
1 意思決定 問題別分類＝業務レベル、管理レベル、戦略レベル

2 情報公開
緊急時には、早期発見→情報収集→情報分析・判断→情報伝達→広報告知の手順をたどる。最低でも、
情報収集体制と項目、情報伝達ルートを確保しておく。

3 説明責任

4 開示基準
不測の事態を想定して、どの情報をどのように開示するかを定めた基準。非開示＝機密情報。開示＝PR,
説明責任のある情報

5 PR 広告･宣伝 Public Relations
6 社会的信頼性 誤解や不安感を与えない。
7 情報システム コンピュータを利用した情報処理システム。「情報収集･処理過程」と「情報伝達過程」を体系化したもの。
8 共用データベース 各種の情報システムに共通したデータを共有、共用するためのデータベース
9 システム統合 各種の情報システムを統合して一つのシステムにすること
10 オープンシステム ハードウエアやソフトウエアを国際的な標準に準拠して作成されたコンピュータシステム

11 総所有コスト（TCO) 情報システムの構築計画の際、導入費用とランニングコストを含めた総所有コストのこと
Total Cost of
Ownership

12 アウトソーシング 業務の外部委託 Out Sourcing

13 ナレッジ・マネジメント
ナレッジ(データ、情報、知識、知恵等）を共有、活用できるようにし、組織の創造性を増そうという取り組
み。「暗黙知」を「形式知」に変換することが取り組みの中心。

14 形式知 言語や文章で容易に表現できるもの
15 暗黙知 思考スキルや行動スキルといった個人に所属する、主観的で言語や文章で簡単に表現できない知

16 知的財産権
人間の精神的な創作や産業活動上の識別標識に関する権利。特許権(産業）、実用新案権(アイデア)、意
匠権(デザイン）、商標権（TM)、著作権（著作物）の5つ

17 著作権 思想･感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範疇に入るもの。著作者の死亡から50年
18 特許権 自然法則を利用した新規性のある産業上有用な発明。出願から20年
19 実用新案権 物品の形状･構造･組み合わせに関する考案(アイデア）。出願から6年
20 意匠権 美観･新規性･創作性のある物品の形状･模様･色彩に関するデザイン。出願から15年
21 商標権 商品・役務に使用するマーク。出願から10年
22 工業所有権 知的財産権のうち著作権を除く4つ
23 先願主義 先に出願した人に権利が生じる。日本
24 先発明主義 先に発明した人に権利が生じる。アメリカ

25 発明
自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの。特許法の保護に当たるものは、発明に該当すること。
新規性。進歩性。

26 プロパテント化
知的財産権の権利性を強化するため、特許取得期間に要する期間の短縮化、特許侵害への対抗措置の
強化、特許情報の充実などの政策を言う。

pro-patent

27 ソフトウェア特許
CD-ROMなどの電子媒体に記憶されたソフトウエアや情報ネットワーク上で流通するソフトウエアを対象と
する特許。

28 ビジネスモデル特許
コンピュータや情報ネットワークの活用の仕方に新規性･進歩性を認め、ビジネスの方法や仕組みを権利
内容とした特許
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29 独占禁止法 市場の私的独占を禁止することを目的とした法律(私的独占、不当な取引制限、不公正な取引）
30 コンプライアンス 法令順守 compliance
31 ライセンス 技術実施の許諾（事業活動を制限する場合もある）

32 情報収集
緊急事態をできるだけ早く発見して、状況把握に必要な情報を収集すること。緊急時情報収集＝早期発
見、情報の内容、情報の収集方法

33 情報処理
情報を基に状況や進展を分析し、伝達先や伝達内容、具体的な緊急時対応を判断することである。時系
列の進展シナリオによる必要な判断の予測、判断基準の明確化、対応策の優先順位、判断の役割分
担、判断決定者の順位

34 情報伝達 短時間で情報が伝えられる連絡経路や回線の多重化、代替伝達手段について検討しておく。

35 危機広報
組織の外部に行う緊急時の広報（安全・・人的被害の軽減、安心・・誤解や不安感を与えない）　緊急時
に、社会に対する説明責任を果たすための情報公開の一部。

crisis
communication

36 ネットワーク社会
インターネット等高度情報通信技術を利用した社会。利便性と危険性が存在する。仮想的な社会、罪悪
感が希薄、認識しないでルール違反をする、ルール違反の痕跡を消しやすい等、法律や倫理規定で対応
しにくい場面がある。

37
高度情報通信ネットワーク
社会

インターネット等高度情報通信ネットワークを通じて、自由かつ安全に多様な情報･知識を世界的規模で
入手し、共有し、発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会

38 ネチケット 情報ネットワークにおけるエチケット

39 著作権の不正使用
ソフトウエアや書籍の不正コピー、文章の不正転載。OS等１ライセンス分の購入で複数のPCにインストー
ルする。著作物は私的利用等限られた範囲内では複製･引用・転載が可能。

40 通信内容の保護・規制
通信内容の秘密やプライバシーは守られる必要があり、仮想的世界とはいえ、不適当な内容は制限を受
ける。憲法＝通信の秘密は侵してはならない。有線電気通信法＝有線電気通信の秘密は侵してはならな
い。刑法（わいせつ物公然陳列罪）＝わいせつな文書･画像は2年以下の懲役か250万円以下の罰金

41 名誉や信用の保護
組織や個人の名誉や信用は守られる必要があり、法律（刑法、民法）により処罰される。個人の中傷メー
ル、企業をターゲットとした告発メール。

42 個人情報保護法
一定数以上の個人情報を保有する企業は個人情報収集の際の利用目的の明示、第三者提供の制限、
当該個人からの開示・訂正・利用停止の要求について義務がある。

43 不正アクセス
他人のパスワードを利用してネットワークにアクセスし、データの破壊、改ざん、漏洩、電子マネーの偽造
（改ざん）、架空の発注による代金の騙し取り(否認）等の行為。

44 不正アクセス禁止法
業務妨害やデータ破壊を行うため、他人のパスワードを無断使用して情報ネットワークに侵入する行為を
取り締まる法律。30万円以下の罰金

45 迷惑メール（スパムメール） 広告など受け手の意思を無視して一方的に送られてくるメール。

46 チェーンメール
メールの受信者に、受信メッセージを複数の人に転送するよう指示したメール。ネットワークやメールサー
バに過剰に負荷をかけるし、誤った情報が広まり、混乱の原因となる。チェーンメールを受け取ったら止め
るのがマナーであり、他人に転送してはならない。

47 迷惑メール防止法
広告用メールの場合、タイトルに｢未承諾広告」と書く。発信者の氏名･住所･電話番号･電子メールアドレ
スを書く。

48 情報ネットワーク 高度情報通信技術を利用したコンピュータを中心とするネットワーク
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49 インターネット TCP/IP（TELNET)という通信プロトコルを利用した世界最大のコンピュータネットワーク

50 自律分散システム
複数のコンピュータにより分散処理するシステム。本店のホストサーバと支店のサーバをネットワーク化し
て処理する。インターネットも自律分散システムといえる。

51 イントラネット
組織内限定の情報ネットワーク。インターネット技術に基づきLAN上に構築され、組織内のメンバーのみ
が情報通信を行う技術。

52 エクストラネット
インターネット技術を利用した特定組織間のネットワーク。イントラネットの範囲を自組織内だけでなく、イ
ンターネットを使って特定の他組織イントラネットにまで拡張したネットワーク

53 LAN ある建物や構内に限定し私設回線を利用した比較的小規模なネットワーク。 Local Area

54 クライアント・サーバ型
ネットワークに接続されたコンピュータがサービスを与える側(サーバ）とサービスを受ける側（クライアン
ト）に区別される接続形態。企業内LANのような大規模LANに適す。

55 ピア・トｳ・ピア型
ネットワークに接続されたコンピュータ同士が対等な立場にあり、クライアント･サーバ型のような明確な役
割分担が存在しない接続形態。一般家庭など小規模LANに適す。P2P

56 WAN
離れた場所に存在する複数のLAN同士を、電気通信事業者が提供する通信サービスを利用して相互接
続したネットワーク。遠隔地にあるコンピュータを結んだネットワーク

Wide Area Network

57 LGWAN

地方自治体のネットワークを相互接続した広域ネットワーク。都道府県、市町村の庁内ネットワークが接
続されており、中央省庁の霞ヶ関WANにも接続されている。地方自治体間のコミュニケーションの円滑化
や情報共有、行政事務の効率化、アプリケーションの共同利用などによる重複投資の抑制などを目指し、
２００１年に創設された。

Local Government
Wide Area Network

58 WWW（Web)
World Wide　Webのことで、Webと略称で呼ぶこともある。あらゆる情報を継ぎ目なしにアクセス可能とする
ため、インターネット上のファイル同士をリンクし、ハイパーテキストを実現する仕組みのこと。直訳は世界
中に張り巡らされたくもの巣の意味。ハイパーテキスト言語＝HTML。通信プロトコル＝HTTP

World Wide Web

59 電子メール インターネットを利用した手紙(メール）のこと

60 B to C 企業･消費者間商取引。B2C
Business to
Consumer

61 B to B 企業間商取引。B2B
Business to
Business

62 電子認証
認証機関が登録された個人や組織に暗号化された証明書を発行し、その証明書によって取引相手や取
引内容に問題がないことを確認する手段。

63 電子商取引 インターネット等コンピュータネットワークを利用して行う商取引。世界のどことでも瞬時に取引ができる。
64 インターネットショップ インターネット上で商品の売買が可能なサイトのこと。インターネットモール＝インターネットショップの商店街
65 ネットバンク 支店を持たず、インターネット上で取引を行う銀行のこと。
66 電子マネー 金銭的な価値を電子情報化したもので、ネットワーク上で決算するために使用される仮想的なお金のこと。

67 モバイルコンピューティング
組織の外部において、携帯情報端末やノートパソコンを利用して、組織内の情報ネットワークへの接続や
組織内の人間との情報交換を行うこと。ハイブリッド携帯端末＝放送及び通信兼用の複合型携帯端末

68 ユビキタスネットワーク
人間を取り囲む環境の至る所にコンピュータが入り込んで、知的な情報操作を代行してくれるもの。ICタグ
等の利用が具体化されている。

69 VoIP デジタル化された音声データをインターネット上でやりとりする技術。IP電話 Voice over IP
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70 オープンソース・ソフトウェ プログラム公開型のソフトウエア。LINUX等
71 デファクト・スタンダード 企業間の市場における競争の結果、高い市場シェアを獲得し標準たる地位を獲得したもの。
72 デジタルデバイド コンピュータを使いこなす能力の有無によって生じる情報格差のこと。
73 ウェブアクセシビリティ 障害者や老人などの身体機能低下を持つ利用者でも、提供される情報にアクセスし利用できること。

74 情報セキュリティ
情報を破壊や漏洩、盗難などから守ると共に、情報システムの機能を守ること。コンピュータで管理される
情報、それ以外の文書、マニュアル類、メモ類、電話の会話も含む。セキュリティ対策＝組織内に潜む情
報リスクの要因を把握し、リスクの種類や程度、影響度を理解し、改善策を検討する。

75 セキュリティポリシー
情報セｷｭリティに関する活動を行うための対策要綱で自ら作成する。組織の長が深く関与する。現場で
実効性のあるもの。行動基準やマニュアル化、回線の二重化等のハード対策。

76 情報リスク

情報の破壊や漏洩、盗難、コンピュータのダウンなど、情報を管理するシステムの機能障害に関するリス
ク。偶発的なもの(自然災害、事故，障害）と人為的なもの（コンピュータ犯罪）がある。組織内の情報保護
だけでなく、組織外の情報（告発メール等）も考慮する。リスクの診断手法＝ヒアリング、直接診断、シミュ
レーション診断、調査票診断。セキュリティポリシーをもとに、組織の規模や目的に応じた情報リスク診断

77 コンピュータウィルス 第三者のプログラムやデータベースに意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラム。
78 メール爆弾 電子メールを大量に送りつけて相手のメールサーバーを破壊する行為。

79 情報漏洩
組織内部の者がその立場を利用して情報を持ち去る内部の不正と、組織外部の者がインターネットを経
由して社内システムに侵入し情報を盗み出す外部の不正がある。

80 シミュレーション診断 コンピュータ犯罪と同じ手段で組織の情報システムに攻撃を試みて診断する手法。

81 情報リスク対策

情報の喪失＝バックアップ、バックアップセンター、情報漏えい＝FD等情報の持ち出し禁止、メディア廃棄
の適正化、メール転送制限、盗聴対策、暗号化。情報管理機能の破壊＝代替システム。情報管理機能の
低下＝UPS,回線の多重化、負荷の分散化、ねずみ対策。情報管理装置の破壊＝転倒防止、防水対策、
冷却対策。不正アクセス＝ファイアウオール、ログイン時に席を立たない、パスワード管理。ウィルス対策
＝不正コピー使用禁止、ワクチン等

82 ワンセグ
携帯電話等の移動体向けデジタルTV放送のこと。地上デジタル放送の６MHｚ帯域幅を13セグメントに分
けたうちの１つを利用するため、1セグメントの意味を持つ。

83 ネットTV
インターネット接続可能な高機能テレビのことで、インターネット・プロトコル（IP)テレビと呼ばれる。高速大
容量(ブロードバンド）通信網に接続し、リモコンを使った簡単な操作で動画配信サービスや専用の閲覧ソ
フトを使って情報を検索できる。OSはリナックスを使う。

84 ＢＣＣ
電子メール送信先指定メールの一つ。通常の宛先であるＴＯに指定したユーザー以外に、同じ内容の電
子メールを送る場合に使用する。他の受信者には同じ内容のメールがＢＣＣで指定したユーザーにも送信
されていることは通知されない。

Ｂｌｉｎｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃ
ｏｐｙ

85 ＨＴＭＬメール
ＨＴＭＬ形式で記述されたメール。見字の大きさ・色・レイアウトを工夫した電子メールが作成できる。様々
な動作を実行するプログラムを書き込むことが出来るため、ウィルスを含ませることも出来る。

86 ＩＣカード
プラスチック製カードに半導体集積回路（ＩＣチップ）を埋め込んだ、情報が記録できるカード。データの暗
号化により偽造防止がはかれる。

87 ＩＰアドレス
TCP/IPプロトコルによるネットワークでコンピュータを識別するために使用されるアドレス。インターネット
に接続するコンピュータには全てIPアドレスが振られている。

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ
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88 ＩＰSec IPパケットの暗号化と認証を行うセキュリティ技術の規格
IP ｓecretary
protocol

89 OS
オペレーティングシステム。コンピュータシステム全体を管理するソフトウエアのこと。MS・Windows、Mac・
OS,Linuxなどがある。

90 URL
インターネットに接続している個々のサーバや、そのサーバに登録されているホームページの「住所」の
書式のこと

91 VPN方式 インターネットのようなオープンなネットワークを専用回線のように利用する仮想的な専用ネットワーク
Virtual Privete
Network方式

92 Webブラウザ ホームページを閲覧するためのソフトウエア。代表的なものはInternet ExplorerやNetscapeなど。
93 アクセスログ サーバ等への利用動作を記録したもの。アクセスした日時、ファイル名、仕様コンピュータ等を記録する。
94 アプリケーションソフト 文書作成、表計算等、ある特定の目的のために設計されたソフトウエア。

95 暗号化
インターネットなどのネットワークを通じて文書や画像などのデジタルデータをやりとりする際、通信途中で
第三者に盗み見られたり改ざんされないように、決まった規則に従ってデータを改ざんすること。

96 拡張子 ファイル名の内、ピリオドで区切られた一番右側の部分でファイルの種類を示す文字。

97 外部記録媒体
フロッピーディスク、外付けハードディスク、MO、CD、DVD、USBメモリ、MT、CT等、可搬性の高い記録媒
体のこと

98 クリアスクリーン
コンピュータを操作しないとき画面表示内容のセキュリティを保つこと。離席するときログオフしたり、パス
ワードロック付きのスクリーンセーバーを起動させるなど。

99 クリアデスク
デスクで作業しないとき、デスク周囲のセキュリティを保つこと。机上の書類をキャビネットに格納したり、
終業時にノートパソコンを保管するなど。

100 コールバック
公衆回線を用いる通信において、通信先を呼び出しておいて回線を一旦切断し、次に、接続先から呼び
出されてから実際に通信を開始する方法。通話料を相手に負担させる場合や、不特定の回線からの接続
を回避して、セキュリティを高める場合に用いる。

101 ウィルス対策ソフト ウィルスからコンピュータを防御するためのソフトウェア。アンチウィルスソフトやワクチンソフトとも呼ばれ

102 ウィルスチェック
ウィルス感染の有無を検査すること。通常の動作では、電子メールやファイルのコピーなどで処理される
データについてのみウィルス感染を検査する。既に感染しているウィルスを検出するには、全ファイルに
対してウィルスチェックを実行する必要がある。

103 ウィルス定義ファイル
ウィルス対策ソフトが使用するデータで、ウィルスを発見するために必要となる情報が含まれている。ウィ
ルス定義ファイルは常に最新のものに更新しておく必要がある。

104
ISMS（情報セキュリティマ
ネジメントシステム

技術的なセキュリティ対策だけでなく、セキュリティポリシーやそれに基づいた具体的な計画、計画の実
施、計画の見直しを含めた組織的マネジメントシステム。日本では（財）日本情報処理開発機構（JIPDEC)
が「ISMS適合性評価制度」を運用している。

Information
Security
Management

105 スタンドアローン 情報機器がネットワークに接続されていない状態のこと
106 パッチ アプリケーションソフト等に存在する不備が発覚した際、配布される修正プログラムのこと。
107 バッチ処理 コンピュータに於ける処理方法の一つで、一定期間または一定量のデータを集め、まとめて一括処理を行うこと。
108 バナー広告 インターネット広告の一種。ホームページに広告の画像を張り、広告主のホームページにリンクする手法。
109 ファイアウォール ネットワーク上の防護壁。主として外部からのアクセスをコントロールすることで、不正アクセスを防御す
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110 プライバシーマーク

（財）日本情報処理開発機構（JIPDEC）が管理する個人情報取り扱いに関する認定制度。JIS　Q　１５００
１「個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」に適合して、個人情報について適切な保
護措置を講ずる体制を整備している事業者を認定し、プライバシーマークを付与して、事業活動に関して
プライバシーマークの使用を認める制度。有効期間は２年である。

111 ユーザー認証
ユーザーの正当性を検証する作業。コンピュータを利用しようとしている人が本人かどうか、権限がある
かどうか、などを認証すること。

112 ルーター
ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継する機器。アドレスを見て、どの経路を通すべき
か判断する経路選択機能を持つ。

113 RAID(レイド）
複数台のディスクドライブを組み合わせることで、高速・大容量かつ信頼性に優れたディスク構成を実現
する技術。
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