
午前をクリアしよう！

第2章

●セキュリティ技術4

精選
問



解答は書籍122ページ

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問39）

（平成18年秋　基本情報技術者試験　午前 問64）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問28）

暗号技術1
代表的な暗号方式に、共通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式、ハイブリッド方式があります。

問1

問2

問3



解答は書籍124ページ

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問38）

（平成27 年春　基本情報技術者試験　午前 問40）

問5

問4



解答は書籍126ページ

（平成 21年春　基本情報技術者試験　午前 問40）

（平成24年春　基本情報技術者試験　午前 問41）

問6

問7



解答は書籍128ページ

（平成22年春　基本情報技術者試験　午前 問42）

（平成19年秋　基本情報技術者試験　午前 問64）

（平成23年春　基本情報技術者試験　午前 問42）

問9

問10

問8



解答は書籍130ページ

（平成25年秋　基本情報技術者試験　午前 問38）

（平成23 年秋　情報セキュリティスペシャリスト　午前Ⅱ 問2）

ハッシュ関数2
一方向性をもった関数で、この関数によって計算されたハッシュ値から、元の値を求めることが事
実上不可能であることから、暗号化同様、元データを隠匿する用途で使われます。

問11

問12



解答は書籍132ページ

（平成22年秋　基本情報技術者試験　午前 問39）

（平成20年秋　基本情報技術者試験　午前 問63）

ディジタル署名3
ディジタル署名とは、メールやその他の文書の作成者を証明する「サイン」や「印鑑」のようなも
ので、本人自身の確認や本人の意思確認を証明するものです。このディジタル署名によって、「な
りすまし防止」と「否認の防止」、「改ざんの検知」が可能になります。

（平成17年春　基本情報技術者試験　午前 問64）

問14

問13

問15



解答は書籍134ページ

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問36）

問16



解答は書籍135ページ

（平成18年秋　基本情報技術者試験　午前 問65）

（平成22年春　基本情報技術者試験　午前 問40）

（平成24年春　基本情報技術者試験　午前 問40）

問17

問18

問19



解答は書籍136ページ

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問38）

問20



解答は書籍137ページ

（平成18年春　基本情報技術者試験　午前 問65）

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問37）

問21

問22



解答は書籍138ページ

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問24）

PKI（Public Key Infrastructure）4
公開鍵暗号技術を使って、ディジタル署名の正当性を証明するための基盤のことをPKIといいます。

問23



解答は書籍140ページ

（平成26年春　基本情報技術者試験　午前 問37）

（平成27年秋　情報セキュリティスペシャリスト　午前Ⅱ 問2）

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問45）

問25

問26

問24



解答は書籍142ページ

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問37）

問27



解答は書籍144ページ

（平成19年秋　基本情報技術者試験　午前 問67）

（平成18年秋　基本情報技術者試験　午前 問67）

問29

問28



解答は書籍146ページ

（平成25年春　基本情報技術者試験　午前 問44）

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問43）

問31

問30



解答は書籍148ページ

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問8）

認証とアクセスコントロール5
企業の内部統制が強化されて、情報システムに対しても「いつ、誰が、どの端末で、どういう操
作をしたのか」を常時把握でき、その記録が残る運用が要求されています。そのベースがアクセス
コントロールです。

問32



解答は書籍150ページ

（平成22年春　基本情報技術者試験　午前 問41）

（平成17年秋　基本情報技術者試験　午前 問66）

問34

問33



解答は書籍152ページ

（平成19年春　基本情報技術者試験　午前 問65）

問35



解答は書籍154ページ

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問41）

（平成26年春　基本情報技術者試験　午前 問45）

（平成20年春　基本情報技術者試験　午前 問64）

問36

問37

問38



解答は書籍156ページ

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問45）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問18）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問20）

問39

問40

問41



解答は書籍158ページ

（平成23年春　基本情報技術者試験　午前 問45）

問42



解答は書籍160 ページ

（平成23年春　基本情報技術者試験　午前 問43）

（平成21年秋　基本情報技術者試験　午前 問40）

問43

問44



解答は書籍162ページ

（平成26年春　基本情報技術者試験　午前 問38）

問45



解答は書籍164ページ

（平成16年春　基本情報技術者試験　午前 問72）

（平成 27年春　基本情報技術者試験　午前 問44）

サーバセキュリティ6
ここでは、サーバセキュリティをまとめて説明します。全てのサーバに共通する対策として“サーバ
の要塞化”をはじめとして、DNS サーバ、電子メールサーバ、データベースサーバなどの基礎に
ついて説明します。

問46

問47 



解答は書籍166ページ

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問43）

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問45）

問48

問49



解答は書籍168ページ

DNSリフレクションなど

（平成24年秋　基本情報技術者試験　午前 問37）

問50



解答は書籍170 ページ

（平成25年春　基本情報技術者試験　午前 問43）

（平成20年春　基本情報技術者試験　午前 問67）

（平成22年秋　基本情報技術者試験　午前 問41）

問51

問52

問53



解答は書籍172ページ

（平成20年春　基本情報技術者試験　午前 問65）

（平成23 年秋　基本情報技術者試験　午前 問44）

問55

問54



解答は書籍174ページ

（平成25年秋　基本情報技術者試験　午前 問44）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問11）

問56

問57



解答は書籍176 ページ

（平成17年春　基本情報技術者試験　午前 問68）

（平成 21年秋　基本情報技術者試験　午前 問41）

ネットワークセキュリティ7
続いて、ネットワークセキュリティをまとめて説明します。VPN、ファイアウォール、IDS、IPS につ
いて学習しましょう。

問58

問59



解答は書籍178ページ

（平成 26年秋　基本情報技術者試験　午前 問40）

問60



解答は書籍180ページ

（平成20年秋　基本情報技術者試験　午前 問66）

（平成18年春　基本情報技術者試験　午前 問67）

問62

問61



解答は書籍182ページ

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問44）

問63



解答は書籍184ページ

（平成25年秋　基本情報技術者試験　午前 問45）

問64



解答は書籍186ページ

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問13）

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問41）

（平成24年春　基本情報技術者試験　午前 問44）

問65

問66

問67



解答は書籍188ページ

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問12）

（平成27年春　基本情報技術者試験　午前 問46）

問68

問69



解答は書籍190ページ

（平成26年春　基本情報技術者試験　午前 問40）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問4）

運用面での対策8
最後に、運用面でのセキュリティをまとめました。技術面ではありませんが、運用面の問題は多い
ので、しっかりと理解しておきましょう。

問70

問71



解答は書籍192ページ

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問38）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問17）

問72

問73



解答は書籍194ページ

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問2）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問1）

問74

問75
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