
午前をクリアしよう！

第2章

●攻撃の手口とその対策1



（平成 18年春　基本情報技術者試験　午前 問66）

マルウェア1
コンピュータウイルスをはじめとする不正プログラムをマルウェアといいます。マルウェアには、コ
ンピュータウイルス、スパイウェア、悪意あるアドウェア、ボット、ワーム、クラックツールなども
含まれます。

（平成 17年春　システム監査技術者試験　午前 問16）

問2

問1

解答は書籍28ページ



解答は書籍30ページ

問4

（平成 17年秋　システムアナリスト試験／プロジェクトマネージャ試験／アプリケー ションエンジニア試験　午前 問 34 ）

（平成27年秋　情報セキュリティスペシャリスト試験　午前 II 問 5）

問3



解答は書籍32ページ

（平成16年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問25）

（平成19年春　テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験　午前 問43）

問5

問6



（平成20年秋　基本情報技術者試験　午前 問64）

（平成17年秋　基本情報技術者試験　午前 問65）

（平成20年秋　基本情報技術者試験　午前 問 67）

問7

問8

問9

解答は書籍34ページ



解答は書籍36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14）

（平成 27年秋　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 42）

問10

問11

問12

※情報セキュリティマネジメント試験問題には黒フチを付けています。



（平成17年春　基本情報技術者試験　午前 問66）

（平成 24年秋　基本情報技術者試験　午前 問43）

問13

問14

解答は書籍38ページ



解答は書籍40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29）（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問29）

不正アクセス2
不正アクセスとは、インターネットを通じてアクセス制限がかけられたコンピュータやサーバに、許
可なくアクセスする攻撃のことです。

問15

（平成 26年春　基本情報技術者試験　午前 問43）

（平成28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問 27）

問17

問16



（平成 27年春　情報セキュリティスペシャリスト試験　午前 II 問 12）

（平成24年秋　情報セキュリティスペシャリスト試験　午前 II 問13）

問18

問19

解答は書籍42ページ



解答は書籍44ページ

ソーシャルエンジニアリングと標的型攻撃3
ソーシャルエンジニアリング（Social Engineering；社会工学）とは、人間の心理的な錯覚や間違
いを悪用して情報を引き出す手口のこと。企業の社員になりすまして、「パスワードを忘れてしまっ
たので教えてほしい」と電話で情報を引き出そうとしたり、ごみから重要な情報を探し出したりする
ものです。こうした手口は単純ですが、人間の心理や不注意を突くところであるので、日ごろから
注意しておかなければ防げません。

問20

（平成 26年秋　基本情報技術者試験　午前 問 36）

問21

（平成 26年春　基本情報技術者試験　午前 問 41）



（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問19）

（平成27年秋　基本情報技術者試験　午前 問39）

問22

問23

解答は書籍46ページ



解答は書籍48ページ

（平成 27 年秋　情報セキュリティスペシャリスト試験　午前Ⅱ 問8）

問24



（平成 26年春　基本情報技術者試験　午前 問 41）

Web サイトを利用した攻撃4
フィッシング、クロスサイトスクリプティング、SQL インジェクション、ディレクトリトラバーサル
などがあります。

問26

（平成 25年春　基本情報技術者試験　午前 問38）

（平成 18年秋　基本情報技術者試験　午前 問66）

問25

解答は書籍50ページ



解答は書籍52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21）

問27



解答は書籍54ページ

（平成 27年春　基本情報技術者試験　午前 問42）

（平成 27年秋　基本情報技術者試験　午前 問42）

問29

問28



解答は書籍56ページ

（平成26年秋　基本情報技術者試験　午前 問44 ）

問30



（平成 25年秋　基本情報技術者試験　午前 問43）（平成 25年秋　基本情報技術者試験　午前 問43）

その他の攻撃5
これまで説明してきたもの以外の攻撃をまとめてここで説明します。

問31

問32

（平成 27年春　基本情報技術者試験　午前 問 37）

解答は書籍58ページ



解答は書籍60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22）

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問25）

問34

問33



（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問26）

（平成 26年春　基本情報技術者試験　午前 問39）

問36

問35

解答は書籍62ページ



午前をクリアしよう！

第2章

● 規 格と 制 度2

精選
37問



解答は書籍66ページ

（平成 27年秋　基本情報技術者試験　午前 問40）（平成 27年秋　基本情報技術者試験　午前 問40）

ISMS 適合性評価制度1
ISMS 適合性評価制度は、ISMS（Information Security Management System；情報セ
キュリティマネジメントシステム）－すなわち、企業における情報セキュリティの管理体制とそ
の対策－を評価する第三者認証制度です。

問1

（平成18年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問34）

（平成 19年秋　基本情報技術者試験　午前 問 69）

問2

問3



問5

（平成 20年春　基本情報技術者試験　午前　問 69）

（平成 20年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問33）

問4

解答は書籍68ページ



解答は書籍70ページ

（平成 26年秋　基本情報技術者試験　午前 問39）

（平成 18年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問36）

問6

問7



（平成19年春　テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験　午前 問51）

（平成17年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問32）

（平成 25年秋　基本情報技術者試験　午前 問 39）

問8

問10

問9

解答は書籍72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5）

問11

解答は書籍74ページ



解答は書籍76ページ

（平成 21年春　午前Ⅰ共通 問 14）

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問6）

問13

問12



解答は書籍77ページ

（平成17年秋　情報セキュリティアドミニストレータ　午前 問 13）

（平成17 年春　テクニカルエンジニア（システム管理）　午前 問29）

問14

問15



解答は書籍78ページ

問14

（平成 19年春　システム監査技術者試験　午前 問42）

（平成 21年秋　IT サービスマネージャー試験　午前II 問17 ）（平成 21年秋　IT サービスマネージャー試験　午前II 問17 ）

システム監査とセキュリティ監査2
システム監査とは、監査対象から独立かつ客観的立場のシステム監査人が情報システムを総合的
に点検及び評価し、組織体の長に助言及び勧告するとともにフォローアップする一連の活動のこと
です。システム監査基準とシステム管理基準に基づいて実施されます。情報セキュリティ監査とは、
システム監査のセキュリティ分野に特化したものです。

問16

問17



システム監査とセキュリティ監査

解答は書籍80ページ

（平成 20年春　システム監査技術者試験　午前 問44）

問19

（平成 21年春　システム監査技術者試験　午前Ⅱ 問3）（平成 21年春　システム監査技術者試験　午前Ⅱ 問3）

問18



解答は書籍82ページ

（平成 25年春 システム監査技術者 午前 問6）

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問37）

問22

問21

（平成 21年秋 午前Ⅰ共通 問 22 ）

問20



解答は書籍84ページ

問23

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問39）

問24

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問3）



解答は書籍86ページ

（平成22年春　情報セキュリティスペシャリスト試験　午前Ⅱ 問 25）

（平成 21年春　システム監査技術者試験　午前Ⅱ 問5）

問25

問26



解答は書籍87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38）

問27



解答は書籍88ページ

プライバシーマーク制度3
プライバシーマーク制度とは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） が、平成10 
年（1998 年）4月1 日から運用を開始した制度で，次のように規定されています。「個人情報の取
扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等に対し、その旨を示すマーク
としてプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認容する制度」

問28

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問 31）



解答は書籍90ページ

（平成 17年春　システム監査技術者試験　午前 問22）

（平成20年春　テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験　午前 問50）

問29

問30



解答は書籍92ページ

（平成 26年春　システム監査技術者試験　午前Ⅱ 問8）

問31



解答は書籍94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9）

問32

その他のガイドライン4
組織における内部不正防止ガイドライン、ソフトウェア管理ガイドライン、事業継続計画について
説明します。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問15）（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問15）

問33



（平成 18年秋　基本情報技術者試験　午前 問68）

（平成 17年秋　基本情報技術者試験　午前 問68）

問35

問34

解答は書籍96ページ



（平成 23年秋　基本情報技術者試験　午前 問61）

（平成 24年春　基本情報技術者試験　午前 問42）

問36

問37

解答は書籍98ページ



午前をクリアしよう！

第2章

● 関 連 法 規3

精選
12問



解答は書籍102ページ

（平成 16年春　システム監査技術者試験　午前 問32）（平成 16年春　システム監査技術者試験　午前 問32）

産業財産権1
産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の４つがあります。知的財産権の一部で、
いずれも登録によってその権利が発生します。

問1



解答は書籍104ページ

問2

（平成 19年秋　情報セキュリティアドミニストレータ試験　午前 問46）

問3

（平成 17年春  システム監査技術者試験   午前 問36）

著作権2
著作権とは、著作物（思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音
楽の範囲に属するもの）並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関する、著作者（著作物を
創作する者）の権利及びこれに隣接する権利のことです。産業財産権のように登録の必要はなく、
独自に作成した場合、その作成時点で権利が発生します。



解答は書籍106ページ

（平成 27年秋　応用情報技術者試験　午前 問78）

問5

（平成19年春　システム監査技術者試験　午前 問37）

問4



解答は書籍108ページ

不正競争防止法3
不正競争防止法は、商取引において、他の社名、商品名、サービス名などと紛らわしい名称など
を用いて、不正に商取引を行うことを禁じた法律です。特に他の知的財産権関連の法律（特許法、
実用新案法、意匠法、商標法、著作権法など）で保護されない場合に有効であり、届出の義務も
なく、広く周知されている事実も不要です。具体的には、競合他社の営業上の信用を害する虚偽
の情報を流す行為（悪意のある不正行為）や、他人の商品の形態の丸写し（デッドコピー）など
の模倣、他人の商品や営業活動と誤認混同されるような表示の不正な使用などを禁じています。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問35）

問6



解答は書籍110ページ

刑 法4
犯罪と刑罰を定めている刑法には、コンピュータ犯罪の条項があります。近年、コンピュータウイ
ルスに関する規定や、IT の発展に対応できる捜査手続きの整備に関する事項が追加されたことか
ら、コンピュータ関連の部分を“サイバー刑法”と呼ぶこともあります。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問 33）

問7

問8

（平成 25年春　システム監査技術者試験　午前II 問16）（平成 25年春　システム監査技術者試験　午前II 問16）（平成 25年春　システム監査技術者試験　午前II 問16）（平成 25年春　システム監査技術者試験　午前II 問16）（平成 25年春　システム監査技術者試験　午前II 問16）



解答は書籍112ページ

不正アクセス禁止法5
不正アクセス行為と、それを助長する行為を禁止する法律です。他に、フィッシング行為や、そう
した不正行為によって他人の ID やパスワードを取得する行為、保管する行為も禁止しています。

（平成 21年秋　午前Ⅰ共通 問30）

問9



個人情報保護法6
企業等が個人情報を取り扱う時に順守しなければならない法律です。企業にとっての個人情報の

“有用性”と、個人の権利・利益の保護を図るために制定されました。個人情報保護法では、個人
情報、個人データ、保有個人データの３つの概念を設けています。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問32）

問10

解答は書籍114ページ



解答は書籍116ページ

特定電子メール法7
特定電子メール法は、いわゆる迷惑メールを禁止した法律です。迷惑メールが社会問題化し始め
た平成 13 年（2001 年）に制定され、改正特定商取引法と合わせて、迷惑メール防止二法とよば
れています。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問34）

問11



解答は書籍118ページ

請 負 契 約8
民法で規定されている13 の典型契約のひとつに“請負契約”があります。ソフトウェア開発プロジェ
クトで、よく用いられる契約形態なので問題になることも多いです。

（平成 28年春　情報セキュリティマネジメント試験　午前 問36）

問12



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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