
３－１.知的財産権 

著
作
権 

著作者
人格権 

著作物を公表するかしないか、どの
ように公開するか、著作物に氏名を
表示するかしないか、などの著作者
の人格的な権利のこと。 
※ 他人にこの権利を譲渡（じょうと）
することはできない。 

著作権 著作物をその著作者が独占的（どく
せんてき）に利用して利益を受ける
権利で、経済的な利益を保護する。 
※ この権利を売買することは可能。 

著作 

隣接権
（ちょさく
りんせつ
けん） 

著作物を伝達する者（レコード会社
や歌手・演奏者など）に認められた権
利。 

産
業
財
産
権 

特許権 新しい技術や発明を保護する権利。
特許権を取得するためには特許庁
へ出願し認められることが必要。 

発明であることが要件で、科学的発
見は対象にはならない。 

実用新
案権 

特許権ほど高度ではない、物品の形
状、構造、組合せなどの技術面のア
イディアや工夫を保護する権利。 

意匠権 
（いしょう
けん） 

物品の形状、模様、色彩（しきさい）
などのデザインを保護する権利。 

商標権 商品やサービスについて、自他が識
別できる文字、図形、記号、立体的
形状（ロゴマークやシンボルマーク）
などの他人の使用、類似範囲（るい
じはんい）の使用を排除できる権利。 

（2）著作権の侵害  

＜解答＞ ア＝×、イ＝○、ウ＝○、エ＝×、オ＝○、カ＝×      

 公開されている著作物を利用する場合は、著作物を引用（い
んよう）する場合を除き、著作権の所有者に許可を得ることが
必要です。 

 「著作物の引用」とは、著作物の一部を利用する行為（こう
い）のことで、引用部分が明確にわかるようにすること、出典
（著作物の名前や著者名など）を一緒（いっしょ）に記載（きさ
い）する、自分の著作物が「主」で引用部分は「従」の関係にあ
ること、などの条件を満たすことで使用することが認められてい
ます。 

 著作物の複製は、自分や家庭の中だけで利用する分には
「私的利用」の扱（あつか）いとなり著作権の侵害（しんがい）に
はなりませんが、複製して他人へ譲渡（じょうと）・販売（はんば
い）することは著作権の侵害となります。 

（2）肖像権（しょうぞうけん） 

＜解答＞ ア＝①、イ＝③  
 肖像権とは、人の顔や姿（肖像）を保護する権利で、本人の承
諾なしに肖像を利用することを禁じています。肖像には写真、絵
画、彫刻も含まれます） 

●「人格権」の一部としての肖像権 

  誰（だれ）にでも認められる、その人の肖像を保護する権利。 

●「財産権」としての肖像権（パブリシティ権） 
  芸能人や有名人などが、その人の氏名・肖像が持つ 

  価値を財産として独占的（どくせんてき）に利用できる権利。 

（1）知的財産権  

＜解答＞ ア＝②、イ＝①、ウ＝③、エ＝④、オ＝⑥、 
       カ＝⑦、キ＝⑧、ク＝⑤ 
 文章、絵画、プログラムなどの知的創造物は、その制作に
多大な時間、コスト、労力を要します。 

しかし、情報のデジタル化が進む現代では、複製・模倣（もほ
う）が容易にできてしまいます。そこで、制作者の知的創造活
動やそれがもたらす利益を一定期間保護する権利として、
知的財産権が認められています。 

 知的財産権には、文化の発展を目的とした「著作権」と、産
業経済の発展を目的とした「産業財産権」があります。 

 著作権は年齢を問わず、申請不要で著作物が作られた時
点で自然に発生するのに対し、産業財産権は、特許庁に出
願して認められた場合に、権利として有効になります。 

３－２.個人情報 

（1）個人情報の取り扱い 

＜解答＞ ア＝①、イ＝④、ウ＝⑤、エ＝⑧ 
 個人情報とは、氏名、生年月日、住所など、本人を特定でき
る情報をいいます。単体では個人を特定できないものでも、他
の情報と組み合わせることにより特定できる場合は、個人情
報に含まれます。 

 ブログ、SNS、電子掲示板などインターネット上で個人情報
を公開すると、悪意のある利用者に、その情報を不正に利用
されたり、プライバシーの侵害やトラブル・犯罪に巻き込まれ
る危険があります。 

 また、Webサイトに個人情報やクレジットカード番号などを入
力させて、その情報を盗（ぬす）み取って悪用する手口も存在
します。 

 個人情報の取り扱いには十分注意し、インターネット上での
個人情報の公開は控（ひか）える、信頼できないWebサイトで
個人情報をむやみに入力しない、などの対策が必要です。 

第３章 
情報モラルと情報セキュリティ （解答と解説） 



３－３.情報セキュリティ 

（1）不正アクセス  

＜解答＞ ア＝②、イ＝③、ウ＝⑥、エ＝⑦ 

 他人のコンピューターに不正に侵入（しんにゅう）することを
不正アクセスといい、この行為（こうい）は「不正アクセス禁止
法」の違法（いほう）行為になります。コンピューターに侵入（し
んにゅう）されると、データを盗（ぬす）まれる、壊（はかい）され
る、変更（へんこう）される、など何らかの被害（ひがい）にあう
おそれがあります。 

●なりすまし 
 他人のIDやパスワードを不正に入手し、その人のふりをして
不正にコンピューターやサービスを利用する行為。 

●改ざん 

 利用権限を持っていないコンピューターやシステムに不正に
アクセスして、データの変更や虚偽（きょぎ）データを作成する
行為。 

（2）コンピューター犯罪  

＜解答＞ ア＝④、イ＝③ 

 コンピューター技術を利用したコンピューター犯罪は、物理
的痕跡（こんせき）が残りにくく、被害の範囲（はんい）や規模も
大きいため社会問題となっています。 

●電子計算機使用詐欺 

（でんしけいさんき しよう さぎ） 
 コンピューターやシステムに虚偽のデータを作成したり、不
正な命令を与（あた）えたりして、不当に財産・金銭的な利益を
得る行為。 

●電子計算機損壊等業務妨害 
（でんしけいさんき そんかいとう ぎょうむぼうがい） 

 コンピューターやシステムを破壊（はかい）して使用できない
状態にしたり、業務に必要なデータを削除（さくじょ）したりして、
業務を妨害する行為。 

（3）不正アクセスに対抗（たいこう）する技術 

＜解答＞ ア＝②、イ＝⑤、ウ＝④ 

●トンネリング 

 インターネットなどの公衆回線網上（こうしゅうかいせんもう
じょう）に、ある2点間を結ぶ閉じられた仮想的（かそうてき）な
直結通信回線を確立する技術。ネットワーク上に外部から遮
断（しゃだん）された見えない通り道を作るように見えることか
らトンネルと呼ばれるようになった。本社と支社のLAN（ラン）
間接続など、プライベートなネットワークをインターネットを経
由して接続する際などに利用されることが多い。 

●VPN（Virtual Private Network） 
 トンネリングや暗号化技術を組み合わせることによって、イン
ターネットなどの公衆回線をあたかも機密性の高い専用回線
であるかのように利用することができる技術。物理的に離（は
な）れた場所にある企業の拠点（きょてん）間通信を行う場合
などに利用される。 

 

（4）インターネット利用時のセキュリティ対策 

＜解答＞ ア＝①、イ＝④、ウ＝⑤、エ＝⑦ 

 インターネット利用時、トラブルや犯罪に巻き込まれないた
めに自分でできるセキュリティ対策としては、次のような対策
があります。 

・インターネットでダウンロードしたプログラムには、ウイルス
感染の可能性があるため、ウイルス対策ソフトでウイルス
チェックをしてから実行する。また、信頼（しんらい）できない
Webサイトからのダウンロードは控（ひか）える。 

・電子メール送信時、他人に読まれることを防ぐため添付
（てんぷ）ファイルを暗号化する。 

・電子メール送信時、電子署名を付けることによって自分が
書いた文章であることを証明する。 

・インターネットの長時間にわたる連続使用は、同一のIPア
ドレスを利用し続けることになり、第三者から特定されやすく
なる。特定されると侵入や攻撃をうける危険性が高くなるた
め、利用しない時は切断する。 

（5）パスワードの取り扱い 

＜解答＞ ア＝○、イ＝×、ウ＝×、エ＝○ 

 機密情報や個人情報などを含（ふく）むファイルは、パスワー
ドを知っている人だけがファイルを閲覧（えつらん）・編集でき
るように、パスワードを設定して保護します。 

 特に、電子メールでファイルを送信する場合は、インターネッ
トなどの公衆回線を経由するため漏（ろう）えいの危険性が高
いので、重要な情報・機密情報を含む添付ファイルにはパス
ワードを設定します。 

 また、設定するパスワードの文字列は英数字や記号を複雑
に組み合わせたものにして、他人に推測されにくいようにしま
す。 

第3章 情報モラルと情報セキュリティ（解答と解説） 

●ファイアウォール 

 インターネットなどの外部ネットワークからの攻撃（こうげ
き）や不正アクセスを検出（けんしゅつ）・遮断（しゃだん）する
システム。 

必要な情報だけを通過させる「パケットフィルタリング」など
の機能がある。 

ファイアウォールの機能を備えたルーター、またはファイア
ウォールのソフトウェアが設定されたコンピューターで構成さ
れ、ネットワークの境目に配置される。 



フルバックアップ 

すべてのデータを
バックアップする。 

バックアップに時間はかかるが、1つ

のバックアップファイルで復元が可
能。 

増分（ぞうぶん）バックアップ 

前回のバックアップ
以降に作成・変更
されたデータをバッ
クアップする 

バックアップは短時間ですむが、復
元の際は、すべてのバックアップフ
ァイルを正しい順番で適用しなけれ
ばならず、時間と手間がかかる。 

差分（さぶん）バックアップ 

前回のフルバック
アップ以降に作成・
変更されたデータ
をバックアップする 

フルバックアップとの変更点が多け
れば多いほど、バックアップに時間
がかかるが、復元時はフルバックア
ップと差分バックアップのバックアッ
プファイルで戻すことができるので、
増分バックアップほどの手間はかか
らない。 

コピーバックアップ 

選択したファイルの
みバックアップする 

バックアップ済みの印を付けないの
で、他のバックアップ計画に影響（え
いきょう）がでない。 

《バックアップの種類と特徴》 

《バックアップ計画の例》 

フルバックアップ 
（毎月月末） 

① 

差分バックアップ 
（毎週日曜日） 

② 

増分バックアップ 
（毎日） ③ ④ ⑤ 

 上記のバックアップ計画に従い、バックアップを取得している
場合に、障害が発生しデータを最新の状態に復旧するには、
①～⑤のバックアップファイルを順番に使い復旧する。 

（3）版数・変更管理 

＜解答＞ ア＝○、イ＝×、ウ＝○、エ＝○ 

 資料やプログラムを修正して新しくする場合、その変更履歴
（へんこうりれき）を残して管理することを「変更管理」といいま
す。 

 変更したタイミングで版数（バージョン番号）をつけて管理す
ることを「版数管理」といい、正しく版数管理することで、戻（も
ど）したい状態に確実に戻すことが可能になります。 

最新版と古い版を取り違えて更新（こうしん）してしまうと、過去
の変更内容が欠けた状態（レベルダウン）になってしまうので、
版数の管理は正確に行う必要があります。 

 変更管理で管理する内容には、作成日時、更新日時、作成
者、更新者、変更箇所、版数などがあります。 

第3章 情報モラルと情報セキュリティ（解答と解説） 

●アーカイブビットとは 

 前回バックアップした時点からファイルが更新（こうしん）され
たかどうかを表すための属性（ぞくせい）をいいます。 

ファイルを更新したとき、アーカイブビットを立てる（オンにする）
ことで、バックアップツールにそのファイルが更新されたことを
知らせる仕組みになっています。 

３－４.バックアップと変更管理 

（1）バックアップの目的と計画 

＜解答＞ ア＝②、イ＝③、ウ＝⑤、エ＝⑧ 

 システム障害やファイルの破損（はそん）・紛失（ふんしつ）な
どのトラブルが起きたときに、重要なデータを元の状態に復元
できるように、データのコピーを予め外部メディアなど別の場
所に保存しておくことを「バックアップ」といいます。また、バック
アップから元の状態に復元することを「リストア」といいます。 

 データが更新（こうしん）される頻度（ひんど）やデータの重要
性によってバックアップをとる周期を決めます。基本的に、重
要なデータは頻繁（ひんぱん）にバックアップをとるようにしま
す。また、バックアップ作業は、データの更新が活発に行われ
ていない時間帯や、データ更新が完了したタイミングで行うよ
うにします。 

（2）バックアップの種類 

＜解答＞ ア＝②、イ＝④、ウ＝③、エ＝① 

 バックアップの種類には、フルバックアップ、差分バックアッ
プ、増分バックアップ、コピーバックアップがあります。 

目的にあわせて、それぞれのバックアップ方法を組み合わせ
ることで、バックアップと復元を効率よく行うことができます。 

フルバックアップ アーカイブビットに関係なく、バック
アップソースとして選択された対象
のファイルのフルバックアップを実
行する。 

バックアップ後、バックアップした
ファイルのアーカイブビットはすべ
てクリア＝オフ（無効化）にする。 

＊バックアップしたファイルのアー
カイブビットを元のまま残す方法も
ある。 

増分バックアップ 
 

アーカイブビットがオンのファイル
のみバックアップを実行する。 

バックアップされたファイルのアー
カイブビットはオフ（無効化）される。 

差分バックアップ 
 

アーカイブビットがオンのファイル
のみバックアップを実行する。 

バックアップされたファイルのアー
カイブビットはオンのまま残す。 


