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情報量の定義
• 電信符号

• 数字:10種→10進符号で1桁
• 漢字：「ＪＩＳ漢字」6,353字の内75%を占めています。枠を広げて５
万字→5桁
• 5000倍ではなく5倍

インターネット
佐賀大学

新井康平
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• 情報量相加法則
• 対数関数
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情報の定義

情報の性質と形態

• 情報の検索結果約636,000,000 件中1 - 10件目(0.04 秒)
• 情報を「意味を持つデータ」と考える
• 歴史的には、事象、事物、過程、事実などの対象について知り
えたこと、「知らせ」の意味
• 1876年出版の訳書『佛國歩兵陣中要務實地演習軌典』において、
仏語renseignement （案内、情報）の訳語として「敵情を報知
する」意味

• 相対性
• 個別性
• 複製の容易性

4

• 情報（じょうほう、英
Information）は、一定の文
脈の中で意味を持つものを広
く指す概念であり、言語、貨
幣、法律、環境中の光や音、
神経の発火やホルモンなどの
生体シグナルを始め、あらゆ
るものを「情報」とみなすこ
とができる
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情報の3過程とその理論

インターネットの歴史

• 入力、処理、出力

• 1969：米国国防総省:
ARPA(Advanced Research
Project Agency) ネットワー
ク

• ノイマンのプログラム内蔵計
算機
• シャノンの通信における情報
の数学的表現
• ウィナーのサイバネティクス

• CSネット(ARPAに参加しない
科学者ネット)
• NSEネット(大学院生による大
学間ネット)

• インターネット
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近代科学3要素
• エネルギー、物質、情報
• 自然科学と人工科学

WWWの歴史
• 人工のルール

• 1992(WWWが出現)：MacOS,UNIXが使えた
• 1995：Win95がWWW使えるようになる
• 1995以降：ブロードバンド、SOHOが盛んになる
• Linux:独自ドメイン運用設定が厄介
• ダイナミックDNS(無料サービス)→DNSサーバーが不要

• 複雑系の理論
• 計算の理論
• 数理情報等

• 歴史が浅い
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• 1984：東大、東工大、慶応を
繋ぐJUNET
• 1986：JUNET→インターネッ
ト接続
• 1988：JUNET→民間接続：
WIDE
• 1990：政府規制緩和→IIJが個
人向けインターネット接続
サービス
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米国のインターネット

インターネット

• ニールセン//ネット格付け（Nielsen//NetRatings）の調査に
よると2002年の米国のインターネット利用者は統計1億480万
人、約6パーセントの規模で毎年利用者が増加している

• インターネットとは、世界中のコンピュータと情報をやり取り
する、巨大なネットワーク網のことです。
• もともとは、冷戦時代の1969年に作られたアメリカ国防総省の
軍事研究用ネットワークであるARPAnet（アーパネット）が起
源であると言われています。 それが次第に学術・一般研究用の
ネットワークと相互接続し始め、発展し、1990年代に商用開始
され、爆発的に普及しました。
• 以降、インターネットは世界中のISP事業者（プロバイダ）と
呼ばれる業者が、IANAの管理のもと、協力してお互いを接続し
合うことにより成立しています。
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NTTアメリカ

日本のインターネット
• 財団法人インターネット協会の調査では、2006年2月までの利
用者は7,361万9千人。
• •自宅にインターネット機器のある世帯は57.3%。また、ネット
レイティングスの調査によると、ネット利用者の男女構成比は、
男性55.5%、女性44.5%となっている。
• 年齢別では、20代の利用者の構成比が減少傾向にあり、2000年
4月の23.6%から2006年には11.9%と半減している。増加してい
るのは50代以上の8.9%→11.8%、40代の19.5%→24.%など、中
高年層である。
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• インターネットは、大手ISP事業者同
士が互いに無償で協力しあって、また、
中小ISP事業者が大手ISP事業者にお金
を払って、互いのネットワークを相互
接続しています。
• 特に、アメリカの大手ISP事業者が相
互接続したネットワークをTier1ネッ
トワークと呼び、Tier1ネットワーク
を形成するプロバイダのことをTier1
ISP事業者と呼びます。このTier1ネッ
トワークを頂点に、各国、およびその
各地域に広がっています。
• 日本ではNTTコミュニケーションズ
(NTTアメリカ)がアメリカISP事業者
のベリオを買収し、Tier1になりまし
た。ソフトバンクもスプリントの買収
が完了したのでTier1の仲間入りです。
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ネットワーク機器

プライベートIPアドレス

• インターネット上で通信する端末は必ずIPアドレスというイン
ターネット上の住所を示すものを持ち、 インターネットで使わ
れているネットワーク機器は、そのIPアドレスを手がかりに、
目的のIPアドレスを持つ端末までデータを届けます。
• 例えば、PC-A（IPアドレス=1.1.1.1）がサーバB（IPアドレス
=2.2.2.2）に通信するときは、PC-Aが、送りたいデータの先頭
に「送信元IPアドレス=1.1.1.1」「宛先IPアドレス=2.2.2.2」と
いう情報を付けます。
• 間のNW機器は宛先の2.2.2.2というIPアドレスがどこに存在す
るかを知っている（人間が設計した上で手動で各NW機器に設
定を投入しているため）ので、適したNW機器に転送します。
次のNW機器でも同様の所作を行います。これをルーティング
と言います。

• IPアドレスは32bitで表現され、8bit(0～255)毎にドットで4箇
所に区切られ、端末やルータは0.0.0.0 ～ 255.255.255.255の間
のどれか適した値をIPアドレスとして割り振ることができます。
• 適した、と表現したのは、この中でも一般的には使えないもの
が混じっているためです。まずは概要理解のため、この範囲が
IPアドレスとして存在することを理解してください。
• IPアドレスには大きく2種類あります。1つがグローバルIPアド
レス、もう1つがプライベートIPアドレスです。
• IPが誕生したときはこのような区分は無く、全てがグローバル
IPアドレスの位置づけでした。しかしインターネット利用者が
予想を超えて莫大に増えたことにより、IPアドレスが枯渇して
きたため、このような区分が出来ました。
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ルーティング

JPNIC

• グローバルIPアドレスは、インターネットに接続するために必須の
もので、好き勝手に設定してしまっても通信ができません。このグ
ローバルIPアドレスが重複しないように管理をしているのがIANAと
いう組織で、その下位組織としてアジア圏であればAPNIC、そのさ
らに下位組織として日本であればJPNICがいます。日本のISP事業者
はJPNICからIPアドレスを割り当ててもらい、それを再販する形で
インターネットサービスを運営しています。
• IANAのIPアドレスの払い出し状況は下記ページで確認できます。
• https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4address-space.xhtml
• 例えば表の2行目には「001/8
APNIC」と書かれていますが、こ
れは『1.0.0.0～1.255.255.255まではAPNICに払い出しをしている』
という意味です。APNICへの払い出しはこの行以外にもたくさんあ
ることが分かると思います。

• このルーティングにより、最終的にはサーバBに届きますが、
サーバBは送信元を見て、IPアドレス=1.1.1.1から来たことを知
りますので、今度は返信するデータの先頭に「送信元IPアドレ
ス=2.2.2.2」「宛先IPアドレス=1.1.1.1」という情報を付けて
返信します。
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ISP（インターネットサービスプロバイダ）

インターネット

• このグローバルIPア
ドレスのルート情報
は、それを保有して
いるISP事業者が、相
互接続している周り
のISP事業者に対して
「BGP」というプロ
トコルなどを使って
配信します。すると、
他の事業者は、その
IPアドレスの通信が
来たら、そのISP事業
者に向けてルーティ
ングするのです。
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グローバルIPアドレス

ホームページ

• 一方、インターネットを使わないようなNW、例えば会社内だけで
使うNWであれば、自分たちの好きなIPアドレスを付与してしまっ
て問題ありません。そのためのIPアドレスが、プライベートIPアド
レスです。
• 192.168.0.0～192.168.255.255 と、172.16.0.0～172.31.255.255 と、
10.0.0.0～10.255.255.255 の範囲が使われます。
• これらの範囲であっても、インターネット接続するルータ等で
PAT(NAPT) という機能でグローバルIPアドレスに変換すれば、イ
ンターネット通信が可能になります。
• 実は勝手にグローバルIPアドレスを割り振ってしまっても、この
NAPTを使えばほぼ問題なく使えるのですが、例えば間違って
"172.168.0.0～172.168.255.255" を使ってしまうと、この範囲のイ
ンターネット上のコンピュータとはインターネット通信ができなく
なります。

• インターネット上のサーバは基本的にはIPアドレスを持っています。
• YahooのWebサーバは "182.22.70.250" というIPアドレスを持って
いるので、ブラウザからこのIPアドレスを指定することで、Yahoo
のWebサーバとIP通信を行うことができるのです。
• また、ブラウザでIPアドレスを指定するときは通常"http://"と入れ
ますが、これはhttpというプロトコルでIPアドレス182.22.70.250と
通信する、という意味になります。
• インターネットのホームページのIPアドレスを知る方法
• ただし、普段インターネットを見ているときは、おそらくアドレス
バーは下図のようになっているでしょう。
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DNS

IPアドレス
• インターネットで、情報の行き
先を管理するために利用されて
いるのが、それぞれのコン
ピュータに割り振られているIP
アドレスと呼ばれる情報です。
このIPアドレスは、世界中で通
用する住所のようなもので、次
の例のように表記されるのが一
般的です。
• IPアドレスの例：
198.51.123.1

これは、DNSという仕組みを利用しているためです。簡単に言う
と、IPネットワーク上のDNSサーバが、www.yahoo.co.jpという文
字列(FQDN: Fully Qualified Domain Nameと呼びます)を 182.22.70.250
というIPアドレスに変換させているからです。
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インターネットサービスプロバイダー

Webサーバー

• インターネットでは、コン
ピュータ同士が通信を行うた
めに、TCP/IP（ティーシー
ピー・アイピー）という標準
化されたプロトコルが使われ
ています。プロトコルとは、
コンピュータが情報をやりと
りする際の共通の言語のよう
なものです。この仕組みのお
かげで、インターネット上で、
機種の違いを超えて、さまざ
まなコンピュータが通信を行
うことができるようになって
います。
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• インターネット上には、メール
サーバやWebサーバといった、
役割の異なる多数のサーバが設
置されています。それらのサー
バが、クライアントからの要求
に従って、情報を別のサーバに
送ったり、持っている情報をク
ライアントに渡したりすること
で、電子メールを送信したり、
Webブラウザでホームページを
見たりすることができるように
なっているのです。
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• インターネット上で情
報を公開する仕組みを、
ホームページと言いま
す。ホームページのコ
ンテンツ（内容）は、
インターネット上に点
在する、Webサーバと
いうホームページ公開
専用のコンピュータの
なかに保存されていま
す。私たちの端末から、
そのパソコンに命令を
出し、情報を送っても
らうことで、ホーム
ページを見ることがで
きます。
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URL：Uniform Resource Locator

メール送信

• URLは、
• Webページを見るのに、１つ１
「http://www.soumu.go.jp/joh
つちがうURLをWebブラウザに
o_tsusin/joho_tsusin.html」の
入力するのは大変です。そこで、
ように指定します。「http」は、 Webページの中のテキストやイ
ホームページの閲覧に使用され
ラスト、図などにURLの情報を
るHTTPというプロトコルを表
埋め込んで、ここをクリックし
しています。
てもらうことで、利用者を別の
「www.soumu.go.jp」はWeb
Webページに誘導することがで
サーバを指定しています。その
きます。この仕組みはハイパー
後の
リンク（リンク）と呼ばれてい
「/joho_tsusin/joho_tsusin.ht
ます。これにより、現在見てい
ml」がWebサーバの中のホーム
るWebページから、関連する他
ページの情報が保存されている
のWebページやWebサイトに移
場所を表しています。このよう
動することができるようになり
なURLをWebブラウザで指定す
ます。
ることで、自分が見たいWebサ
イトへ接続できるのです。

• 電子メールを送る際には、送り
先のコンピュータを指定するた
めにアドレスを使います。電子
メールのアドレスは、一般的に”
xxx@example.co.jp”のように表
記されます。@の後には、所属
する組織や利用しているイン
ターネットサービスプロバイダ
などの事業者のドメイン名が一
般に使われます。また、一般的
なメールソフトを使うのではな
く、Web上でWebブラウザを
使って送受信を行うWebメール
という方式もあり、フリーメー
ルサービスとして広く普及して
います。
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電子メール

26

• 電子メールを送信すると、契約
しているインターネットサービ
スプロバイダ、学校や会社にあ
るメールサーバにデータが送ら
れます。電子メールを受け取っ
たメールサーバは、宛先として
指定されているインターネット
サービスプロバイダなどのサー
バに、そのデータを転送します。
電子メールを受け取ったサーバ
は、受取人が電子メールを取り
にくるまで、サーバ内にデータ
を保管するようになっています。
• 電子メールの受取人は、契約し
ているインターネットサービス
プロバイダのメールサーバにあ
る自分のメールボックスに自分
宛の電子メールを取りに行きま
す。

Webメール

• 電子メール(e-mail)とは、
パソコンや携帯電話、ス
マートフォンなどの情報機
器同士が、専用のメールソ
フトを使って、インター
ネットなどのネットワーク
を利用して情報をやりとり
する機能です。やりとりで
きる情報は文章（テキス
ト）だけでなく、文書ファ
イルや画像などを添付ファ
イルとして扱うことができ
ます。
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• Webメールでは、
送受信された電子
メールがサーバに
蓄積されます。利
用者は、Webサー
バにWebブラウザ
で接続することで、
受信したメールの
閲覧や、新規メッ
セージの作成・送
信などができるよ
うになります。
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ブログ

• ブログは、自分の考えや社
会的な出来事に対する意見、
物事に対する論評、他の
Webサイトに対する情報な
どを公開するためのWebサ
イトのことです。当初は、
個人サイトで利用されてい
ましたが、最近では企業で
も自社の情報を公開したり、
新しい商品やサービスの情
報を公開したりする場合に
利用されることが増えてき
ました。基本的に、ブログ
はこれまでのホームページ
を公開する技術をそのまま
利用しているため、閲覧す
る側は通常のWebブラウザ
だけで見ることができます。
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BBS
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• このコメントの機能により、ブ
ログは、発信された情報や意見
に対するディスカッションを行
う目的にも利用できるようにな
• ブログのシステムでは、管理者
り、新しいコミュニケーション
が書き込んだ情報はデータベー
の場所として活用されています。
スに保存され、閲覧者がブログ
を訪問すると、データベースに • 一方で、近年のブログでは、
保存されている情報から毎回
アフィリエイトと呼ばれる、ブ
ホームページを生成し直すので、 ログを書いている人が、ある企
追加された情報をすぐに見るこ
業やその製品の紹介をすること
とができます。
で報酬を受ける仕組みが導入さ
れている例も多くあります。こ
• さらに、ブログの多くは、書
のような場合、ブログから情報
き込まれた情報に対して、「コ
を得る際には、書かれている情
メント」を登録できるように
報をそのまま鵜呑みにすること
なっています。コメントはこれ
なく、閲覧側がその内容の信憑
までの電子掲示板に近い技術で
性を判断するなどの注意も必要
すが、ブログに登録されたそれ
になります。
ぞれの情報に対して、閲覧者が
意見や追加の情報を書き込むこ
とができるようになっています

閲覧
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BBS
• 電子掲示板では、書き込まれ
たメッセージはWebサーバ経
由でデータベースに蓄積され、
別の訪問者が記事を参照する
と、新たなメッセージが追加
された状態で表示されます
（コメントやレスと呼ばれて
います）。このような仕組み
によって、ホームページの内
容が常に最新のデータに自動
更新されるため、駅の伝言板
のような利用が可能になりま
す。
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• 電子掲示板とは、インター
ネット上で記事（スレッド
やトピックなどと呼ばれて
います）を書き込んだり、
閲覧したりできる仕組みで
す。単に「掲示板」と呼ん
だり、「BBS」(Bulletin
Board Systemの略語)とも
呼ばれたりしています。個
人が開設するものや企業の
中だけに限定したものなど
小規模なものから、多数の
電子掲示板を集めて一つの
Webサイトとして発展させ
た大規模なものまで、さま
ざまな電子掲示板が存在し
ます。大規模なものは、投
稿された記事の内容が社会
的な影響を与えることもあ
ります。
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BBS：Webサーバー

• 電子掲示板では、書
き込まれたメッセー
ジはWebサーバ経由
でデータベースに蓄
積され、別の訪問者
が記事を参照すると、
新たなメッセージが
追加された状態で表
示されます（コメン
トやレスと呼ばれて
います）。このよう
な仕組みによって、
ホームページの内容
が常に最新のデータ
に自動更新されるた
め、駅の伝言板のよ
うな利用が可能にな
ります。
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SNS
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ツリー型
• 伝言板型は、駅の伝言版に書き
込むような使い方ができる簡単
なものです。書き込まれたメッ
セージは、新しい順に連続して
表示されます。
• ツリー型は、特定の話題ごと
に個別のまとまりで表示する電
子掲示板です。それぞれのメッ
セージに対する返事を書き込む
ことで、自動的にメッセージの
ツリーができあがります。この
形式は、特定の情報に対して、
討論を繰り返す場合などに有効
な表示方法です。
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• SNSは、ソーシャル
ネットワーキング
サービス（Social
Networking
Service）の略で、登
録された利用者同士
が交流できるWebサ
イトの会員制サービ
スのことです。友人
同士や、同じ趣味を
持つ人同士が集まっ
たり、近隣地域の住
民が集まったりと、
ある程度閉ざされた
世界にすることで、
密接な利用者間のコ
ミュニケーションを
可能にしています。

SNS使用上の注意
• 多くのSNSでは、自分のホーム
ページを持つことができ、そこに
個人のプロフィールや写真を掲載
します。ホームページには、公開
する範囲を制限できる日記機能な
どが用意されていたり、アプリ
ケーションをインストールするこ
とにより、機能を拡張したりする
こともできます。その他、Web
メールと同じようなメッセージ機
能やチャット機能、特定の仲間の
間だけで情報やファイルなどをや
りとりできるグループ機能など、
多くの機能を持っています。さら
に、これらの機能はパソコンだけ
ではなく、携帯電話やスマート
フォンなど、インターネットに接
続できるさまざまな機器で、いつ
でもいろいろな場所で使うことが
できます。

• 電子掲示板では、多くの場合、
本名ではない名前（ハンドル
ネームやニックネームと呼ばれ
ます。）で書き込みが行われま
す。そのために、面白半分で他
人の書き込みに対して挑発や反
論をする「荒らし」行為や、特
定の個人のプライバシー情報を
書き込むなどの行為が行われる
ことがあり、他にも不用意な書
込みにより多くの人から非難を
浴びるような状況である「炎
上」が起こることもあります。
利用の際には、書き込む内容に
注意をすることが必要です。
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• SNSは、とても身近で便利なコ
ミュニケーション手段であると言
えますが、最近ではアカウントの
不正利用や、知り合い同士の空間
であるという安心感を利用した詐
欺やウイルス配布の被害に遭うな
どの事例が発生しているため、注
意が必要です。
• また、友人間のコミュニケーショ
ンを目的としてSNSを利用してい
る場合であっても、プライバシー
設定が不十分であったり、友人か
ら引用されることなどにより、書
きこんだ情報が思わぬ形で拡散す
る危険性もあります。インター
ネット上に情報が公開されている
ことに変わりはないということを
念頭に置いて、書き込む内容には
十分注意をしながら利用すること
が大切です。
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チャット

• チャット（chat）は、イ
ンターネットでよく利用
されるサービスのひとつ
で、本来は“おしゃべり”と
いう意味の言葉です。イ
ンターネットでは、複数
の利用者がリアルタイム
にメッセージを送信する
ためのシステムをチャッ
トと呼びます。
• チャットをする場合は、
一般にインスタントメッ
センジャーと呼ばれるア
プリケーションを使って
やりとりします。現在の
チャットシステムでは、
チャットサーバに接続す
ると、参加者が入力した
テキストのメッセージが
リアルタイムに表示され
る仕組みを提供している
ことが多いようです。

37

• メーリングリストでは、投稿
した電子メールは全員に送信
されるため、特定の相手に対
して返信したつもりでも、す
べての参加者にその電子メー
ルが送信されることになりま
す。

• また、最近はメーリングリス
トにウイルス付きの電子メー
ルが投稿されて、参加者全員
にウイルスが配信されてしま
うというトラブルが発生して
います。メーリングリストに
参加する場合には、他の利用
者に対する責任があるという
ことを認識しておかなければ
なりません。
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ML
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ウィルス

• メーリングリストは、
電子メールを利用し
たコミュニケーショ
ンツールです。通常
の電子メールで複数
の相手に電子メール
を送る場合には、全
員分のメールアドレ
スを指定して送信し
ますが、メーリング
リストでは専用の
メールアドレスに送
信することで、その
メーリングリストに
登録されているすべ
てのメールアドレス
に同時に送信するこ
とができます。

ショッピングサイト
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• ショッピングサ
イトは、イン
ターネット上で
買い物ができる
ホームページで
す。ほとんどの
ショッピングサ
イトでは、Web
サーバとデータ
ベースサーバが
連携して動作し
ています。デー
タベースサーバ
には、顧客情報、
商品情報、在庫
情報、販売情報
などが保管され、
Webサイトの訪
問者が入力した
情報が、リアル
タイムにデータ
ベースに書き込
まれ、更新され
ます。
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受注処理

会員登録

• 訪問者が商品を購入すると、購 • さらに、受注処理をもとにデー
入情報（購入者の顧客情報や購
タベースの情報処理経過や在庫
入商品とその在庫情報）がデー
数などを更新し、これらの処理
タベースに登録されます。する
の経過状況を購入者に電子メー
と、ショッピングサイト側は、
ル等で通知します。そして、商
利用者に購入受付が完了したこ
品の発送処理（発送準備、発送
とをホームページの画面上また
など）や請求処理を行い、購入
は電子メールなどで通知し、受
者に商品が届けられることにな
注情報をショップの管理者側に
ります。
通知します。ショップの管理者 • こうしてショップの管理者は、
は、この情報から受注・決済な
どの処理（在庫確認、受付通知、 データベースに保存された情報
をもとに注文を受けてから発送
入金確認など）をします。
完了までをショッピングサイト
のプログラムを通して情報を更
新しながら、並行して実際の処
理をしていく流れになります。

• 一般にショッピングサイトでは会員登録が必要となります。こ
れにより、購入者は都度自分の発送先や決済情報の登録をせず
利用ができ、ショップの管理者側は顧客管理などが効率的に行
うことができます。しかし、これはお互いにとって重要な情報
を預けたり預かったりすることでもあります。預ける側は提供
する情報の内容について、預かる側は保存し利用する情報の厳
重な管理について注意が必要になります。
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ショッピングモール
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• ショッピングモールと呼
ばれるショッピングサイ
ト群があり、ここではそ
の管理会社がWebサーバ
やデータベースサーバを
用意して、ショッピング
サイトの仕組みを提供し
ています。そのため、
ショッピングサイトは、
このような仕組みを利用
するだけではなく、自身
で開設することもできま
す。個人や中小の商店で
も、所定のホームページ
を作成するだけで、簡単
にショッピングサイトを
開設できるようになって
います。

ネットオークション
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• ネットオークション
とは、インターネッ
ト上で行われるオー
クションのことです。
出品されている商品
の中から、気に入っ
た品物を自分の指定
した金額で入札する
ことができます。
• 一般的なオーク
ションサイトでは、
現在の最高価格が表
示されており、その
価格よりも高い金額
であれば入札できる
といった仕組みを設
けています。そして、
あらかじめ決められ
た期間、入札を受け
付けて、最終的に
もっとも高い金額を
つけた利用者がその
商品を購入できます。
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オークションサイト

ネットバンキング使用上の注意

• 一般的なオークションサイトで • ただし、ネットオークションで
は、現在の最高価格が表示され
は、盗品や違法な薬物などが出
ており、その価格よりも高い金
品されたり、ブランド品などを
額であれば入札できるといった
架空出品して代金をだまし取る
仕組みを設けています。そして、 などの詐欺行為が行われること
あらかじめ決められた期間、入
があるほか、利用者同士のやり
札を受け付けて、最終的にもっ
とり上のトラブルが発生してい
とも高い金額をつけた利用者が
ます。
その商品を購入できます。
• 一般的な商店での購入と異な
• また、オークションサイトに
り、販売者の顔が見えないため、
よっては、参加者が自分の商品
怪しげな出品にだまされないよ
を出品することもできるように
う、オークションサイトでの販
なっており、新しい形のフリー
売者の過去の取引評価などを参
マーケットとして多くの人に利
考にしながら、慎重に利用しま
用されるようになってきました。 しょう。

• 利用の拡大に伴い、危険性も
増大しています。特に、
フィッシング詐欺では、この
インターネットバンキングと
いう利用形態が最も狙われて
いるサービスの1つとなって
います。代表的な手口として
は、電子メールで金融機関を
名乗り、利用者のIDやパス
ワードなどアカウント情報の
確認や更新を要求し、情報を
盗み取ろうとするものがあり
ます。
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ネットバンキング
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• このような手口による被害に
あわないよう、金融機関を名
乗ってパスワード等の入力を
求める電子メールに対しては、
決して情報を入力してはいけ
ません。その金融機関のWeb
サイトや問合せ窓口で確認す
るなどの注意をするようにし
ましょう。また、最近ではイ
ンターネットバンキングを
狙ったウイルスへの感染によ
る被害も拡大しているため、
注意が必要です。

• インターネットバンキン
グは、インターネットを
利用した銀行などの金融
取引のサービスです。オ
ンラインバンキングとも
呼ばれることがあります。
パソコンだけでなく、携
帯電話やスマートフォン
などからも利用できる
サービスが多くなってい
ます。
• インターネットバンキ
ングでは、銀行の窓口や
ATMに行かなくても、自
宅や外出先などで、銀行
の営業時間を気にするこ
となく振込や残高照会な
どをすることができます。
このような便利さから、
インターネットバンキン
グの利用は急速に拡大し
ています。

クラウドサービス
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• クラウドサービスは、従
来は利用者が手元のコン
ピュータで利用していた
データやソフトウェアを、
ネットワーク経由で、
サービスとして利用者に
提供するものです。利用
者側が最低限の環境
（パーソナルコンピュー
タや携帯情報端末などの
クライアント、その上で
動くWebブラウザ、イン
ターネット接続環境な
ど）を用意することで、
どの端末からでも、さま
ざまなサービスを利用す
ることができます。
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• これまで、利用者はコンピュー
タのハードウェア、ソフトウェ
ア、データなどを、自身で保
有・管理し利用していました。
しかしクラウドサービスを利用
• 複数台のコンピュータをあたか
することで、これまで機材の購
入やシステムの構築、管理など
も1台であるかのように利用す
ることもできます。この技術に
にかかるとされていたさまざま
な手間や時間の削減をはじめと
より、利用者は、クラウドサー
ビス事業者が保有するコン
して、業務の効率化やコストダ
ウンを図れるというメリットが
ピュータの処理能力を、柔軟に
必要な分だけ利用することがで
あります。
きます。利用者から見て、イン • クラウドサービス（特に、以下
ターネットの先にある自分が利
の分類でいうIaaS）では、主に
用しているコンピュータの形態
仮想化技術が使われています。
が実際にどうなっているのか見
仮想化技術とは、実際に存在す
えづらいことを、図で雲のかた
まりのように表現したことから、 る１台のコンピュータ上に、ソ
フトウェアの働きにより、何台
「cloud＝雲」という名称がつ
もの仮想のコンピュータがある
いたと言われています。
かのような働きをさせることが
できる技術です。

IaaS

49

クラウドサービス使用上の注意
• クラウドサービスは、企業が情報資産を管理する手段として急
速に普及しています。また、個人が利用するインターネット上
のさまざまなサービスが、意識するかどうかにかかわらず、ク
ラウドサービス上で稼働するようになっています。
• クラウドサービスを利用する場合には、データがクラウド
サービス事業者側のサーバに保管されているということ、イン
ターネットを介してデータなどがやりとりされることなどから、
十分な情報セキュリティ対策が施されたクラウドサービスの選
択が重要であるということを理解した上で利用することが大切
です。
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SaaS, PaaS

スマフォ

• SaaS（サース、サーズ：Software as a Service）
• インターネット経由での、電子メール、グループウェア、顧客管理、
財務会計などのソフトウェア機能の提供を行うサービス。以前は、
ASP（Application Service Provider）などと呼ばれていました。
• PaaS（パース：Platform as a Service）
• インターネット経由での、仮想化されたアプリケーションサーバや
データベースなどアプリケーション実行用のプラットフォーム機能
の提供を行うサービス。
• IaaS（アイアース、イアース：Infrastructure as a Service）
• インターネット経由で、デスクトップ仮想化や共有ディスクなど、
ハードウェアやインフラ機能の提供を行うサービス。HaaS
（Hardware as a Service）と呼ばれることもあります。
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• 従来の携帯電話に代わって、
スマートフォンが急速に普及
しています。従来の携帯電話
とスマートフォンでは、デザ
インだけでなく、機能にもい
ろいろな違いがあります。
• スマートフォンとは、従来
の携帯電話に比べてパソコン
に近い性質を持った情報機器
です。大きな画面でパソコン
向けのWebサイトや動画を閲
覧できたり、アプリケーショ
ンを追加することによって機
能を自由に追加したりするこ
とができます。また、タッチ
パネルを使い、画面の拡大や
スクロールなど直感的な操作
が可能です。
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セキュリティ

アドホック

• スマートフォンやタブレット端末で利用するアプリケーション
は、より便利なサービスを提供するために、利用者側の個人情
報や位置情報を使っているものも多くあります。そうしたアプ
リケーションは、利用者自身が事前に利用範囲の承認をするよ
うになっていますが、便利なサービスを利用できる代わりに、
個人情報漏洩などにつながる危険性が高くなるということを
知っておかなければなりません。
• このほか、スマートフォンは、携帯電話会社のネットワーク
以外に、無線LANを使ってもインターネットに接続することが
できます。無線LANは、適切な設定をしないまま使用すると、
通信を傍受されるなどの危険性がありますので、情報セキュリ
ティ対策をしっかり取ることが大切です。

• 無線LANを利用するためには、
親機（アクセスポイント）と、
パソコンなどの端末に装着す
る子機が必要ですが、最近は
ほとんどのノートパソコンや
スマートフォンに子機の機能
が内蔵されているため、親機
があれば無線LANが利用でき
ます。
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WiFi

54

• 無線LANとは、電波でデータの
送受信を行う構内通信網
（LAN：Local Area Network）
のことです。LANとは、会社内
や家庭内などでパソコンやプリ
ンタなどをつないで、データを
やりとりできるようにしたネッ
トワークのことです。ケーブル
の代わりに無線通信を使うのが
無線LANです。
• Wi-Fi（ワイファイ、Wireless
Fidelity）とも呼ばれますが、こ
れは無線LANの普及促進を行う
業界団体Wi-Fi Alliance から相
互接続性などの認証を受けた機
器のことです。現在はWi-Fi認
証を得た製品が増えたことから
無線LAN全般を「Wi-Fi」と呼
ぶことが多くなりました。

• 無線LANの子機同士が、アク
セスポイントを介さずに直接
通信を行うこともできます。
これはアドホック・モードと
呼ばれ、携帯型ゲーム機で対
戦型のゲームをする際などに
利用されています。

