業部員がアクセスした顧客情報が
ログに記録されていることを説明する」ことです。
　その他の選択肢の手続は，もともと全顧客情報に全営業部員がアクセスできるよう
になっているため，意味がありません。

設問3 	 《解答》イ

　下線②の「C君は，営業部長が伝えた要件を基に，どのような立場の人がどの程度
の頻度でレビューをすべきかを検討した」について，C君の検討結果を問われています。
　営業部長が伝えた要件は，図1にあるとおり，「業務目的外のアクセスをログのレ
ビューによって検出」することです。この「業務目的外かどうか」の判断は，情報シス
テム部担当者などの部外者にはできません。実際，〔ログのレビュー開始〕で，情報シ
ステム部担当者のD君が抽出したログをC君が見て確認していますが，この二人では，
不審なアクセスを見つけるだけで，業務目的外かどうかを判断できていません。結局，

〔ログのレビュー開始〕では，「営業部員の上長の課長に確認した」とあり，判断ができ
る最適な人物は営業部の課長であることが読み取れます。したがって，レビューを行
う立場の人は，営業部の各課長であることが分かります。
　また，レビューの頻度については，図1に「遅滞なく営業部長に報告」などとあり，
業務目的外のアクセスは速やかに発見させることが求められています。このとき，情
報システム部担当者の依頼など，不定期な頻度でレビューを行うと，時期によっては
業務目的外のアクセスに長い間気づかないというリスクがあります。したがって，毎
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週など頻度を決めて定期的にログをレビューすることが適切です。
　したがって，C君の検討結果は，イの「営業部の各課長が，毎週，ログをレビューす
る」となります。
　アのように依頼のあった都度では，時期によって発見が遅れるリスクがあります。
　ウ，エについては，情報システム部担当者では，業務目的外のアクセスかどうかの
判断ができません。

設問4 	 《解答》ア

　本文中の下線③「さらにC君は，ログの長期的な保存方法についても検討を行った」
について，C君が検討したログの保存方法を問われています。
　ログを証拠として保管する際には，不審なアクセスと判断できるものだけを保存し
ておくことでは，証拠として役立たないことがあります。一見して不審なアクセスで
はないものが不正の証拠となることもあるからです。人間の判断は万全ではありませ
んし，証拠として万全を期すためには，ログを仕分けせず，全てのログを保存する必
要があります。保管期間については，十分に長い期間が必要なので，10年程度が適当
です。したがって，ログの保存方法は，アの「情報システム部が全てのログを10年間
保存する」となります。
　イの各営業部員が自分の分を保存する方法は，営業部員が自分の不正アクセスの証
拠を消すことが可能なため，適切ではありません。
　ウのようにログを保存しないこと，またはエのように不審なログだけを保存すること
は，証拠保全の観点から適切ではありません。

設問5 	 《解答》ア

　本文中の下線④「C君は，過去30日間に発生したREADのログからレビュー対象の
ログを抽出する条件」について，C君がD君に示した抽出条件が問われています。
　〔ログのレビュー開始〕より，レビューを行うべきログは，「30日間で100人分以上の
顧客情報にアクセスした営業部員のログ」です。100人分以上なので，同じ顧客IDに
複数回アクセスした場合はカウントせず，ユニークな顧客ID数が100以上の営業部員
のログを抽出することで条件を満たすことができます。したがって，抽出条件はアの「ア
クセスしたユニークな顧客ID数が100以上の営業部員のログ」となります。
　イの「日」のログは，営業部には60人の従業員がおり，それらの部員が別々にアクセ
スするので，ユニークな顧客ID数が100以上となっても不自然ではなく，抽出条件と
はなりません。ウ，エのログ件数では，同じ顧客情報に複数回アクセスすることが十
分考えられるので，抽出条件として適当ではありません。
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設問6 	 《解答》ウ

　本文中の下線⑤「ログのレビューを適切に実施したとしても，図1の要件が実現でき
ない」ことについて，その原因となるものを，（ⅰ）〜（ⅳ）の事象から選んでいきます。

（ⅰ）顧客情報をコピーし，表計算ソフトにペーストした上で共有ファイルサーバに置
くと，そのコピーした顧客情報へのアクセスはログが残りません。そのため，図1
のログのレビューによる検出ができなくなる原因となります。

（ⅱ）Bシステムの使用申請をしてから，営業部長が承認するまでに2週間掛かってい
るのは，可用性という意味では問題があります。しかし，その期間は営業部員が
アクセスできないというだけなので，図1の要件には影響はありません。

（ⅲ）ある営業部員がログインした共用PCから，別の営業部員がBシステムを使用する
と，ログには最初の営業部員のアクセスとして残ります。そうすると，図1のログ
のレビューで，業務目的外のアクセスかどうかの判断を誤ってしまうおそれがあ
るので，検出ができなくなる原因となります。

（ⅳ）ログイン，ログアウトを頻繁に繰り返すのは，システムに負荷がかかり，可用性
の部分では問題がある可能性はあります。しかし，ログにはログイン，ログアウ
トも含めてすべて記録されるので，レビューでの検出には影響はありません。

　したがって，下線⑤の原因となるものは（ⅰ），（ⅲ）となり，ウが正解です。



第1章

情報セキュリティの
基礎知識

情報セキュリティマネジメントを学ぶにあたって，情報セキュリティ
全般の基礎知識について学んでおくことは，学習の基本です。
この章ではまず，情報セキュリティとは何かについて，考え方や概
要を理解します。その後，現在行われている典型的なサイバー攻撃
の手法について学びます。さらに，情報セキュリティに関する技術
として，暗号化や認証，公開鍵基盤（PKI）の基本的な内容を学習して
いきます。

1-1　情報セキュリティとは

⿇⿇ 1-1-1⿇ 情報セキュリティの目的と考え方
⿇⿇ 1-1-2⿇ 情報セキュリティの重要性
⿇⿇ 1-1-3⿇ 不正のメカニズム
⿇⿇ 1-1-4⿇ 演習問題

1-2　サイバー攻撃手法

⿇⿇ 1-2-1⿇ サイバー攻撃手法
⿇⿇ 1-2-2⿇ 演習問題

1-3　情報セキュリティに関する技術

⿇⿇ 1-3-1⿇ 暗号化技術
⿇⿇ 1-3-2⿇ 認証技術
⿇⿇ 1-3-3⿇ 公開鍵基盤
⿇⿇ 1-3-4⿇ 演習問題
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情報セキュリティとは1-1
　情報セキュリティは，技術だけでは守れません。情報セキュリティについて学習する
ときには，情報セキュリティマネジメントについて理解することが不可欠です。

1-1-1  情報セキュリティの目的と 
 考え方
　情報セキュリティというと，「暗号化する」「ファイアウォール
を設置する」など技術的なことが浮かびがちですが，実は，情
報セキュリティはもっと経営寄りな考え方です。

 情報セキュリティとは
　セキュリティとは，家の施錠や防犯カメラの設置なども含めた，
安全を守る対策全般のことです。このうち情報セキュリティで取
り上げられるのは，コンピュータの中のデータや顧客情報や技術
情報など，情報に対するセキュリティです。“情報”は一般の防
犯とは別の守りにくさがあるため，特別に取り扱う必要があるの
です。

 情報セキュリティの目的
　情報セキュリティの目的は，情報セキュリティの最も一般的な
規格であるJIS Q 27002（ISO/IEC 27002）によると次の三つと
されています。

1．事業継続を確実にすること
2．事業リスクを最小限にすること
3．投資に対する見返り及び事業機会を最大限にすること

　つまり，情報は大切な資産であり，組織（企業）を運営するた
めに重要であるから守る，というのが情報セキュリティの本来の
目的です。

勉強のコツ

情報セキュリティマネジメ
ントでは，細かい知識より
も“考え方”を身に付けるこ
とが大切です。
実際の事例を知ること，午
後の問題演習を繰り返し行
うことなどを通して，考え
方をしっかり学んでいきま
しょう。

用語

情報セキュリティの言葉の
定義や基本的な考え方に
ついては，JIS（Japanese 
Industrial Standards：日本
工業規格）の様々な規格で
定められています。
情報セキュリティマネジ
メントに関しては，JIS Q 
27002やJIS Q 27001に定
義されており，これらの規
格が情報セキュリティマネ
ジメントの基準となります。
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 情報セキュリティの定義
　情報セキュリティについては，JIS Q 27002（ISO/IEC 27002）
に，情報の機密性，完全性及び可用性を維持することと定義さ
れています。この三つの要素の正確な定義は次のとおりです。

①機密性（Confidentiality）
　認可されていない個人，エンティティまたはプロセスに
対して，情報を使用不可または非公開にする特性

②完全性（Integrity：インテグリティ）
　資産の正確さ及び完全さを保護する特性

③可用性（Availability）
　認可されたエンティティが要求したときにアクセス及び
使用が可能である特性

　機密性を維持するとは，許可した人以外には情報を見られな
いようにすることです。具体的には，暗号化や施錠などで情報
を見られないように隠すことなどが機密性の対策です。
　完全性を維持するとは，情報を書き換えられないようにする
ことです。具体的には，Webページが改ざんされないように，サー
バへのアクセスを制限するなどが完全性の対策です。
　可用性を維持するとは，情報をいつでも見られるようにするこ
とです。具体的には，サーバが故障してデータが見られなくなる
ことがないようにサーバを二重化するなどが可用性の対策です。

　さらに，次の四つの特性も情報セキュリティの要素に含めるこ
とがあります。

④真正性（Authenticity）
　主体または資源が，主張どおりであることを確実にする特性

⑤責任追跡性（ Accountability ）
　あるエンティティの動作が，一意に追跡できる特性

関連

囲み内は，JIS規格に記載
されている厳密な定義で
す。少し言い回しが難しい
ですが，原文はこのような
かたちで掲載されています。

関連

機密性，完全性，可用性は，
この三つの頭文字をとって
CIAとも呼ばれます。単に
情報を見られないこと（機
密性）を考えるだけでなく，
他の二つのポイントも考慮
してバランスよく守ること
が大切です。

関連

機密性，可用性はほぼ日本
語で表現されますが，完全
性だけはインテグリティと
英語で出てくることも多い
ので，押さえておきましょう。
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⑥否認防止（ Non-Repudiation ）
　ある活動または事象が起きたことを，後になって否認されない
ように証明する能力

⑦信頼性（Reliability）
　意図した動作及び結果に一致する特性

 情報セキュリティのポイント
　セキュリティを考えるときのポイントは，モレなく，全員で，
当たり前のことをきちんと行うことです。
　情報セキュリティは，ファイアウォールの導入や暗号化といっ
た技術的な対策だけでは確保できません。ファイアウォールで
社内のネットワークを守っても，その社内の人間が機密データを
窃取することは十分に考えられます。実際，情報セキュリティ犯
罪の多くは，社員などの関係者が主導したり協力したりすること
で成立しています。
　また，会社などの組織では，システムを利用するのは技術者
だけでなく，一般社員などITに詳しくない人も含まれます。暗
号化するのを忘れたり，パスワードを書いた紙を見られるなど，
個人のミスが情報漏えいにつながることもあります。そのため，
組織の全員で，守るべきルール（情報セキュリティポリシ）など
を決めて，守るための仕組みをつくることが重要です。

発展

企業活動の目的は，事業を
継続して利益を出すことで
す。そのため，流出すると
損失を出すおそれがある
ものを保護し，利益を確保
して事業を継続させるため
に，情報セキュリティを守
ります。
そのときの視点として，情
報を隠す機密性だけでなく
完全性や可用性も見落とさ
ないようにしようというの
が，情報セキュリティの3
要素（CIA）の考え方です。

誰か一人でもセキュリティを
守らない人がいたら，そこか
ら情報が漏れてしまいます
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 情報セキュリティマネジメントシステム
　情報セキュリティを守る上で大切なことは，守るための仕組み
をシステム化して継続的に改善していくことです。「がんばって
守ろう！」というかけ声だけではどうがんばればいいのか分かり
ませんし，はじめから完璧に守れるわけではないので，徐々に改
善していく必要があります。
　情報セキュリティマネジメントの仕組みのことを，ISMS 

（Information Security Management System：情報セキュリティ
マネジメントシステム）といいます。ISMSでは，情報セキュリティ
基本方針を基に，次のようなPDCAサイクルを繰り返します。

Plan 情報セキュリティ対策の
具体的計画を策定する

実施した結果の監視・監査
及び見直しを行う

経営陣による改善・
処置を行う

Chcek

Act Do 計画に基づいて，
対策の導入・運用を行う

ISMSのPDCAサイクル

　ISMSの構築方法や要求事項などはJIS Q 27001（ISO/IEC 
27001）に示されており，これを基準にそれぞれの組織でISMS
を構築していきます。
　また，どのようにISMSを実践するかという実践規範はJIS Q 
27002（ISO/IEC 27002）に示されています。

関連

ISMSの詳細な内容につい
ては，「2-1-3　情報セキュ
リティマネジメントシステ
ム」で詳しく学習していき
ます。

□ 情報セキュリティとは，機密性，完全性，可用性を守ること

□ 各組織で，情報セキュリティマネジメントシステムを構築し，PDCAサイクルを回す
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1-1-2  情報セキュリティの重要性
　情報セキュリティマネジメントで守るものは，情報資産です。
情報資産ごとに，その脅威と脆弱性を洗い出し，どのように守
るのかを決めていきます。

 情報資産
　企業の業務に必要な価値のあるものを資産といいますが，資
産には，商品や不動産など形のあるものだけでなく，顧客情報
や技術情報，人の知識や記憶などの情報資産も含まれます。

顧客情報
人事情報

人の知識

仕事とは

コンピュータ

特許情報
技術情報

記憶媒体

情報資産の例

　企業や自治体などの組織は，様々な情報資産を保持していま
す。どのような情報資産があるのかを洗い出して把握し，それ
ぞれの資産に合わせた対策を考えることが大切です。

 脅威
　脅威とは，システムや組織に損害を与える可能性があるイン
シデントの潜在的な原因です。インシデントとは，望まれていな
いセキュリティの現象（事象）で，組織の事業を危うくするおそ
れがあるものです。
　脅威は，人為的（意図的，偶発的）なものと環境的なものに分
類されます。具体的には，次のようなものがあります。

発展

情報セキュリティで守るも
のは情報資産であり，その
守り方は資産の金銭的価値
などで決まります。
具体的には，どのような情
報資産も最高レベルのセ
キュリティで守るのではな
く，その価値に応じた最適
な守り方をすることになり
ます。また，すべての資産
を守るわけにはいかないの
で，優先度を考えることも
大切なセキュリティマネジ
メントです。
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・人為的（意図的）な脅威
　盗聴，改ざん，不正アクセス，盗難，なりすまし，サービス不
能，ウイルス感染など
・人為的（偶発的）な脅威
　ケアレスミス，プログラムのバグ，誤ったファイルの削除など
・環境的な脅威
　地震，洪水，落雷，火災，台風など

 脆弱性
　脆弱性とは，脅威がつけ込むことができる，資産がもつ弱点
です。例えば，施錠していない部屋にコンピュータを保管してい
るという脆弱性があることによって，盗難などの脅威が起こる可
能性が生じます。

 リスク
　リスクとは，ある脅威が脆弱性を利用して損害を与える可能
性です。それぞれの情報資産について，その脅威を洗い出し，
脆弱性を考慮することによってリスクの大きさを推定します。こ
のことを，リスクアセスメントといいます。一般的に，情報セキュ
リティリスクの大きさは，次のような式で表されます。

　　情報セキュリティリスクの大きさ
　　　　＝情報資産の価値×脅威の大きさ×脆弱性の度合い

用語

具体的な脅威や脆弱性，リ
スクの洗い出しや，リスク
対応のために，リスクアセ
スメントを行います。
詳しくは，「2-2　リスクマ
ネジメント」で改めて取り
扱います。

□ 情報資産とは，企業の業務に必要な価値あるもの全般

□ ある脅威が脆弱性を利用して損害を与える可能性がリスク
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1-1-3  不正のメカニズム
　不正行為は，機会，動機，正当化の不正のトライアングルが揃っ
たときに発生します。また，情報セキュリティの攻撃者の種類
や動機には様々なものがあります。

 不正のメカニズム
　米国の犯罪学者であるD.R.クレッシーが提唱している不正の
トライアングル理論では，人が不正行為を実行するに至るまで
には，次の三つの不正リスク（不正リスクの3要素）が揃う必要
があると考えられています。

①機会
　不正行為の実行が可能，または容易となる環境のことです。
例えば，情報システム管理者にすべての権限が集中しており，
チェックが働かないなどの状況が挙げられます。

②動機
　不正行為を行うための事情のことです。例えば，借金がある，
給料が不当に低いなどの状況が挙げられます。

③正当化
　不正行為を行うための良心の呵責を乗り越える理由のことで
す。例えば，お金を盗むのではなく借りるだけ，と自分に言い訳
をすることなどが挙げられます。

動機 正当化

機会

不正行為

不正のトライアングル

発展

不正などの犯罪が起こらな
いようにするためには，以
前は犯罪原因論といって，
犯罪の原因をなくすことに
重点をおく考え方が主流で
した。現在では，犯罪機会
論といって，犯罪を起こし
にくくするように環境を整
備する方向でも，犯罪予防
が考えられています。
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　これらの不正のトライアングルを考慮して犯罪を予防する考
え方の一つに，状況的犯罪予防論があります。状況的犯罪予防
では，次の五つの観点から，犯罪予防の手法を整理しています。

1．物理的にやりにくい状況を作る
2．やると見つかる状況を作る
3．やっても割に合わない状況を作る
4．その気にさせない状況を作る
5．言い訳を許さない状況を作る

 攻撃者の種類
　情報セキュリティに関する攻撃者と一口にいっても，様々な種
類の人がいます。代表的な攻撃者の種類には，次のようなもの
があります。

①スクリプトキディ
　インターネット上で公開されている簡単なクラッキングツール
を利用して不正アクセスを試みる攻撃者です。他人の台本どお
りにしか攻撃しない幼稚な攻撃者という意味合いが込められて
います。

②ボットハーダー
　ボットを統制して，ボットネットとして利用することでサイ
バー攻撃などを実行する攻撃者のことです。

③内部関係者
　組織の中にいる，その組織に対して悪意をもっている関係者
のことで，アクセス権限を悪用して攻撃を行います。

④愉快犯
　人や社会を恐怖に陥れて，その様子を観察して喜ぶことを目
的にサイバー犯罪を行う攻撃者のことです。

⑤詐欺犯
　フィッシング詐欺や本物そっくりのWebサイトなどで個人情

用語

クラッキングとは，ネット
ワークの不正利用全般のこ
とで，システムの不正侵入
や破壊・改ざんなどの悪用
がそれに当たります。
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報などを窃取するような詐欺を行う攻撃者のことです。

⑥故意犯
　犯罪を行う意志をもって行う攻撃者が故意犯です。逆に，犯
罪を行う意志がないのに行ってしまう攻撃者のことを過失犯とい
います。

 攻撃の動機
　情報セキュリティ攻撃の動機にも，様々なものが考えられます。
代表的な攻撃の動機には，次のようなものがあります。

①金銭奪取
　金銭的に不当な利益を得ることを目的に行われる攻撃です。
個人情報など金銭につながる情報を得ることも含まれます。

②ハクティビズム
　ハクティビズムはハッカーの思想のことで，政治的・社会的な
思想を基に積極的にハッキングを行います。

③サイバーテロリズム
　ネットワークを対象に行われるテロリズムです。人に危害を与
える，社会機能に打撃を与えるといった深刻かつ悪質な攻撃の
ことを指します。

用語

ハッカーとは，コンピュー
タや電子回路などについて
技術的に深い知識をもち，
その技術を用いて技術的な
課題を解決する人のことを
指します。その行為をハッ
キングといいます。不正
アクセスを行う場合には，
ハッカーではなくクラッ
カーと言い換えることも多
いです。

□ 不正は，機会・動機・正当化の三つのトライアングルが揃うと起こる

□ 攻撃者には，スクリプトキディ，ボットハーダー，内部関係者など，様々なパターンがある
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1-1-4  演習問題

問1	 サーバ構成の二重化による効果	 CHECK▶	□□□

　図のようなサーバ構成の二重化によって期待する効果はどれか。

サーバ
（稼働）

インターネット

元の構成 二重化された構成

データ

サーバ1
（稼働）

インターネット

サーバ2
（待機）

データ

死活監視

サーバ1が停止しても，サーバ2に
切り替わってサービス提供を継続する。

ア　可用性の向上  イ　完全性の向上
ウ　機密性の向上  エ　責任追跡性の向上

問2	 資産価値，脅威，脆弱性及びリスクの大きさの関係	 CHECK▶	□□□

　情報セキュリティのリスクアセスメントにおける，資産価値，脅威，脆
ぜい

弱性及びリ
スクの大きさの関係として，適切なものはどれか。

ア　脅威の大きさは，資産価値，脆弱性及びリスクの大きさによって決まる。
イ　資産価値の大きさは，脅威，脆弱性及びリスクの大きさによって決まる。
ウ　脆弱性の大きさは，資産価値，脅威及びリスクの大きさによって決まる。
エ　リスクの大きさは，資産価値，脅威及び脆弱性の大きさによって決まる。
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問3	 テーブルへのアクセス権付与	 CHECK▶	□□□

　表に示すテーブルX，Yへのアクセス要件に関して，JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 
27001:2005）が示す“完全性”の観点からセキュリティを脅かすおそれのあるアクセス
権付与はどれか。

テーブル アクセス要件

X（注文テーブル）
①　調達課の利用者Aが注文データを入力するために，又は内容を確

認するためにアクセスする。
②　管理課の利用者Bはアクセスしない。

Y（仕入先マスタテーブル）

①　調達課の利用者Aが仕入先データを照会する目的だけでアクセス
する。

②　管理課の利用者Bが仕入先データのマスタメンテナンス作業を行
うためにアクセスする。

ア　GRANT INSERT ON Y TO A イ　GRANT INSERT ON Y TO B

ウ　GRANT SELECT ON X TO A エ　GRANT SELECT ON X TO B
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1-1　情報セキュリティとは

問1 	 （平成24年春	基本情報技術者試験	午前	問43）

《解答》ア

　サーバ構成の二重化とは，同じ機能をもつサーバを2台設置することです。二重化を行う
メリットは，2台のサーバのうち1台が故障した場合に，もう1台のサーバでサービスの提供
を継続することができることです。つまり，サービスを使い続けることが可能となり，可用
性が向上します。したがって，アが正解です。
イ　完全性の向上には，データのコピーを取っておき，書き換えられていないかをチェック

する対策などが有効です。
ウ　機密性の向上には，データの暗号化などが有効です。
エ　責任追跡性の向上には，サーバでのアクセスログの記録などが必要です。

問2 	 （平成26年春	ITパスポート試験	問72）

《解答》エ

　リスクとは，もしそれが発生すれば情報資産に影響を与える不確実な事象や状態のこと
です。また，リスクアセスメントとは，リスクの特定，分析によって情報資産に対する脅威
と脆弱性を洗い出し，そのリスクの大きさを算出することです（リスクアセスメントについ
ては，「2-2-3　情報セキュリティリスクアセスメント」で改めて取り扱います）。リスクの大
きさは，そのリスクの発生確率と，事象が起こったときの影響の大きさとを組み合わせたも
ので，金額などで算出されます。したがって，エが正解です。

 解答と解説
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問3 	 （平成23年秋	情報セキュリティスペシャリスト試験	午前Ⅱ	問10）

《解答》ア

　テーブルの“完全性”に関する問題です。完全性は情報セキュリティの3要素の一つで，
資産（この場合はテーブルの内容）の正確さ及び完全さを保護する特性です。
　選択肢のSQL文は，いずれもXとYのテーブルに対して，利用者AとBにデータ操作の
アクセス権（INSERT：行の挿入，SELECT：行の参照）を付与するGRANT文の指示です

（GRANT文の文法など，SQLについては，「5-2-3　データ操作」で取り上げています。分か
らない場合は，こちらを参考にしてください）。
　表のアクセス要件を一つずつ見ていくと，次のようになります。

・ X（注文テーブル）について
①利用者Aは，Xテーブルに注文データの入力と内容確認を行います。したがって，選

択肢ウのXへのSELECT権の付与は問題ありません。
②利用者BはXテーブルにアクセスしませんが，選択肢エでは，SELECT権限をBに与

えています。しかし，内容を確認できたとしてもこれは機密性の問題で，完全性を脅
かすものではありません。したがって，選択肢エは問題ありません。

・ Y（仕入先マスタテーブル）について
①利用者Aは，Yテーブルの仕入先データを参照します。この場合にはSELECT権限が

適切ですが，選択肢アではINSERT権限が与えられています。これは，完全性を脅か
すアクセス権の付与となります。

②利用者BはYテーブルのマスタメンテナンスを行います。マスタメンテナンスでは，Y
テーブルの参照，更新，挿入などを行います。したがって，選択肢イのINSERT文は
問題ありません。

　以上から，アが正解です。
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1-2　サイバー攻撃手法

サイバー攻撃手法1-2
　情報セキュリティ攻撃，いわゆるサイバー攻撃には様々な攻撃手法があります。代表
的な手法を知っておくことは，情報セキュリティを守るために不可欠です。

1-2-1  サイバー攻撃手法
　サイバー攻撃には様々なものがあり，日々進化しています。こ
こで，近年流行している代表的なサイバー攻撃を見ていきます。

 パスワードに関する攻撃
　パスワードを不正に取得してアクセスするための攻撃です。
パスワードクラックともいいます。代表的な攻撃手法には，次の
ようなものがあります。

①ブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）
　適当な文字列を組み合わせて力任せにログインの試行を繰り
返す攻撃です。

②辞書攻撃
　辞書に出てくる用語を順に使用してログインを試みる攻撃で
す。

③スニッフィング
　盗聴することでパスワードを知る方法です。

④リプレイ攻撃
　パスワードなどの認証情報を送信しているパケットを取得し，
それを再度送信することでそのユーザになりすます攻撃です。
パスワードが暗号化されていても使用できます。

⑤パスワードリスト攻撃
　他のサイトで取得したパスワードのリストを利用して不正ログ
インを行う攻撃です。

関連

サイバー攻撃の手法はどん
どん進化しています。
最新の情報は，IPAセキュリ
ティセンターのWebサイト
http://www.ipa.go.jp/secu 
rity/
に掲載されていますので，
定期的に確認しておきま
しょう。

関連

パスワードリスト攻撃は，
例えば他のWebサイトで登
録していたIDとパスワード
で，twitter や Google な ど
にログインしてみるという
攻撃です。パスワードをサ
イト間で同じものにしてい
ると狙われやすくなります。
対策としては，Webサイト
ごとに異なるパスワードに
しておく方法が有効です。
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⑥レインボー攻撃
　パスワードがハッシュ値で保管されている場合に，あらかじめ
パスワードとハッシュ値の組合せリスト（レインボーテーブル）を
用意しておき，そのリストと突き合わせてパスワードを推測し不
正ログインを行う攻撃です。

 マルウェアをインストールする攻撃
　マルウェアとは，悪意のあるソフトウェアの総称です。不正ソ
フトウェアとも呼ばれ，ウイルスはマルウェアに含まれます。マ
ルウェアがインストールされると，コンピュータに様々な影響を
与えます。
　主なマルウェアには，次のようなものがあります。

①rootkit
　セキュリティ攻撃を成功させた後に，その痕跡を消して見つ
かりにくくするためのツールです。

②バックドア
　正規の手続き（ログインなど）を行わずに利用できる通信経路
です。

③キーロガー
　キーボードの入力を監視し，それを記録するソフトウェアです。
使い方次第で利用者の入力情報を盗むことが可能です。

④ウイルス（コンピュータウイルス）
　自己伝染機能，潜伏機能，発病機能がある悪意のあるソフト
ウェアです。

⑤トロイの木馬
　悪意のないプログラムと見せかけて，不正な動きをするソフト
ウェアです。自己伝染機能はありません。

⑥ランサムウェア
　システムへのアクセスを制限し，その制限を解除するための

関連

レインボー攻撃に関係する
ハッシュ値については，「1-3　
情報セキュリティに関する
技術」で詳しく取り扱いま
す。詳しい内容はそちらを
参考にしてください。
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1-2　サイバー攻撃手法

代金（身代金）を要求するソフトウェアです。

⑦アドウェア
　広告を目的とした無料のソフトウェアです。通常は無害ですが，
中にはユーザに気づかれないように情報を収集するような悪意
のあるマルウェアが存在します。

 DoS攻撃
　DoS攻撃（Denial of Service：サービス不能攻撃）は，サーバ
などのネットワーク機器に大量のパケットを送るなどしてサービ
スの提供を不能にする攻撃です。踏み台と呼ばれる複数のコン
ピュータから一斉に攻撃を行うDDoS（Distributed DoS）攻撃も
あります。

 バッファオーバフロー攻撃
　バッファオーバフロー攻撃（BOF）は，バッファ（プログラム
が一時的な情報を記憶しておくメモリ領域）の長さを超えるデー
タを送り込むことによって，バッファの後ろにある領域を破壊し
て動作不能にし，プログラムを上書きする攻撃です。
　対策としては，入力文字列長をチェックする方法が一般的で
す。また，C言語やC++言語など特定のプログラム言語でプロ
グラムを作成したときに起こる攻撃なので，そのような言語を使
わないという対策もあります。

 SQLインジェクション
　SQLインジェクションは，不正なSQLを投入することで，通常は
アクセスできないデータにアクセスしたり更新したりする攻撃です。

パスワード更新画面
実行するSQL文

→ この攻撃が成功すると，adminユーザのパスワードも更新される

UPDATEユーザ
SET pass=‘ test2 ’
WHERE user=‘ seto ’AND
pass=‘ test' OR user=‘admin ’

ユーザ名 seto

旧パスワード test'OR user=‘admin

新パスワード test2

SQLインジェクションの例

発展

DoS 攻撃には，その手法
に よ り，SYN Flood 攻 撃，
Smurf攻撃など様々な種類
があります。
対策を行う場合には，手法
に応じて，該当するパケッ
トを遮断するためにファイ
アウォールやIDSを利用す
るなど，いくつかの方法が
あります。

発展

SQLインジェクション対策
で利用するバインド機構と
は，あらかじめSQL 文を
ある程度まで用意しておい
て，そこに入力された文字
列を割り当てる方法です。
具体的には，
prepareStatement(“SELECT 
name FROM table WHERE 
code=?”)
といったかたちであらかじ
めSQL文を作成しておき，

「？」の部分に文字列を挿入
します。
この機能のことをプリペア
ドステートメント，「？」の
部分をプレースホルダとい
います。
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　SQLインジェクションでは，「'」（シングルクォーテーション）
などの制御文字をうまく組み入れることによって，意図しない操
作を実行できます。
　対策としては，制御文字を置き換えるエスケープ処理や，事
前にあらかじめSQL文を組み立てておくバインド機構などが有
効です。

 クロスサイトスクリプティング攻撃
　クロスサイトスクリプティング（XSS：cross site scripting）攻
撃は，悪意のあるスクリプトを，標的となるサイトに埋め込む攻
撃です。悪意のある人が用意したサイトにアクセスした人のブラ
ウザを経由して，XSSの脆弱性のあるサイトに対してスクリプト
が埋め込まれます。そのスクリプトを利用者が実行させることに
よって，cookie情報などが漏えいするなどの被害が発生します。

悪意のあるサイト

ブラウザ

悪者 ⑥情報漏えいなど

①閲覧

②スクリプト
取得

③スクリプト
転送

④スクリプト
取得

標的のサイト

脆弱性

⑤スクリプト
実行

クロスサイトスクリプティング攻撃

　対処方法としては，スクリプトを実行できなくするために，制
御文字をエスケープ処理する方法などがあります。

 クロスサイトリクエストフォージェリ攻撃
　クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF：Cross Site 
Request Forgeries）攻撃は，Webサイトにログイン中のユーザ
のスクリプトを操ることで，Webサイトに被害を与える攻撃です。
　XSSとの違いは，XSSではクライアント上でスクリプトを実行
するのに対して，CSRFではサーバ上に不正な書き込みなどを
行って被害を起こします。


