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1.1 セキュリティとは 

ここではセキュリティの用語と考え方の概要を説明します。 

1.1.1   一般的なセキュリティの定義と用語 

1989 年に発行された標準文書ISO 7498-2:1989 では，OSIプロトコルのセキュリティアーキテク

チャを定めています。この標準文書の附属書のAnnex Aに一般的なセキュリティに関する記述が

あり，その中で「セキュリティという用語は，資産および資源のぜい弱性を最小限にするという意

味で使用する」と定義されています。 

セキュリティの定義に使用されている用語の意味を以下の表にまとめます。追加の用語として

「脅威」も含めています。 

表 1-1 セキュリティの定義に関連する用語 

用語 説明 

資産 資産（Asset/アセット）は，組織にとって価値のあるもの。 

資源 資源（Resource/リソース） は，資産の一部であり「資産を維持し提供する仕組み」と

いった意味で使用される。 

ぜい弱性 ぜい弱性（Vulnerability/バーナビリティ）は，1 つ以上の脅威がつけ込むことのできる

資産または管理策の弱点。「バルネラビリティ」と表記されることもある。 

脅威 脅威（Threat/スラット）は，損害を与える可能性のあるインシデントの潜在的な原因。

ぜい弱性は脅威に利用され得る「リスク」を生じる。 

資産，ぜい弱性，脅威の関係は次の図のようになります。 

 

図 1-1 資産，ぜい弱性，脅威の関係 
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1.2 情報セキュリティとは 

ここでは，情報セキュリティについて説明します。 

1.2.1   情報セキュリティの定義 

情報セキュリティは，「情報資産」に特化したセキュリティです。この情報資産には，電子化された

情報，電子化された情報を提供する仕組み，紙媒体の情報，情報の利用者などが含まれます。

ISO/IEC27000:2014（JIS Q 27000:2014）では，情報セキュリティを（情報資産の）「機密性，完全性，

可用性を維持すること。真正性，責任追跡性，信頼性，否認防止などの特性を維持することを含

めることもある」と定義しています。機密性，完全性，可用性の3 つは必須の要素で，英語表記の

頭文字から「情報セキュリティの CIA」や「セキュリティトライアングル」と呼ばれます。 

表 1-2 情報セキュリティに必須の 3 要素（CIA） 

特性 説明と例 

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。 

例：暗号化，ステガノグラフィ，アクセス制御などさまざまな実現方法がある。 

完全性 

（Integrity） 

資産の正確さおよび完全さを保護する特性。 

例：ハッシング（ハッシュ暗号）を使い，データの改ざん検出に利用する「指紋」

にあたる要約（ダイジェスト）を生成し，ディジタル署名で保護する。 

可用性 

（Availability） 

認可されたエンティティが要求したときに，アクセスおよび使用が可能である

特性。システムを冗長化することで可用性を得る。 

例：パッチ適用，ディスクのフォールトトレランス，機器の二重化，サイトの二重

化（ホットサイトなど）ほか，さまざまな実現方法がある。 

 

真正性，責任追跡性，信頼性，否認防止はオプション要素です。 

表 1-3 4 つのオプション要素 

特性と能力 説明と例 

真正性 

（Authenticity） 

ある主体または資源が，主張どおりであることを確実にする特性。 

例：ログイン時の認証，カードを使った入退出管理の仕組みなどにより実現さ

れる。 

責任追跡性 

（Accountability） 

アクション（行為，動作）およびディシジョン（判断，決定）をあるエンティティに

結び付ける（割り当てる）特性。 

例：ログシステムや記録簿などにより実現される。 

信頼性 

（Reliability） 

意図した動作および結果に一致する特性。 

例：アンチウイルスソフトウェアなどにより実現される。 

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。 

例：ディジタル署名やディジタル証明書により実現される。 

 



 

 4 

第
1
章 

セーフティ（安全性）  

「セーフティ（安全性/Safety）」は，ISO/IEC GUIDE 51 の中で「許容不可能な（not tolerable）リ

スクがないこと」と定義しています。セーフティの対象となるのは，人（人命），財産，環境です。 

情報セキュリティの対象である情報資産を，より堅固な（セキュアな）環境に配置しセーフティを

得ることができるため，セキュリティとセーフティの管理策の一部は補完関係となることがありま

す。次の表でセーフティの概念と用語を説明します。 

表 1-4 セーフティの概念，用語 

概念，用語 説明 

ハザード（hazard） 危険。危害（harm）の潜在的な源。 

危害（harm/ハーム） 危害事象（hazardous event）により引き起こされる可能性。 

危険状態（hazardous situation） 人，財産または環境が 1 つ以上のハザードにさらされている状

況。 

セーフティのリスク 危害（harm）の発生確率およびその危害の度合いの組み合わ

せ。 

セーフティのリスク低減方策

（risk reduction measure） 

セーフティの保護方策（protective measure）。ハザードを除去す

る，またはリスクを低減させるための手段または行為。本質的安

全設計，保護装置と使用書の用意,監視，訓練などの実施。 

許容可能なリスク（tolerable 

risk） 

受容可能なリスク（acceptable risk）。現在の社会の価値観に基

づいて，与えられた状況下で，受け入れられるリスクレベル。 

本質的安全設計（inherently 

safe design） 

ハザードの除去および（または）リスク低減のために行う，製品

またはシステムの設計変更または操作特性変更などの方策。 

 

SP 800-82rev.2 ではセーフティ（安全性/Safety）を「死亡，負傷，職業病，装備品・資産の損

害・喪失，環境破壊を生じる状態から免れていること」という定義を引用しています（引用元は，

米国国防総省が 2012 年に発行した MIL-STD-882E, Standard Practice – System Safety）。 

次の表にセーフティの例を説明します。 

表 1-5 セーフティの例 

対象 説明 

人のセーフティ 地震，台風，津波，噴火などの自然災害，火災，テロリストの襲撃など人命にか

かわるセーフティリスクに対し，組織は事業継続計画の一環として緊急時行動計

画などを使い，避難経路を用意し定期的な訓練の実施によりリスク低減を図る。 

資産のセーフ

ティ 

 

例えば，IoT（Internet of Things）機器が攻撃者にセキュリティ管理策のぜい弱性

を突かれ攻撃に利用可能な状態になっても，セーフティの本質的安全設計によ

り，攻撃者は IoT 機器の機能を本来の目的外に使用できない。 

フェンシング（塀）や照明を用い，より堅固（セキュア）な場所に機器を置く。 

1.2.2   情報資産とぜい弱性 

情報資産とは，「情報，コンピュータプログラムのようなソフトウェア，フィジカル（ハードウェア），

サービス，人（資格，技能，経験），評価およびイメージのような無形物」です。例えば，電子化さ
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れた情報，紙の情報，電子化された情報を維持・提供する仕組み，紙の情報を保護する仕組み，

情報資産の利用者などが挙げられます。 

次の表は，ぜい弱性を，物理的/環境的，技術的，人的に分類しています。 

表 1-6 ぜい弱性の分類 

分類 例 

物理的/環境的

ぜい弱性 

建物が目立っている，柵がない，入退出のチェックがない，IoT 機器の機能を本

来の目的外の攻撃に利用できるなど。 

技術的ぜい弱性 ファイルのアクセス権の設定がない，アンチウイルスソフトがないなど。 

人的ぜい弱性 パスワードを共有している，パスワードを電話で教えてしまう，無断で情報を持

ち出しているなど。 

 

1.2.3   脅威の分類例 

表 1-7 で ISO 7498-2:1999 の脅威の 4 分類を説明し，表 1-8 では，それらの組み合わせと例

を示します。 

表 1-7 脅威の 4 つの分類 

分類 説明 

受動的な脅威 発生しても，システムに格納されている情報の内容，あるいは情報システムの

状態が変わらない脅威。例えば盗聴や，設定ミスによる流出などがこの脅威に

あたる。 

能動的な脅威 発生すると，システムに格納されている情報の内容，あるいは情報システムの

状態が変化，喪失したり，システムへのアクセスの妨害を引き起こす脅威。 誤

操作によるデータの消去，ウイルスによる破壊などがこの脅威の例と言える。 

偶発的な脅威 意図せず発生する脅威。例えば，システムの故障，誤操作，ソフトウェアのバグ

などが含まれる。また災害，停電，置き忘れなども偶発的脅威の例と言える。  

意図的な脅威 意図的・計画的に引き起こされる脅威。例えば，システムに関する専門的な知

識を使った電子データへの攻撃，盗難，情報漏洩，テロリストの襲撃などは，悪

意ある意図的な脅威の例と言える。  

表 1-8 脅威の組み合わせ 

タイプ 受動的な脅威 能動的な脅威 

偶発的な脅威 停電 災害，誤操作による消去，クラッシュ 

意図的な脅威 盗聴，流出など 破壊的なウイルスなどによる攻撃 

 

脅威は，受動的，能動的を問わず，意図的であればすべて攻撃です。 

1.2.4   典型的な脅威のタイプ 

ISO/IEC 27005:2011 は，典型的な脅威のタイプを，物理的破損，自然事象，重要なサービス

の喪失，放射による妨害，情報を危うくすること，技術的な故障，認可されていない行為，機能を
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危うくする行為，の 8 つに分け，各タイプの個別の脅威と原因を詳細に分類しています。原因に

は，偶発的，意図的に加えて環境的原因が追加されています。  

表 1-9 典型的な脅威のタイプ 

タイプ 脅威 原因 

物理的破損 火災，水害，汚染，大事故，機器や媒体の破損，

ダスト，腐食，凍結 

偶発的，意図的，環

境的 

自然事象 気候，地震，噴火，洪水，津波，その他気象現象 環境的 

重要なサービスの喪失 電力供給の停止 偶発的，意図的，環

境的 

空調や給水システムの故障，通信機器の故障 偶発的，意図的 

放射による妨害 電磁放射，熱放射，電磁パルス 偶発的，意図的，環

境的 

情報を危うくすること 漏洩，ソフトウェアの改ざん，信頼できない情報源

からのデータ 

偶発的，意図的 

ハードウェアの改ざん，位置検知，干渉信号の傍

受，遠隔スパイ行為，盗聴，媒体や文書や機器の

盗難，再利用や廃棄媒体からの復元 

意図的 

技術的な故障 機器の故障，誤動作，ソフトウェアの誤動作 偶発的 

システムの飽和，機器の保守違反 偶発的，意図的 

認可されていない行為 認可されていない機器の使用，不正コピー，デー

タ破壊，違法な処理 

意図的 

海賊版ソフトの使用 偶発的，意図的 

機能を危うくする行為 使用ミス 偶発的 

職権乱用 偶発的，意図的 

権限詐称，アクション妨害 意図的 

要員の可用性違反 偶発的，意図的，環

境的 

 

1.2.5   脅威となる行為主体のタイプ，属性 

CompTIA では，脅威となる行為主体のことを「脅威アクター（threat actor）」と総称しています。ここ

では脅威アクターのタイプと属性について説明します。 

技術的なぜい弱性を突く攻撃者を指す言葉として一般的にはハッカー（Hacker）が使われます

が，本来は「優れたコンピュータの利用技術を持つ者」全般を指し，技術を善意で使うか悪意で

使うかで，次のように分けられます。 

 

 ホワイトハットハッカーは，技術を善意で使うハッカーで，脅威アクターではありません。 

 ブラックハットハッカーは，技術を悪意で使うハッカーで，脅威アクターの一種です。クラッカーと同義語で

す。 
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次の表で脅威アクターのタイプを説明します。 

表 1－10 脅威アクター（行為主体）のタイプ 

攻撃者 説明 

スクリプトキディ

（Script kiddies） 

高度な技術を持たず，インターネット上に公開されている攻撃ツールをダウンロ

ードして，気軽に攻撃を仕掛けてくる攻撃者。ブラックハットハッカーの一種。 

ハクティビスト

（hacktivist） 

ハクティビズム，政治的な主張を目的とするハッキングを行う者。 

Anonymous は典型的なハクティビストの例。 

組織犯罪（グル

ープ） 

金銭目的で，投資情報サービス部門や金融サービス部門を狙うサイバー犯罪

を行うマフィア，暴力団など。 

敵対的国家 敵対的国家のサイバー技術者，スパイ，敵対的国家が操る者。これらの者は

政府機関，主要な国内メーカーおよび防衛請負業者から知的財産，研究開発

データを盗むことを目的とする。目的を達成するまで執拗に APT（Advanced 

Persistent Threats）攻撃を仕掛けてくる。 

競合他社 市場での優位性を獲得したり，製品の市場投入までの時間短縮を図るために

産業スパイを操り競合相手の知的財産，研究開発データの窃盗を目的とする。 

テロリストグルー

プ 

9.11 米国同時多発テロと同様の手法で影響を与えようとする者達。彼らは，重

要なインフラに関する情報を得ることで国と私たちの生命，財産に損害を与え

る目的でネットワークを使う。 

 

脅威アクターの属性（Threat Actor Attribution） 

脅威となる敵の動機，技術，組織の内外，使用するリソースや資金などの属性を理解すること

で最適な防御方法を選択することができます。次の表で脅威アクターの属性を説明します。 

表 1-11 脅威アクターの属性による分類 

属性 説明 

技術レベル ブラックハットハッカーは，技術レベルに応じ最上位から，グル（guru），デミゴッ

ド（demigod），ウィザード（wizard），スクリプトキディ（Script kiddies），ラマー，ロ

ーデントなどと呼ばれる。高度なテクニックを用いる産業スパイや敵対的国家

のサイバー要員は，防御網をくぐり情報を奪取し，その痕跡を残さない場合もあ

る。 

内部者（インサイ

ダー）/外部者

（アウトサイダー）

脅威アクターが組織内の内部者か外部者かの属性。情報漏洩（流出）は，多く

の場合，組織内で正規のアクセス権限を付与されたインサイダーにより引き起

こされる。不満を持つあるいは金に困った従業員，解雇された元従業員などが

攻撃することがある。未習熟，不注意などによる誤操作も，結果は攻撃と同じ

になる場合がある。 

外部者が組織の外から直接攻撃する場合もあるが，内部者を操り攻撃させる

場合もある。 
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表 1-11 脅威アクターの属性による分類（続き） 

属性 説明 

意図/動機（モテ

ィベーション） 

脅威アクターの意図/動機（モティベーション）は，金銭目的（犯罪集団），政治

的な主張（ハクティビスト/テロリスト），情報の不正入手（敵対的国家,競合他

社），社会的な混乱（敵対的国家），そこにサイトがあるから気軽に攻撃する（ス

クリプトキディ）などさまざまである。 

リソース/資金

（調達） 

脅威アクターが敵対的国家の場合は，国家予算と専門教育を受けたサイバー

要員を十分に供給可能。犯罪グループなども同様に十分な資金と人材を投入

できる。一方スクリプトキディの場合は，資金は少なくインターネットの無料サイ

やコミュニティからツールをダウンロードし個々にコンピュータを使い攻撃する。 

 

コラム：脅威アクターの定義について 

脅威アクターという用語が使用され始めた頃は，情報セキュリティを脅かす組織犯罪グルー

プ，敵対的国家に操られる者，テロリストグループなどを表す用語でしたが，現在は情報セキュ

リティを脅かす行為主体全体を指す用語として使われます。 

 

1.2.6   脅威，管理策，ぜい弱性，資産の関係 

情報セキュリティを守るための管理策（コントロール）と，脅威，ぜい弱性，資産の関係は次の

図のようになります（管理策は以前はセーフガードと呼ばれていました）。 

 

図 1-2 管理策/セーフガードと脅威，ぜい弱性，資産の関係 

 

脅威はぜい弱性を利用し，情報資産の価値を低下させようとするので，管理策/セーフガード

（S）は，脅威（T：スラット）とぜい弱性（V：バーナビリティ）の間に実装します。 

ぜい弱性（V）は情報資産（A：アセット）の側，管理策/セーフガード（S）の内側にあります。技

術的，物理的/環境的，人的な弱さがあるため，管理策/セーフガード（S）も，技術的，物理的/環
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境的，人的なセキュリティ管理策をそれぞれ実施することになります。 

こうした管理策は場当たり的に実装しても効果が薄いため，一般的にすべての管理策の原則

となる情報セキュリティポリシーを作成し，その原則に基づいて個々の管理策を実装します。 

1.2.7   情報セキュリティの標準（規格）の概要 

情報セキュリティの標準には，国際標準規格，国内標準規格，業界標準規格，メーカー規格な

どさまざまな規格が使用されます。ここではそれらの規格を簡単に紹介します。 

 

国際標準化団体と規格 

国際標準規格（International standard）は，国際的な標準化団体により決定される規格です。情

報セキュリティに関係する代表的な標準化団体を次の表で説明します。 

表 1-12 国際標準化団体と標準規格 

標準化団体 説明 

ISO 国際標準化機構（International Organization for Standardization）。 

各国の 1 つの標準化機関をメンバとし，電気および電子技術分野を除く全産業

分野に関する国際規格を「ISO 番号」の形で作成し発行する。 

IEC 国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission）。 

各国を代表する標準化機関をメンバとする国際標準化機関で，電気および電

子技術分野の国際規格を「IEC 番号」の形で作成し発行する。 

ISO/IEC JCT1 ISO/IEC 合同専門委員会（ISO/IEC Joint Technical Committees）。 

ISO と IEC が協力し，情報技術分野の国際標準の作成を目的に結成した合同

専門委員会（1987 年設立）。国際標準規格の立案と見直しを担当する。   

ITU-T とも協力し，ISO/IEC/ITU-T 共通文書の作成，発表も行う。 

規格は「ISO/IEC 番号」の形で発行される。 

ITU 国際電気通信連合（International Telecommunication Union）。 

電気通信に関する国際標準の策定を目的とする組織。実質的な作業は， 

ITU-T（電気通信標準化部門）， ITU-R（無線通信部門），ITU-D（電気通信開

発部門）で行う。ITU標準は「勧告」として発行される。（X.500といったXシリーズ

勧告は，データネットワーク/オープンシステム通信とセキュリティの規格）。 

IEEE 電気電子学会（Institute of Electrical and Electronic Engineers）。 

AIEE（American Institute of Electrical Engineers/米国電気学会）と IRE

（Institute of Radio Engineers/無線学会）が合併して 1963 年に米国で創設され

たエレクトロニクス関係で世界最大の学会で，専門委員会による技術標準規格

の作成など，電子部品や通信方式などの標準化活動も行う。 

規格は「IEEE 番号」の形で発行される（例：IEEE802.3，IEEE802.11 など）。 

W3C World Wide Web Consortium。Web 技術の標準化を推進する非営利団体。 

 

情報セキュリティに関係する主な標準規格について次の表に挙げておきます。 

ISO/IEC27000 シリーズの多くの規格は，JIS Q 27000 シリーズとして採用されています。 

IEEE 規格は，有線 LAN や無線 LAN などの規格として利用されています。 

ITU-T の X.500 シリーズは ISO/IEC9594-1～10 としても発行されています。 
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表 1-13 情報セキュリティに関係する主な国際標準規格 

標準 説明 

ISO/IEC27000 情報セキュリティマネジメントシステム－用語 

ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項 

ISO/IEC27002 情報セキュリティマネジメントの実践のための規範 

ISO/IEC27017 ISO/IEC 27002 に基づくクラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実

践の規範 

ISO/IEC27018 PII プロセッサとしてパブリッククラウドにおける個人情報保護の実践のための

規範 

ISO/IEC15408 情報技術セキュリティ機器の評価基準 

IEEE802.3 Ethernet 

IEEE802.11 Wireless LAN 

X.500 The Directory: Overview of concepts, models and services（ISO/IEC 9594-1） 

X.509 The Directory: Authentication framework（ISO/IEC 9594-8） 

 

各国の国内際標準化団体と規格 

各国では，国内標準化団体が国内標準を決めていますが，こうした国内標準規格は国際標準

化団体に国際標準の素案として提案されたり，国際標準化団体の規格を受け入れ（場合により

手を加えて），国内標準規格として発行されます。代表的な団体と規格を次の表で説明します。 

表 1-14 国内標準化団体と規格 

国内標準化団体 説明 

JISC 日本工業標準調査会（Japanese Industrial Standards Committee）。ISO メンバ

で JIS 規格（日本工業標準/Japanese Industrial Stand）を定める。規格は A～Z

のカテゴリがあり，情報セキュリティは Q（管理）と X（情報処理）が主に関係す

る。 

NIST 米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology)。 

米国の商務省配下の技術部門で，科学技術分野での計測，規格，産業技術の

研究と促進を目的とする。NIST の定める代表的な標準規格 SP と FIPS は，米

国政府機関のセキュリティ対策実施に際して利用するための文書。  

SP（Special Publications）規格の中の SP800 シリーズは，コンピュータセキュリ

ティ関係のレポートで，セキュリティマネジメント，リスクマネジメント，セキュリテ

ィ技術，セキュリティ管理策の評価指標，セキュリティ教育，インシデント管理な

ど，幅広いセキュリティ分野をカバーする文書群。  

FIPS（Federal Information Processing Standards，通称「フィップス」）は，NIST 推

奨のセキュリティ管理策や要求事項，暗号技術，認証，ディジタル署名，LAN セ

キュリティなど，分野別に詳細な基準や要求事項，ガイドラインを示す文書群。 

 

次の表は，NIST の SP 800-53 rev3「IT 緊急時対応計画（Contingency Planning Guide for 

Information Technology <IT> Systems）」に記載されているセキュリティ管理策の分類です（右表

は，左表のクラス指定に基づき再構成したものです）。 

この規格では，選択と使用を容易にするため，セキュリティ管理策を 18 ファミリに分類します。
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各管理策には 2 文字の ID（識別子）を割り当て，「運用（Operational），管理（Management），技

術（Technical）」の 3 つのクラスのメンバとして分類しています。 

表 1-15 SP 800-53 rev3 によるセキュリティ管理策のファミリとクラス 

ID ファミリ クラス  クラス ID ファミリ 

AC Access Control Technical  運用 AT 意識向上およびトレーニング 

AT Awareness and Training Operational  CM 構成管理 

AU Audit and Accountability Technical  CP 緊急時対応計画 

CA Security Assessment and Authorization Management  IR インシデントレスポンス 

CM  Configuration Management Operational  MA メンテナンス 

CP Contingency Planning Operational  MP 媒体の保護 

IA Identification and Authentication Technical  PE 物理的および環境的保護 

IR Incident Response Operational  PS 機密管理要員 

MA Maintenance Operational  SI システムおよび情報の完全性 

MP Media Protection Operational  管理 CA セキュリティ評価および認証 

PE Physical and Environmental Protection Operational  PL 計画 

PL Planning Management  RA リスクアセスメント 

PS Personnel Security Operational  SA システムおよびサービスの調達 

RA Risk Assessment Management  PM プログラムの管理 

SA System and Services Acquisition Management  技術 AC アクセス制御 

SC System and Communications Protection Technical  AU 監査とアカウンタビリティ 

SI System and Information Integrity Operational  IA 識別と認証 

PM Program Management Management  SC システムおよび通信の保護 

 

業界標準とメーカー規格 

業界標準は，業界の主要なメーカーなどが集まり作成されたもので，そうした規格が国際標準

規格に採用される場合もあります。 

CC（コモンクライテリア）は，CC プロジェクトと呼ばれる情報セキュリティ機器の標準化を進め

るための国際的なプロジェクトの成果で，ISO/IEC15408 の国際標準規格の基となっています。 

PKCS（Public Key Cryptography Standards）は，RSA Security 社により策定，公開された公開

鍵暗号規格です。メーカー規格ですが公開鍵暗号，Diffie-Hellman 鍵交換，公開鍵証明書ファイ

ルなどについての標準的な規格として使用されています。 
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表 1-16 PKCS の概要 

PKCS 番号 説明 

PKCS #1 RSA 暗号標準（RFC 8017） 

PKCS #3 Diffie-Hellman 鍵共有標準 

PKCS #5 パスワードに基づく暗号化（PBE）標準。PBKDF2，RFC 8018 

PKCS #6 破棄 （X.509v3 の決定による）。公開鍵証明書の拡張構文規定 

PKCS #7 暗号メッセージ構文標準。公開鍵証明書の配布などに使用 

PKCS #8 秘密鍵情報構文の標準（RFC 5958） 

PKCS #9  PKCS#6,7,8,10 で使用される属性タイプの定義 

PKCS #10 公開鍵証明書署名（発行）要求（RFC 2986） 

PKCS #11 暗号トークンインターフェイス（Cryptoki） 

PKCS #12 個人情報交換構文の標準（RFC 7292） 

PKCS #15 暗号トークン情報フォーマットの標準。IC カード関連部分を ISO/IEC 7816-15 に渡

し放棄 

 

インターネット標準規格 

インターネット関連の標準規格は「RFC 番号」（Request for Comment）として公開された文書

の中で STD（スタンダード）サブシリーズと呼ばれるシリーズに属する文書です。 

RFC 文書は IETF（Internet Engineering Task Force）と呼ばれる組織が発行しています。インタ

ーネット関連の組織を次の表で説明します。 

表 1-17 インターネット関連の組織 

インターネット関

連団体 

説明 

ISOC Internet SOCiety（アイエスオーシー，アイソック）。 

インターネットの開発とアクセス，関連技術，アプリケーションのデファクト標準，

相互接続，情報交換，普及活動などを維持，拡張を目的として 1992 年に設立。

下部機関に IAB があり，全体の調整を行う。参加資格はオープンで個人，企

業，非営利団体，政府機関，財団，教育機関などで構成される。 

IAB Internet Architecture Board。 

インターネットプロトコルセットの発展を方向付けるための助言機関 Internet 

Activities Board として 1983 年に設立。1992 年に ISOC の管理下に入る。 

IETF Internet Engineering Task Force。 

インターネットに関する仕様等の標準化活動を行う組織で 1986 年に設立。 

IESG Internet Engineering Steering Group。 

IETF の活動と標準化プロセスの，技術面に責任を持つグループで，area 

directorと呼ばれるメンバで構成される。area directorは，IETF内の複数のワー

キンググループ（WG）で文書のレビュー，グループの方向性を助言する。 

RFC 文書は IESG の承認を経て発行される。 

ICANN 

 

The Internet Corporation for Assigned Names and Number（アイキャン）。 

インターネットにおける番号（グローバル IP アドレス）や名前（DNS の FQDN）に

関する管理を行う非営利企業。IANA（Internet Assigned Numbers Authority）が

米国政府との契約に基づき実施していた業務を移管された。 



 

 13

第 1 章 チェック問題 

第
1
章 

第 1 章 チェック問題 

Q1. 

電子メールクライアントで「ディジタル署名が無効で，送信者が確認できない」と表示されました。

これに関係する概念は次のうちどれですか。 

A) 完全性 

B) 可用性 

C) 機密性 

D) 改善 

 

Q2. 

あるソフトウェア会社で，情報セキュリティアセスメント（評価）が実施されました。アセスメント結

果に，同社が「資産の周囲のフェンシング（塀）やライティング（照明）を実装するべきである」という

結果が含まれていました。また，同社の「ソフトウェアの製品リリースがディジタル署名されるべき

である」とも指摘されました。これらの勧告から，同社に求められている情報セキュリティ分野で欠

けている部分は，次のうちどれですか？（2 つ選択） 

A) フォールトトレランス 

B) 暗号化 

C) 可用性 

D) 完全性 

E) 安全性（セーフティ） 

F) 機密性 

 

Q3.  

市場（マーケット）での優位性と市場投入までの時間を短縮するために，企業内の機密情報を

盗む可能性が最も高い脅威アクターは次のどれですか？ 

A) 競合相手（コンペティター） 

B) ハクティビスト（Hacktivist） 

C) インサイダー 

D) 組織犯罪 
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第 1 章 チェック問題の解答と解説 

A1. 

正解 A 

解説 

メールの送信元の確認には，送付されてくる認証局の発行するディジタル証明書を使用します。

証明書の内容が送信者のものであることと，証明書のディジタル署名を検証して証明書そのもの

が改ざんされていないことを確認するため，完全性の性質と関係します。 

 

A2. 

正解 D，E 

解説 

ディジタル署名を付けることで，ソフトウェアの不正な改ざんを検出し完全性を得ることができ

ます。 

フェンシング（資産の周囲を壁で仕切る）により不正侵入を防ぎ，ライティング（照明により不審

者を識別しやすくする）により不審者が身を隠せる場所を少なくし，より堅固（セキュア）な環境を

作ることで安全性が保たれます。 

 

A3. 

正解 A 

解説 

マーケットの優位性と市場投入までの時間を短縮を目的とするのは競合相手と考えることがで

きます。 

 

 


