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住民情報化アンケート調査概要 

 

Ⅰ 調査の目的 

  本調査は、第２次芦屋町地域情報化基本計画策定のための基礎情報を得る

ために実施した。 

 

Ⅱ アンケート調査について 
① 調査対象 

 芦屋町在住の各年代から無作為に抽出した １２００名 
年齢 男 女 計 

１３歳～１９歳 ６０名 ６０名 １２０名 
２０歳～２９歳 １００名 １００名 ２００名 
３０歳～３９歳 １２０名 １２０名 ２４０名 
４０歳～４９歳 １４０名 １４０名 ２８０名 
５０歳～５９歳 １００名 １００名 ２００名 
６０歳～６９歳 ８０名 ８０名 １６０名 

計 ６００名 ６００名 １，２００名 
 

② 調査方法 
 アンケート用紙を発送し実施 
 

③ 調査期間 
 平成２１年１１月 ９日 発送 

 
④ 有効回答数 

    ５４９件 
 
Ⅲ アンケートの内容 

 １ 属性 
 ２ 携帯電話の利用について 
 ３ パソコンの利用について 
 ４ インターネットの利用（携帯電話での利用も含む）について 
 ５ 芦屋町地域イントラネット整備事業について 
 ６ 行政の情報について 
 ７ 学校教育に関わる分野 
 ８ 生涯学習に関わる分野 
 ９ 福祉・健康に関わる分野 
１０ 子育てに関わる分野 
１１ 消防・防災に関わる分野 
１２ 産業・就労にかかわる分野 
１３ 暮らしに関わる分野 
１４ 芦屋町が重点的に取り組む分野 
１５ 希望する行政サービスについて 
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Ⅳ 地域情報化住民アンケート調査結果 

 
１【属 性】 

アンケートの回収状況およびその属性については、以下の通りである。 
１－１ アンケート回収率（アンケート発送者 1200 人中） 

情報化アンケート回収率

回答者数,
549人,【46%】

未回答者数,
644人,【53%】

宛先不明, 7人,【1%】
回答者数

未回答者数

宛先不明

 
１－２ アンケート回答者の属性について（アンケート回答者 549 人中） 

情報化アンケート回答者数（男女別）

無回答, 9人, 【2%】

男, 233人,
 【42%】

女, 307人,

【 56%】

男

女

無回答

 

情報化アンケート回答者数（年齢別）

３０歳代,
99人,【17%】

２０歳代,
82人,【14%】

１０歳代,
41人,【7%】

４０歳代,
124人,【21%】

５０歳代,
100人,【17%】

６０歳代,
94人,【16%】

７０歳代以上,
2人,【0%】

無回答,
48人,【8%】

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代以上

無回答
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情報化アンケート回答者数（職業別）

金融・保険業,
9人【 2%】

サービス業,
82人,【15%】

不動産業, 0人,【0%】公務員, 46人,【8%】

運輸・通信業,
10人,【2%】

商業, 10人,【2%】

建築・土木業,
15人,【3%】

製造業,
52人,【9%】

未回答, 10人,【2%】

その他,
66人, 【12%】

無職,
59人,【11%】

学生,
55人,【10%】

主婦,
116人,【21%】

工業,
10人,【2%】

漁業,
2人,【0%】

農林業, 7人,【1%】

農林業 漁業 工業 製造業
建築・土木業 商業 運輸・通信業 サービス業
金融・保険業 不動産業 公務員 主婦
学生 無職 その他 未回答

 

情報化アンケート回答者数（地域別）

浜口町・大字芦屋
（住居表示外）,

59人,【11%】

山鹿（住居表示内）,
59人,【11%】

高浜町・祇園町, 43人,
【8%】

緑ヶ丘・自衛隊内,
67人,【12%】

幸町・西浜町・白浜町,
89人,【16% 】

船頭町・正門町・
中ノ浜, 93人, 【17%】

大字山鹿
（住居表示外）,

49人,【9%】

江川台・大君,
32人,【6%】

花美坂,
45人,【8%】

未回答,
13人, 【2%】

船頭町・正門町・中ノ浜 幸町・西浜町・白浜町

緑ヶ丘・自衛隊内 高浜町・祇園町

浜口町・大字芦屋（住居表示外） 山鹿（住居表示内）

大字山鹿（住居表示外） 江川台・大君

花美坂 未回答
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経営に関わっているか

いいえ, 302人,【55%】

はい, 47人,【9%】

未回答,
200人,【36%】

はい

いいえ

未回答
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２【携帯電話の利用状況】 
２－１ 携帯電話の利用について（アンケート回答者 549 人中） 

携帯電話を利用しているか

利用している,
490人,【89%】

未回答, 10人,【2%】
利用していない,

49人,【 9%】

利用している

利用していない

未回答

 
２－１ 携帯電話の利用方法等について（携帯電話利用の 490 人中） 

携帯電話でのメール機能の利用

未回答, 0人,【0%】

利用している,
 447人,【91%】

利用していない,
43人【 9%】

利用している

利用していない

未回答

 

携帯電話でのインターネット機能の利用

利用している,
352人,【72%】

利用している,
128人,【26%】

未回答, 10人,【2%】 利用している

利用していない

未回答
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２－１ 携帯電話を未使用の方について（携帯電話を利用してないの 49 人中） 

携帯電話を持つ予定があるか

ない, 20人,
【41%】

分からない,
15人,【31%】

未回答, 5,【10%】

ある, 9人,
【18%】 ある

ない

分からない

未回答

 

20人

11人

0人

0人

5人

0人 5人 10人 15人 20人

携帯電話を持たない理由

その他

契約できない理由が
ある

使用場所がサービス
エリアでない

料金が高い

必要がない
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３【パソコンの利用状況】 
３－１ パソコンの利用について（アンケート回答者 549 人中） 

パソコンを持っているか

持っている,
347人,【63%】

持っていない,
165人,【30%】

未回答, 37人,【7%】 持っている

持っていない

未回答

 
３－２ パソコンの利用方法等について（パソコンを持っている 347 人中） 

137人

102人

104人

216人

59人

83人

91人

61人

85人

173人

25人

0人 50人 100人 150人 200人

パソコンの用途

その他

年賀状作成

ゲーム

学習

音楽編集

画像編集

業務処理

ホームページ閲覧

電子メール

表計算

ワープロ

 

281人

39人

114人

92人

30人

5人

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人

パソコンの所有者

その他

兄弟姉妹

子ども

配偶者

親

回答者
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３－３ パソコンを持っていない方について 
    （パソコンを持っていない 165 人中） 

パソコンを持つ予定があるか

ある, 38人, 23%

ない, 60人, 36%

分からない, 62人,
38%

未回答, 5, 3% ある

ない

分からない

未回答

 

14人

6人

12人

23人

7人

7人

11人

11人

8人

23人

1人

0人 5人 10人 15人 20人

どのような用途でパソコンを使用したいか

その他

年賀状作成

ゲーム

学習

音楽編集

画像編集

業務処理

ホームページ閲覧

電子メール

表計算

ワープロ

 

49人

30人

13人

5人

4人

0人 10人 20人 30人 40人 50人

パソコンを持たない理由

その他

何を買っていいか
分からない

価格が高い

使えない、難しい

必要としない
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４【インターネットの利用について】 
４－１ パソコンの利用（携帯電話での利用も含む）について 
（アンケート回答者 549 人中） 

 

インターネットを利用しているか

利用している, 353人,
64%

利用していない, 182
人, 33%

未回答, 14人, 3%
利用している

利用していない

未回答

４－２ インターネットの利用方法等についてについて 
（アンケート回答者 353 人中） 

190人

246人

183人

31人

32人

76人

97人

98人

179人

11人

0人 50人 100人 150人 200人 250人

インターネットの利用

その他

データ収集

各種申し込み

ゲーム

学習

アンケート・懸賞

金融取引

ショッピング

ホームページ閲覧

電子メール
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8人

32人

108人

142人

18人

4人

5人

31人

5人

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 160人

毎月のプロバイダ料・通信費

無回答

分からない

20,001円以上

15,001～20,000円

10,001～15,000円

 5,001～10,000円

 3,001～ 5,000円

 1,001～ 3,000円

 1,000円以下

 

8人

39人

114人

141人

15人

5人

4人

23人

4人

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 160人

毎月出せるプロバイダ料・通信費の上限

無回答

分からない

20,001円以上

15,001～20,000円

10,001～15,000円

 5,001～10,000円

 3,001～ 5,000円

 1,001～ 3,000円

 1,000円以下
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４－３ インターネットを利用していない方について 
（アンケート回答者 182 人中） 

 

インターネットを利用したいか

利用したい, 65人,
36%

利用したくない, 78
人, 43%

分からない, 32人,
17%

未回答, 8人, 4%

利用したい

利用したくない

分からない

未回答

 

75人

45人

43人

44人

15人

0人 20人 40人 60人 80人

インターネットを利用していない理由

何ができるか分からない
から
経費がかかりそうだから

パソコンなどの通信機器
を持っていないから
難しそうだから

必要ない
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５【芦屋町地域イントラネット整備事業について】 
 ５－１ イントラネットのサービスについて（アンケート回答 549 人中） 

69人

64人

38人

76人

13人

363人

0人 100人 200人 300人

知っているイントラネットのサービスについて

知らない

TV会議

映像提供

施設空き情報

プラズマディスプレイ

キオスク端末

 

11人

10人

8人

25人

4人

0人 5人 10人 15人 20人 25人

利用したことのあるイントラネットのサービスについて

TV会議

映像提供

施設空き情報

プラズマディスプレイ

キオスク端末

 

 
 
 ５－２ 芦屋町のホームページについて（アンケート回答 549 人中） 

芦屋町のホームページを見たことがあるか

見たことがある, 184
人, 34%

見たことがない, 334
人, 60%

未回答, 31人, 6%

見たことがある

見たことがない

未回答

サービス自体、あまり知られておらず、サービスを知っていても実際に利用したこ

とのある方は約３分の１～６分の１程となってしまっています。 
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５－３ 芦屋町のホームページの閲覧頻度ついて 
（ホームページを見たことのある回答 184 人中） 

芦屋町のホームページの閲覧頻度

　半年に１回程度,
125人, 69%

１週間に１回,
11人, 6%

２ヶ月に１回程度,
27人, 15%

１ヶ月に１回,
15人, 8%

２週間に１回,
3人, 2%

　半年に１回程度

２ヶ月に１回程度

１ヶ月に１回

２週間に１回

１週間に１回

ほとんど毎日

 
５－４ 役場への来庁について（アンケート回答 549 人中） 
 

来庁頻度

行くことがない, 121人,
22%

１回程度, 117人, 21%

７～１２回程度, 33人,
6%

１３回以上, 32人, 6%

未回答, 7人, 1%

２～６回程度, 239人,
44%

行くことがない

１回程度

２～６回程度

７～１２回程度

１３回以上

未回答

 

377人

98人

12人

18人

58人

70人

40人

0人 100人 200人 300人

来庁理由

その他

税金の申告

税、料金の入金

会議

相談･苦情

各種申し込み

各種証明書の交付
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来庁するのが面倒と感じるか

面倒と思うことがあ
る, 262人, 48%

面倒と思うことはな
い, 266人, 48%

未回答, 21人, 4%

面倒と思うことがある

面倒と思うことはない

未回答

 

面倒な人の来庁頻度

行くことがない, 62人,
24%

１回程度, 60人, 23%

２～６回程度, 115人,
43%

７～１２回程度, 11人,
4%

１３回以上, 12人, 5%

未回答, 2人, 1%

行くことがない

１回程度

２～６回程度

７～１２回程度

１３回以上

未回答

 

面倒でない人の来庁頻度

行くことがない, 48人,
18%

１回程度, 56人, 21%

２～６回程度, 119人,
45%

７～１２回程度, 21人,
8%

１３回以上, 19人, 7%

未回答, 3人, 1%

行くことがない

１回程度

２～６回程度

７～１２回程度

１３回以上

未回答

 

 
来庁するのが面倒と答えた人のほうが、来庁頻度が少ない傾向にあります。 
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218人

77人

9人

2人

31人

42人

15人

0人 50人 100人 150人 200人 250人

来庁が面倒な用事

その他

税金の申告

税・料金の入金

会議

相談・苦情

各種申し込み

各種証明書の交付

 

152人

23人

18人

5人

131人

36人

16人

24人

8人

4人

18人

0人 50人 100人 150人

来庁する代わりに用事を済ませたい場所

その他

学校

病院

他市町村の役所・役場

銀行

郵便局

スーパー・コンビニ

図書館

公民館

会社

自宅

 

 

来庁するのが面倒な用事は、「各種証明書の交付」が最も多くなっていました。来

庁する代わりに用事を済ませたい場所は「自宅」に次いで「スーパー・コンビニ」

が多くなっていました。自動交付機等を設置する際はスーパーやコンビニ等に設置

することが望ましいと考えられます。 
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40人

103人

18人

55人

89人

26人

23人

30人

273人

0人 50人 100人 150人 200人 250人

役場に問い合わせたこと

尋ねたことがない

その他

苦情

相談

各種申し込みのこと

税金のこと

各種公共料金

証明書のこと

イベント情報

 

6人

31人

29人

6人

13人

17人

426人

0人 100人 200人 300人 400人

役場から問い合わせられたこと

尋ねられたことはない

その他

会議等の案内

相談・苦情のこと

各種申し込みのこと

税金のこと

公共料金のこと
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７【学校教育に関わる分野】 

子供の授業風景の自宅への映像配信

必要性低い, 236人,
43%

是非必要, 20人, 4%

分からない, 81人,
15%

未回答, 46人, 8% 必要である, 13人,
2%

あれば便利, 153人,
28%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

学校からのお知らせの電子メールでの即時配信

あれば便利, 245人,
45%

必要性低い, 90人,
16%

分からない, 54人,
10%

未回答, 44人, 8%
必要である,
73人, 13%

是非必要, 43人, 8%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 
 

学校間生徒同士でのインターネットを活用した交流

必要性低い, 236人,
42%

分からない, 88人,
16%

あれば便利,
141人, 26%

必要である, 28人,
5%

是非必要, 9人, 2%

未回答, 47人, 9%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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学校への電子メールでの連絡（子どもの病欠など）

あれば便利, 237人,
42%

必要性低い, 136人,
25%

分からない, 58人,
11%

未回答, 48人, 9% 必要である,
39人, 7%

是非必要, 31人, 6% 是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

電子メールを使った家族と学校への相談

必要性低い, 141人,
26%

分からない, 78人,
14%

未回答, 44人, 8%

あれば便利,
221人, 40%

必要である,
40人, 7%

是非必要, 25人, 5% 是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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８【生涯学習に関わる分野】 

パソコンやインターネットの使い方講座

あれば便利, 236人,
43%

必要性低い, 62人,
11%

分からない, 32人, 6%
必要である, 99人,

18%

是非必要, 84人, 15%未回答, 36人, 7%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

ホームページやブログの作成講座

あれば便利, 256人,
46%

必要性低い, 120人,
22%

分からない, 42人, 8%

未回答, 37人, 7%
必要である, 59人,

11%

是非必要, 35人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

自宅や公共施設等でのパソコンを使った生涯学習

是非必要, 36人, 7%必要である, 79人,
14%

あれば便利, 263人,
48%

必要性低い, 78人,
14%

分からない, 51人, 9%

未回答, 42人, 8%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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地域の歴史や文化を記録した映像を活用した生涯学習

あれば便利, 255人,
47%

必要性低い, 96人,
17%

分からない, 63人,
11%

未回答, 42人, 8% 必要である, 61人,
11%

是非必要, 32人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

自宅から図書館の図書貸出予約、新刊リクエスト

あれば便利, 286人,
53%

必要性低い, 84人,
15%

分からない, 41人, 7% 必要である,
58人, 11%

是非必要, 46人, 8%未回答, 34人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

自宅からのホールや公民館などへの公演、講習会の予約

あれば便利, 263人,
49%

必要性低い, 104人,
19%

分からない, 57人,
10%

未回答, 40人, 7% 必要である,
57人, 10%

是非必要, 28人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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９【福祉・健康に関わる分野】 

一人住まいの高齢者とのITを活用したコミュニケーション

あれば便利, 212人,
38%

分からない, 59人,
11%

必要である, 125人,
23%

是非必要, 57人, 10%

必要性低い, 65人,
12%

未回答, 31人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

介護施設のサービスや空き情報の検索、申し込み

必要である, 157人,
29%

あれば便利, 233人,
42%

必要性低い, 27人,
5%

分からない, 33人, 6% 是非必要, 73人, 13%

未回答, 26人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

介護・福祉ボランティアに対する募集、参加や依頼

是非必要, 54人, 10%

必要である, 140人,
26%

あれば便利, 253人,
46%

必要性低い, 34人,
6%

分からない, 40人, 7%

未回答, 28人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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自宅でできる健康相談

あれば便利, 273人,
50%

必要性低い, 39人,
7%

必要である, 109人,
20%

是非必要, 73人, 13%分からない, 27人, 5%
未回答, 28人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

介護・福祉等に関わる助成制度などの解説、申し込み

是非必要, 72人, 13%

あれば便利, 240人,
44%

必要性低い, 22人,
4%

分からない, 38人, 7% 必要である, 144人,
26%

未回答, 33人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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１０【子育てに関わる分野】 

託児所や保育園などの空き情報の検索・申し込み

是非必要, 90人, 16%

必要である, 136人,
25%

あれば便利, 213人,
39%

必要性低い, 30人,
5%

分からない, 43人, 8%

未回答, 37人, 7%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

子育てに関する相談が行える電子会議室

あれば便利, 234人,
43%

必要性低い, 71人,
13%

分からない, 72人,
13%

未回答, 40人, 7%
是非必要, 46人, 8%

必要である, 86人,
16%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 
 

子育てに関する助成制度などの解説・申し込み

是非必要, 71人, 13%

あれば便利, 232人,

42%

必要性低い, 32人,

6%

分からない, 58人,

11% 必要である, 117人,

21%

未回答, 39人, 7%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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各種検診などのお知らせの連絡

是非必要, 92人, 17%

必要である, 134人,

24%

あれば便利, 216人,

40%

必要性低い, 27人,

5%

分からない, 45人,

8%
未回答, 35人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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１１【消防・防災に関わる分野】 

災害時の避難場所や避難経路の紹介

是非必要, 194人,

35%

必要である, 178人,

32%

あれば便利, 131人,

24%

必要性低い, 9人, 2%

分からない, 15人,

3%
未回答, 22人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

土砂災害や河川災害のリアルタイムな情報提供

是非必要, 181人,

32%

必要である, 180人,

33%

あれば便利, 141人,

26%

必要性低い, 9人, 2%

分からない, 16人,

3%
未回答, 22人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

災害時の病気や電気・水道、交通機関などの情報提供

是非必要, 205人,
38%

必要である, 176人,
32%

あれば便利, 124人,
23%

必要性低い, 8人, 1% 分からない, 13人, 2% 未回答, 23人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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災害時における家族や知人の安否確認

是非必要, 216人,
39%

必要である, 153人,
28%

あれば便利, 136人,
25%

必要性低い, 9人, 2%

分からない, 12人, 2% 未回答, 23人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

事故や火災などの発生場所、状況の確認

是非必要, 184人,
33%

必要である, 174人,
32%

あれば便利, 137人,
25%

必要性低い, 12人,
2%

分からない,
15人, 3%

未回答, 27人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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１２【産業・就労にかかわる分野】 

観光客向け地域内観光情報のＰＲ

是非必要, 110人,
20%

あれば便利, 198人,
36%

必要性低い, 25人,
5%

分からない, 41人, 7%

必要である,
146人, 27%

未回答, 29人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

農業支援のための各種情報の提供

是非必要, 52人, 9%

あれば便利, 239人,
44%

必要性低い, 45人,
8%

分からない, 70人,
13% 必要である,

109人, 20%

未回答, 34人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

産業従事者に対する助成制度の情報提供

是非必要, 56人, 10%

あれば便利, 236人,
44%

必要性低い, 45人,
8%

分からない, 82人,
15%

必要である,
95人, 17%

未回答, 35人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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正社員・パート・派遣・シルバー人材などの雇用情報

是非必要, 119人,
22%

あれば便利, 205人,
37%

必要性低い, 15人,
3%

必要である,
155人, 28%

分からない, 30人, 5%
未回答, 25人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

Ⅰターン・Ｕターン者向けの就職先や空き住宅情報の紹介

是非必要, 88人, 16%

あれば便利, 215人,
39%

必要性低い, 21人,
4%

分からない, 39人, 7%

必要である,
155人, 28%

未回答, 31人, 6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

各種ボランティアやＮＰＯの紹介・募集

是非必要, 50人, 9%

あれば便利, 258人,
48%

必要性低い, 51人,
9%

分からない, 67人,
12%

未回答, 24人, 4%

必要である,
99人, 18%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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１３【暮らしに関わる分野】 

家庭にある不用品などの電子掲示板を使った提供や交換

あれば便利, 306人,
56%

必要性低い, 68人,
12%

分からない, 48人, 9%

是非必要, 35人, 6%

必要である, 72人,
13%

未回答, 20人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

パソコンなどからの粗大ごみの収集予約

是非必要, 63人, 11%

必要である, 100人,
18%

あれば便利, 256人,
48%

必要性低い, 68人,
12%

分からない, 40人, 7%

未回答, 22人, 4%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 
 

住民間の交流を促進するための電子会議室

必要性低い, 164人,
30%

分からない, 101人,
18%

あれば便利,
209人, 39%

未回答, 27人, 5% 是非必要, 13人, 2% 必要である, 35人,
6%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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自宅や出先施設からの公共施設予約（会議室・運動施設）

是非必要, 24人, 4%

あれば便利, 268人,
48%

必要性低い, 91人,
17%

未回答, 27人, 5%
分からない, 70人,

13% 必要である, 69人,
13%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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１４【芦屋町が重点的に取り組む分野】 

165人

65人

310人

210人

152人

308人

168人

0人 100人 200人 300人 400人

芦屋町が重点的に取り組む分野

産業・就労にかかわる分野

消防・防災に関わる分野

子育てに関わる分野

暮らしに関わる分野

福祉・健康に関わる分野

生涯学習に関わる分野

学校教育に関わる分野
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１５【希望する行政サービスについて】 

自宅からパソコンを使った役所への各種電子申請・届出

是非必要, 90人, 16%

必要である, 108人,
20%

あれば便利, 226人,
41%

必要性低い, 48人,
9%

分からない, 51人, 9%

未回答, 26人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 
 

郵便局やコンビニでの税や保育料の支払い

是非必要, 103人,
19%

必要である, 101人,
18%

あれば便利, 226人,
41%

必要性低い, 53人,
10%

分からない, 41人, 7%

未回答, 25人, 5%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

町の計画などへパブリックコメントや電子アンケートでの参画

あれば便利, 225人,
41%

必要性低い, 99人,
18%

分からない, 105人,
19%

未回答, 29人, 5% 是非必要, 25人, 5%
必要である, 66人,

12%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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公共施設での議会中継（ライブ）の視聴

あれば便利, 203人,
38%

必要性低い, 167人,
30%

分からない, 92人,
17%

未回答, 29人, 5% 是非必要, 18人, 3%
必要である,

40人, 7%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 
 

自宅での議会議事録の閲覧（町ホームページから）

必要性低い, 115人,
21%

あれば便利,
240人, 44%

分からない,
96人, 17%

未回答, 32人, 6% 是非必要, 18人, 3%
必要である, 48人,

9%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答

 

携帯電話での行政情報の受信・閲覧

あれば便利, 225人,
41%

必要性低い, 136人,
25%

未回答,
29人, 5%分からない,

93人, 17%

是非必要,
22人, 4%

必要である,
44人, 8%

是非必要

必要である

あれば便利

必要性低い

分からない

未回答
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Ⅰ．調査目的 
 高度情報化社会に向けて芦屋町が目指すまちづくりの中で、住民の皆様への情報サー

ビスや情報通信基盤のあり方を検討するため。 
 

Ⅱ．アンケート調査について 
１．調査対象：芦屋町内の事業者 ３０名 
２．調査方法：紙調査票により実施 
３．回収期限：平成２２年８月３１日 
４．有効回答者数：２２名 
５．回収率：６６．７％ 

 

Ⅲ．アンケート内容 
  １．属性について 
  ２．情報化の状況について 
  ３．インターネットについて 
  ４．行政の情報化への対応状況や要望について 
 

Ⅳ．アンケート結果 
１．属性 

貴事業所の位置付け

本社, 18人, 90%

その他, 1人, 5%

営業所, 1人, 5% 本社

営業所

その他

 

貴事業所の規模

10人以上50人未満, 8人, 40%

100人以上300人未満, 1人, 5%

50人以上100人未満, 3人, 15%

5人未満, 1人, 5%

5人以上10人未満, 7人, 35%

5人未満

5人以上10人未満

10人以上50人未満

50人以上100人未満

100人以上300人未満

 

「第 2 次芦屋町情報化基本計画（事業者向け）」に 
関するアンケート結果
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貴事業所の経営形態

有限会社, 8人, 40%

株式会社, 6人, 30%

社団法人, 1人, 5%

個人経営, 1人, 5%

その他, 4人, 20%

有限会社

株式会社

社団法人

個人経営

その他

 

業種

建設業, 5人, 25%

サービス業, 5人, 25%
小売業, 2人, 10%

製造業, 2人, 10%

運輸・通信, 1人, 5%

その他, 5人, 25%
建設業

サービス業

小売業

製造業

運輸・通信

その他

 
２．情報化の状況について 

貴事業所の情報化の進展状況

既に進めているが一層進めた
い, 12人, 60%既に進めているが今後は難しい,

3人, 15%

必要性は認識しているが現状で
は困難, 2人, 10%

現在進めていないが今後は進
める, 2人, 10%

進める必要はない, 1人, 5%

既に進めているが一層進めたい 既に進めているが今後は難しい 必要性は認識しているが現状では困難

現在進めていないが今後は進める 進める必要はない
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情報化を進めるにあたってどのようにお考えですか

事業所の活動のためには必須

である, 11人, 55%
必須ではないが進めるほうが良

い, 4人, 20%

進めたいところだけ進めれば良

い, 3人, 15%

わからない, 1人, 5%

進める必要性を感じない, 1人,

5%

事業所の活動のためには必須である

必須ではないが進めるほうが良い

進めたいところだけ進めれば良い

わからない

進める必要性を感じない

「事業所の活動のためには必須である」という意見が５５%と必要性を感じている人が

多いようです。 

情報化に期待することは何ですか

市場動向の適確な把握, 9人,
15%

競争力の強化, 8人, 15%

世の中の流れに遅れない, 6人,
11%

受発注処理の効率化, 6人, 11%
新たなビジネスチャンスの創造,

6人, 11%

販路の拡大, 5人, 9%

商品企画力の向上, 5人, 9%

コストダウン, 4人, 7%

交流先の拡大, 2人, 4%

決済の効率化, 2人, 4%

取引先との関係強化, 1人, 2%

国際化への対応, 1人, 2%

市場動向の適確な把握 競争力の強化

世の中の流れに遅れない 受発注処理の効率化

新たなビジネスチャンスの創造 販路の拡大

商品企画力の向上 コストダウン

交流先の拡大 決済の効率化

取引先との関係強化 国際化への対応

貴事業所にとって必要な情報とは

関係業界情報, 13人, 20%

市況・市場情報, 9人, 13%

利用者ニーズ, 8人, 13%技術情報, 8人, 13%

雇用人材情報, 6人, 10%

原材料情報, 6人, 10%

制度・施策情報, 4人, 6%

他社製品情報, 3人, 5%

政治・社会情勢情報, 3人, 5%

金融・財政情報, 3人, 5%

関係業界情報

市況・市場情報

利用者ニーズ

技術情報

雇用人材情報

原材料情報

制度・施策情報

他社製品情報

政治・社会情勢情報

金融・財政情報
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14人

12人

10人

10人

9人
7人

7人

6人

5人
4人

3人
2人

2人

1人

0人 2人 4人 6人 8人 10人 12人 14人

商用データベース

異業種交流会

大学等高等研究機関から

金融機関から

系列会社から

コンサルタントから

セミナー・研修会

行政から

消費者・ユーザから

業界団体から

業界紙

専門誌

一般新聞、テレビ、ラジオ

インターネット

 

14人

11人

10人

9人
8人

7人
7人

7人
6人

4人

4人
3人

3人
3人

0人 2人 4人 6人 8人 10人 12人 14人

異業種交流会

金融機関から

系列会社から

商用データベース

大学等高等研究機関から

行政から

業界団体から

コンサルタントから

セミナー・研修会

消費者・ユーザから

業界紙

専門誌

一般新聞、テレビ、ラジオ

インターネット

現在の入手手段として「インターネット」「一般新聞、テレビ、ラジオ」「専門誌」の順

でした。今後も「インターネット」「一般新聞、テレビ、ラジオ」「専門誌」の順で入手

したいと考えている人が多いようです。やはり、現代において「インターネット」は、

情報の入手先として欠かせないもののようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現在の情報の入手手段は主にどんなものですか 

今後はどのような手段で情報を入手したいですか 
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３．インターネットについて 

貴事業所ではインターネットを利用していますか。

既に接続している, 18人, 95%

接続を検討している, 1人, 5%

既に接続している

接続を検討している

「既に接続している」という意見が 95%で多く、ほとんどの事業が利用しているようで

す。 

貴事業所ではホームページを開設していますか。

既に開設している, 7人, 36%

開設を検討している, 5人, 26%

必要性を感じない, 3人, 16%

興味はあるが開設は考えていな
い, 2人, 11%

その他, 2人, 11%

既に開設している

開設を検討している

必要性を感じない

興味はあるが開設は考えていない

その他

「既に開設している」という意見が３６％、「開設を検討している」という意見が２６％

とホームページの開設について関心が高いことが伺えます。 

インターネットを利用する目的は何だとお考えですか

業界や技術情報の収集, 12人,
29%

自事業所情報の発信, 11人, 26%
様々な取引情報のやり取り, 8

人, 19%

データベースの利用, 6人, 14%

電子コミュニケーション, 4人, 10%

わからない, 1人, 2% その他, 0人, 0%

業界や技術情報の収集

自事業所情報の発信

様々な取引情報のやり取り

データベースの利用

電子コミュニケーション

わからない

その他

「業界や技術情報の収集」「自事業所情報の発信」「様々な取引情報のやり取り」という

意見が多かったです。 



事業者情報化アンケート 

6 

インターネットを利用し様々な情報収集やホームページ開設をするにあたり、何か問題
はありますか

問題は非常に多い, 1人, 5%

あまり問題はない, 9人, 48%

問題はない, 1人, 5%

わからない, 1人, 5%

多少は問題がある, 7人, 37%

問題は非常に多い

多少は問題がある

あまり問題はない

問題はない

わからない

「あまり問題はない」という意見が４８％と多く、次に「多少問題がある」と答えた意

見が３７％でした。同じ質問を団体向けにしたところ、「多少問題がある」と答えた意見

が５５％と多く、「あまり問題はない」という人は１０％でした。団体に比べて事業者は、

どちらかというと問題がないと思っている人の方が多いようです。 

上の質問で、「問題は非常に多い」「多少は問題がある」と答えた方へ何が問題だと考え
ますか

専門的な知識がないこと, 5人,
33%

初期費用が高いこと, 4人, 27%

人材（専門家）がいないこと, 4人,
27%

運用費用が高いこと, 2人, 13%

その他, 0人, 0%

わからない, 0人, 0%

専門的な知識がないこと

初期費用が高いこと

人材（専門家）がいないこと

運用費用が高いこと

その他

わからない

「専門的な知識がないこと」が一番多く、次に「初期費用が高いこと」「人材（専門家）

がいないこと」の順でした。同じ質問を団体向けにしたところ、「専門的な知識がないこ

と」「人材（専門家）がいないこと」といった教育・人材面の問題が３０％以上で、「初

期費用が高いこと」は１３％でした。事業者では、団体に比べて、金銭面の問題意識も

高いようです。 
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４．行政の情報化への対応状況や要望について 

芦屋町では、ホームページを通じて、いろいろな町政情報を提供していますが、どの程
度知っていますか

よく見ている（知っている）, 3人,
16%

ときどき見ている, 8人, 42%

聞いたことがある, 4人, 21%

全く知らない, 4人, 21%
よく見ている（知っている）

ときどき見ている

聞いたことがある

全く知らない

「ときどき見ている」という意見が４２％で多かったです。 

行政手続きで、電子化が望まれるものは何ですか

課税証明交付手続き, 8人, 21%

納税申請, 5人, 13%

施設利用申請, 5人, 13%

入札資格審査, 4人, 11%

各種調達（電子入札等）, 1人, 3%

営業・開発許可, 1人, 3% その他, 0人, 0%

印鑑証明等の各種申請, 14人,
36%

印鑑証明等の各種申請

課税証明交付手続き

納税申請

施設利用申請

入札資格審査

各種調達（電子入札等）

営業・開発許可

その他

「印鑑証明等の各種申請」「課税証明交付手続き」の電子化を望んでいる人が多いようで

す。 

これからの情報化社会に向けて、行政はどのようなことを進めていく必要があると思います
か

9人

9人

8人

6人

6人

2人
2人

1人 0人

1人

行政や統計、公共施設等に関する情報システムを開発、普及する 企業の情報化および情報関連産業の育成、振興を支援する

教育、文化、福祉等に関する情報システムを開発、普及する 低価格で利用できる公共的な高速ネットワークを整備する

公民館など身近な所で情報機器やシステムに親しめる環境を整備する 住民交流に役立つ情報システムを開発、普及する

プライバシーの保護など法制度整備を推進する 小・中・高等学校での情報教育や住民向けのセミナーなどを充実する

わからない その他

行政や統計、公共施設

企業の情報化および情報関連産
業

教育、文化、福祉

低価格で利用できる高速ネットワーク

公民館などで情報機器

住民交流に役立つ情報システム

プライバシーの保護

小・中・高等学校や住民向けの情報教育
わからない

その他
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Ⅰ．調査目的 
 高度情報化社会に向けて芦屋町が目指すまちづくりの中で、住民の皆様への情報サー

ビスや情報通信基盤のあり方を検討するため。 
 
Ⅱ．アンケート調査について 

１．調査対象：芦屋町内の団体 ２８名 
２．調査方法：紙調査票により実施 
３．回収期限：平成２２年８月３１日 
４．有効回答者数：２０名 
５．回収率：７１％ 

 

Ⅲ．アンケート内容 
  １．属性について 
  ２．情報化の状況について 
  ３．インターネットについて 
  ４．行政の情報化への対応状況や要望について 
 
Ⅳ．アンケート結果 
１．属性 

貴団体の種別

ボランティア団体, 9人, 41%

公的団体, 6人, 27%

NPO, 2人, 9%

その他, 5人, 23%

ボランティア団体

公的団体

NPO

その他

団体の規模

5人以上10人未満, 3人, 14%

10人以上50人未満, 10人, 45%50人以上100人未満, 2人, 9%

100人以上, 7人, 32% 5人以上10人未満

10人以上50人未満

50人以上100人未満

100人以上

 

「第 2 次芦屋町情報化基本計画（団体向け）」に 
関するアンケート結果 
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２．情報化の状況について 

貴団体の情報化の進展状況

既に進めているが一層進めた
い, 9人, 42%

現在進めていないが今後は進
める, 2人, 10%

必要性は認識しているが現状
では困難, 6人, 28%

進める必要はない, 2人, 10%

既に進めているが今後は難し
い, 1人, 5%

既に進めておりこれ以上必要な
い, 1人, 5%

既に進めているが一層進めたい 既に進めておりこれ以上必要ない 既に進めているが今後は難しい

現在進めていないが今後は進める 必要性は認識しているが現状では困難 進める必要はない

「既に進めているが、一層進めたい」という意見が一番多かったです。次に、「必要性は

認識しているが現状では困難」という多く、情報化したいけどできていない団体も多い

ことがわかります。 

情報化を進めるにあったってどのようにお考えですか

必須ではないが進めるほうが良
い, 5人, 24%

進めたいところだけ進めれば良
い, 1人, 5%

進める必要性を感じない, 1人,
5%

わからない, 1人, 5%
団体活動のためには必須であ

る, 13人, 61%

団体活動のためには必須である

必須ではないが進めるほうが良い

進めたいところだけ進めれば良い

進める必要性を感じない

わからない

「団体活動のためには必須である」という意見が６１％と多く、次に「必須ではないが

進めるほうが良い」という意見が２０％でした。情報化に前向きな考えの人が多いこと

がわかります。 

情報化に期待することは何ですか

活動範囲の拡大, 9人, 15%新たな活動分野の創造, 6人,
10%

活動の企画力の向上, 6人, 10%

交流先の拡大, 4人, 7%

事務処理の効率化, 12人, 20%

関係機関との連携強化, 10人,
17%

周りの環境の的確な把握, 6人,
10%

コストダウン, 4人, 7%

その他, 1人, 2%

国際化への対応, 1人, 2%

事務処理の効率化

関係機関との連携強化

活動範囲の拡大

新たな活動分野の創造

活動の企画力の向上

周りの環境の的確な把握

交流先の拡大

コストダウン

国際化への対応

その他
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貴団体にとって必要な情報とは何ですか

利用者ニーズ, 13人, 22%
関係業界情報, 7人, 13%

制度・施策情報, 7人, 13%

政治・社会情勢情報, 5人, 9%

人材情報, 4人, 7%

技術情報, 2人, 4%

市場情報, 2人, 4%

その他, 2人, 4%

他団体の活動情報,
 14人, 24%

他団体の活動情報

利用者ニーズ

関係業界情報

制度・施策情報

政治・社会情勢情報

人材情報

技術情報

市場情報

その他

「他団体の活動情報」が２４％、「利用者のニーズ」が２２％と多かったです。 

11人
11人

10人
9人

9人
8人

4人

3人
2人
2人
2人

1人
1人

1人

0人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

大学等高等研究機関から

コンサルタントから

異業種交流会

商用データベース

金融企業から

業界紙

一般の民間企業から

業界団体から（福祉業界・医療業界等）

利用者・ユーザから

インターネット

一般新聞、テレビ、ラジオ

セミナー・研修会

行政から

貴団体と同様の団体から

 

12人
11人
11人

10人
9人

8人
5人

4人
4人
4人

3人
3人

2人
2人

2人

0人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

商用データベース

金融企業から

異業種交流会

専門誌

業界団体から（福祉業界・医療業界等）

大学等高等研究機関から

コンサルタントから

業界紙

一般の民間企業から

一般新聞、テレビ、ラジオ

貴団体と同様の団体から

セミナー・研修会

利用者・ユーザから

インターネット

行政から

現在の情報の入手手段として、「貴団体と同様の団体から」が一番多いのに対して、今後

は「行政から」という意見が多いです。 

現在の情報の入手手段は主にどんなものですか 

今後はどのような手段で情報を入手したいですか 
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３．インターネットについて 

貴事業所ではインターネットを利用していますか。

既に接続している, 18人, 95%

接続を検討している, 1人, 5%

既に接続している

接続を検討している

「既に利用している」という人が、４７％で多かったです。 

貴事業所ではホームページを開設していますか。

既に開設している, 7人, 36%

開設を検討している, 5人, 26%

必要性を感じない, 3人, 16%

興味はあるが開設は考えていな
い, 2人, 11%

その他, 2人, 11%

既に開設している

開設を検討している

必要性を感じない

興味はあるが開設は考えていない

その他

「既に開設している」という人が 3 割以上。「開設を検討している」という人が 2 割弱と 
ホームページについて感心が高いことが伺えます。 

もし芦屋町が町内の団体等の活動を支援するため、各団体がインターネット上ホームページを開
設できるウェブスペースの無料提供を始めた場合、貴団体は利用したいと思いますか

利用したい, 15人, 79%

興味はあるが利用は考えて
いない, 3人, 16%

何に使えるのか良くわからな
い, 1人, 5%

利用したい

興味はあるが利用は考
えていない

何に使えるのか良くわか
らない

「利用したい」という人が約 8 割で、圧倒的に多かったです。 
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インターネットを利用する目的は何だとお考えですか

自団体の活動情報の発信, 14
人, 28%

業界や技術情報の収集, 7人,
14%

電子コミュニケーション, 4人, 8%

その他, 3人, 6%

データベースの利用, 3人, 6%

わからない, 1人, 2%

様々な情報のやりとり, 18人,
36%

様々な情報のやりとり

自団体の活動情報の発信

業界や技術情報の収集

電子コミュニケーション

その他

データベースの利用

わからない

「様々な情報のやりとり」「自団体の活動情報の発信」という意見が多かったです。 

インターネットを利用し様々な情報収集やホームページ開設するにあたり、何か問題はありますか

問題は非常に多い, 1人, 5%

あまり問題はない, 2人, 10%

問題はない, 3人, 15%

わからない, 3人, 15%

多少は問題がある, 11人, 55%

問題は非常に多い

多少は問題がある

あまり問題はない

問題はない

わからない

「多少は問題がある」という意見が５５％と一番多く、問題があると思っている人の方

が多いようです。 

上の質問で、「問題は非常に多い」「多少は問題がある」と答えた方へ何が問題だと思いますか

人材（専門家）がいない
こと, 7人, 30%

初期費用が高いこと, 3
人, 13%

運用費用が高いこと, 2
人, 9%

その他, 2人, 9%
専門的な知識がないこ

と, 9人, 39%

専門的な知識がないこと

人材（専門家）がいないこと

初期費用が高いこと

運用費用が高いこと

その他

金銭面の問題より、「専門的な知識がない」「人材がいない」という知識・人材の問題を

抱えている団体が多いようです。 
 



 団体情報化アンケート

 

                    6 

４．行政の情報化への対応状況や要望について 

芦屋町では、ホームページを通じて、いろいろな町政情報を提供していますが、どの程
度知っていますか

よく見ている（知っている）, 3人,
16%

ときどき見ている, 8人, 42%

聞いたことがある, 4人, 21%

全く知らない, 4人, 21%

よく見ている（知ってい
る）

ときどき見ている

聞いたことがある

全く知らない

「ときどき見ている」という意見が 5４％と一番多かったです。 

行政が提供する情報で入手したい情報は何ですか

施策、計画情報, 9人, 19%手続き案内情報, 9人, 19%

統計情報, 5人, 11%

補助等の助成情報, 5人, 11%

議会情報, 3人, 6% その他, 2人, 4% 報道、広報情報, 14人, 30%

報道、広報情報

施策、計画情報

手続き案内情報

統計情報

補助等の助成情報

議会情報

その他

「報道、広報情報」「施策、計画情報」「手続き案内情報」といった情報が入手したい情

報のようです。 

町民との情報交流をホームページに載せることについてどう思いますか

積極的に利用すべきであ
る, 12人, 57%

よくわからない, 8人, 38%

その他, 1人, 5% 積極的に利用す
べきである
よくわからない

その他

「積極的に利用すべきである」という意見が５７％で、情報交流をホームページでする

ことに前向きな考えの人が多いようです。 
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これからの情報化社会に向けて、行政はどのようなことを進めていく必要があると思い
ますか

13人, 22%

9人, 15%

9人, 15%8人, 13%

7人, 12%

5人, 8%

4人, 7%

3人, 5%

2人, 3%

住民交流に役立つ情報システムを開発、普及する 公民館など身近な所で情報機器やシステムに親しめる環境を整備する

低価格で利用できる公共的な高速ネットワークを整備する 教育、文化、福祉等に関する情報システムを開発、普及する

プライバシーの保護など法制度整備を推進する 企業の情報化および情報関連産業の育成、振興を支援する

行政や統計、公共施設等に関する情報システムを開発、普及する 小・中・高等学校での情報教育や住民向けのセミナーなどを充実する

わからない

「住民交流に役立つ情報システムを開発、普及する」が 1 番多かったです。次に「公民

館など身近な所で情報機器やシステムに親しめる環境を整備する」「低価格で利用できる

公共的な高速ネットワークを整備する」「教育、文化、福祉等に関する情報システムを開

発、普及する」という意見が多かったです。情報化に触れられる機会を増やしたり、教

育・文化・福祉面の情報化システムの開発・普及を希望している人が多いようです。 

住民交流に役立つ情報システム 

公民館などで情報機器 

低価格で利用できる高速ネットワーク 
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職員情報化アンケート調査概要 

 

Ⅰ 調査の目的 

  本調査は、第２次芦屋町地域情報化基本計画策定のための基礎情報を得る

ために実施した。 

 

Ⅱ アンケート調査について 
 

① 調査対象 
 芦屋町一般職員 １３７名（病院医療職、保育士等を除く） 
 

② 調査方法 
 電子アンケート及び紙調査票により実施 
 

③ 調査期間 
 平成２１年１２月４日から平成２１年１２月２４日まで 
 

④ 有効回答数 
    ９７件 
 
Ⅲ アンケートの内容 

１ 属性 
２ 庁内情報化基盤の整備状況 
３ パソコンの利用状況 
４ グループウェアの利用状況 
５ 職員の情報セキュリティ意識 
６ 職員への情報化研修 
７ 行政の情報化について 
８ 電子申請等の電子化による事務への影響 
９ 今後必要だと思われる情報化施策 

 10 自由意見 
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Ⅳ 職員情報化アンケート調査結果 

 
１【属 性】 

アンケートの回収状況およびその属性については、以下の通りである。 
 
 回答者 性別・年齢分布など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート回収率（全体97人）

未回答者数, 40人,
【29%】

回答者数, 97人, 【71%】

回答者数

未回答者
数

職員情報化アンケート回答者数内訳（所属別）

 税務課, 4, 【4%】

 会計課, 1, 【1%】

 生涯学習課, 8, 【8%】

 学校教育課, 3, 【3%】

 議会事務局, 2, 【2%】

 住民課, 10, 【10%】 福祉課, 7, 【7%】

 事業課, 1, 【1%】

 競艇施設課, 5, 【5%】

 病院事務室, 4, 【4%】

 芦屋町, 1, 【1%】

 所属未回答, 10, 【10%】

 管理課, 6, 【6%】

 地域づくり課, 7, 【7%】

 総務課, 9, 【9%】

 都市整備課, 4, 【4%】

 環境住宅課, 8, 【8%】

 財政課, 3, 【3%】

 企画政策課, 4, 【4%】

 企画政策課  財政課  総務課  地域づくり課
 都市整備課  環境住宅課  住民課  福祉課
 税務課  会計課  生涯学習課  学校教育課
 議会事務局  事業課  管理課  競艇施設課
 病院事務室  芦屋町  所属未回答
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職員情報化アンケート回答者数内訳（男女別）

未回答, 4人, 【4%】

 女, 30人, 【31%】

 男, 63人, 【65%】

 男

 女

未回答

職員情報化アンケート回答者数内訳（役職別）

職名未回答, 4人, 【4%】

 一般職員, 56人, 【58%】

 課長・係長, 37人, 【38%】

 課長・係長

 一般職員

職名未回答

職員情報化アンケート回答者数内訳（年代別）

 50歳代以上, 30人, 【31%】

 40歳代, 12人, 【12%】

未回答, 4人, 【4%】

 30歳代, 37人, 【38%】

 20歳代, 14人, 【14%】
 20歳代

 30歳代

 40歳代

 50歳代以上

未回答
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２【庁内情報化基盤の整備状況】 
２－１ 庁舎内ＬＡＮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
２－２ 一人一台パソコン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（庁舎内ネットワークの整備状況）

 全く整備されていない, 0人,
【0%】

 あまり整備されていないと
思う, 17人, 【18%】

 よくわからない, 6人, 【6%】

 未回答, 4人, 【4%】

 ほぼ整備されていると思う,
52人, 【54%】

 十分に整備されていると思
う, 18人, 【19%】

 十分に整備されていると思う

 ほぼ整備されていると思う

 あまり整備されていないと思う

 全く整備されていない

 よくわからない

 未回答

職員情報化アンケート（パソコン整備状況）

 全く整備されていない, 0人,
【0%】

 あまり整備されていないと
思う, 3人, 【3%】

 よくわからない, 1人, 【1%】

 未回答, 3人, 【3%】

 ほぼ整備されていると思う,
48人, 【49%】

 十分に整備されていると思
う, 42人, 【43%】

 十分に整備されていると思う
 ほぼ整備されていると思う
 あまり整備されていないと思う
 全く整備されていない
 よくわからない
 未回答

 庁舎内 LAN については、約４分の３（73％）の職員が整備されていると回答し
ています。この理由としては、庁舎改修の際に庁舎内 LAN を高速化・大容量化（100
Ｍ→1000Ｍｷﾞｶﾞ対応）し、ストレスなく大容量のデータの共有ができるようにな
ったこと。また、庁舎内 LAN の冗長化によりネットワーク停止等の障害がほとん
どなくなったこと。さらに、各事務室のフリーアクセス化や各会議室から「いつで
も」、「どこでも」インターネットを利用できる環境になったためと思われます。

第一次情報化基本計画により本庁において、平成 14 年度から 3 年間で課長、係長、
職員へ逸早くノートパソコンを設置し、一人一台パソコンの環境を整備したこと。
また、平成 20 年度には故障の多発やパソコンの性能が職員の使用目的や使用頻度
に追いつかないなどの状況となってきた際にも、一部のパソコンがリース中にもか
かわらず、従来のノートパソコンの約３倍の性能がある、画面が大きくて見易く、
操作性の優れたデスクトップ型（同一機種）に全て入れ替えたためと思われます。
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３【パソコンの利用状況について】 
３－１ 使用頻度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２ 使用時間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（パソコン使用頻度）

 ほとんど使用していない, 0
人, 【0%】

 必要な時、不定期に使用し
ている, 2人, 【2%】

 全く使用していない, 0人,
【0%】

 未回答, 4人, 【4%】

 週に２,３回使用している, 0
人, 【0%】

 ほとんど毎日使用している,
91人, 【94%】

 ほとんど毎日使用している

 週に２,３回使用している

 必要な時、不定期に使用している

 ほとんど使用していない
 全く使用していない

 未回答

職員情報化アンケート（パソコン使用時間）

 ３０分程度, 1人, 【1%】

 １時間程度, 3人, 【3%】

 １０分未満, 0人, 【0%】

 未回答, 4人, 【4%】

 ２、３時間程度, 15人,
【15%】

 ４時間以上, 74人, 【76%】

 ４時間以上

 ２、３時間程度

 １時間程度

 ３０分程度

 １０分未満

 未回答

パソコンをほとんど毎日使用している 94％と職員が回答しており、パソコンが事

務処理や情報の共有化による事務の効率化に欠かせないものとなっていることが

わかります。 

約４分の 3（76％）の職員が一日４時間以上パソコンを使用していると回答してお
り、職種、職階により使用状況は異なりますが、事務系及び技術系職員にはパソコ
ンがなくてはならないものになっており、日々の業務に活用している様子やパソコ
ンの性能や不具合、故障が職員の知的生産性や事務の効率化に大きく影響し、ネッ
トワークを含めた情報機器の安定した維持管理が重要なことがうかがえます。 
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３－３ パソコン習熟度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－４ ＭＳ－ＯＦＦＩＣＥ製品の習熟度（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（パソコン習熟度）

 全く習熟していないと思う,
2人, 【2%】

 あまり習熟していないと思
う, 39人, 【40%】

 よくわからない, 0人, 【0%】

 未回答, 4人, 【4%】

 適度に習熟していると思う,
47人, 【48%】

 十分に習熟していると思う,
5人, 【5%】

 十分に習熟していると思う

 適度に習熟していると思う

 あまり習熟していないと思う

 全く習熟していないと思う

 よくわからない

 未回答

88人

78人

31人

16人

14人

9人

13人

0人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

職員情報化アンケート（OFFICE製品の習熟度（複数回答））

 OpenOfficeを使ったことがある

 MS-OFFICEの2007版を使ったことがある

 EXCEL2003等のVBAマクロを使ったことがある

 ACCESSを使ったことがある

 POWERPOINT2003版の基本的操作はできる

 EXCEL2003版の基本的操作はできる

 WORD2003版の基本的操作はできる

パソコンの習熟度については、「あまり習熟していない」と「全く習熟していない」
と約半数（42％）が回答しています。これはパソコンの性能（能力）を十分に活か
せていないことやパソコンの不具合が発生した場合にすぐに対応できず復旧まで
に時間がかかり、結果的に事務効率を低下させることになっています。 
習熟していない職員を手助けし、育成する「ＩＴリーダー」制度や平成 21 年度か
ら開始したヘルプデスク等を充実させ活用していく必要があります。 

パソコンソフトの使用スキルの上昇には、目を見張るものがあります。 
全体的な調査結果では、Ｗｏｒｄ（文書作成）やＥｘｃｅｌ（表計算）は、８割以
上の職員が「基本操作はできる」と回答しています。 日常的な簡易な文書作成や
表計算などの事務処理に使用している人がほとんどで、本当の意味での事務効率化
や職員の知的生産性を向上させるためのＡＣＣＥＳＳ（データベース構築）、Ｅｘ
ｃｅｌのマクロ機能（自動処理）やＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ（プレゼンテーション）
を習得している人は少数であり、今後は中級以上研修の実施が必要です。 
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３－５ 受講したい研修について（パソコン習熟度がないと答えた方） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４【グループウェアの利用状況について】 
４－１ グループウェアの活用度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（グループウェアの活用状況）

 全く活用されていると思う,
0人, 【0%】

 あまり活用されていると思
う, 10人, 【10%】

 よくわからない, 3人, 【3%】
 未回答, 3人, 【3%】

 適度に活用されていると思
う, 59人, 【61%】

 十分に活用されていると思
う, 22人, 【23%】

 十分に活用されていると思う

 適度に活用されていると思う

 あまり活用されていると思う

 全く活用されていると思う

 よくわからない

 未回答

5人

4人

7人

23人

16人

23人

21人

14人

8人

3人

0人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人 40人 45人

職員情報化アンケート
（OFFICE製品の習熟していない方45人中で受講したい関連講座（複数回答））

 その他

 オープンオフィス入門

 ExcelのVBAマクロ入門

 Access（データベース）入門

 Excel中級

 Excel初級

 Word中級

 Word初級

 Windows入門

 パソコン基礎

「適度に活用されている」と約半数以上（62％）が回答しています。グループウェ
アは職員コミュニケーションシステムの一部として導入しており、グループウェア
システムのみの機能で導入していないため、メール機能が不十分であったり、グル
ープウェアが停止するなどの理由から十分に活用されているまでに至っていない
ようです。 ※平成 22 年度にグループウェア選定チームを組織し刷新します。 

パソコンの習熟度が低いと回答した職員においてもＷｏｒｄやＥｘｃｅｌの基本
的操作は習得しており、パソコンの習熟度は低い反面、ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌなど
の中級以上の講座受講を希望していることから事務効率化や知的生産性向上への
意欲があることが伺えます。 
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４－２ グループウェア使用頻度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４－３ 既存グループウェアについて（使用回数が少ない方：複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（グループウェア使用頻度）

 月に１回は使っている, 3人,
【3%】

 週に１回は使っている, 3人,
【3%】

 半年又は年に１回, 0人,
【0%】

 未回答, 4人, 【4%】

 週に２，３回使っている, 8
人, 【8%】

 毎日使っている, 77人,
【81%】

 毎日使っている

 週に２，３回使っている
 週に１回は使っている
 月に１回は使っている

 半年又は年に１回
 未回答

16人

15人

17人

37人

18人

0人 20人 40人 60人 80人

職員情報化アンケート（既存グループウェアの使いにくい点（複数回答：97人中））

 POWER EGG全般の機能が使いにくい

 メール機能が使いにくい

 スケジュール機能が使いにくい

 掲示板機能が使いにくい

 その他

パソコン使用時間と同様に約４分の 3 の職員が毎日グループウェアを使用してい
ると回答しており、職種、職階により使用状況は異なりますが、事務系及び技術系
職員にはなくてはならない「道具」になっており、情報共有の手段として活用して
いる様子がうかがえます。またグループウェアの不具合や停止が事務の効率化に大
きく影響することがうかがえます。 
 

グループウェアのメール機能については、導入当初より機能不足や不具合の多発な
どのため問題のなっていました。保守の範囲内でメール機能に係る改善を実施して
きましたが、使用頻度の高い職場や添付データの大きい職場では満足できるもので
はありません。平成 22 年度に実施するグループウェアの刷新では、メール機能の
改善を主にグループウェアをもっと使い易くし、情報共有による事務の効率化にも
っと貢献できるシステムの導入を目指します。 
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４－４ グループウェアの見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 【職員の情報セキュリティ意識について】 
５－１ 情報セキュリティ意識の浸透度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（グループウェアの再構築について）

 未回答, 7人, 【7%】

 グループウェアは必要ない,
1人, 【1%】

 より使いやすいグループ
ウェアに変更する, 56人,

【58%】

 POWER EGGの最新版に
更新する, 33人, 【34%】

 POWER EGGの最新版に更新する
 より使いやすいグループウェアに変更する
 グループウェアは必要ない
 未回答

職員情報化アンケート（情報セキュリティ意識の浸透度）

 全く浸透していないと思う,
3人, 【3%】

 あまり浸透していないと思
う, 40人, 【41%】

 よくわからない, 3人, 【3%】

 未回答, 4人, 【4%】

 適度に浸透していると思う,
45人, 【46%】

 十分に浸透していると思う,
2人, 【2%】

 十分に浸透していると思う
 適度に浸透していると思う
 あまり浸透していないと思う
 全く浸透していないと思う
 よくわからない
 未回答

グループウェアの再構築（H22 年度実施）の方向性については、既存の
POWEREGG の 新版に更新する 34％の約 2 倍（58％）の職員がより使い易いグ
ループウェアに変更すると回答しており、「使い慣れたもの」より「より使い易い」
ものを求めていることがわかります。グループウェアの再構築については、既存シ
ステムも含め、費用対効果を考慮しながらも職員の意見や要望を取り入れた使い易
いシステムに刷新することが求められています。 

「情報セキュリティ」について「よくわからない」という職員が 3％と少ないことから
個人情報保護法の完全施行後（平成 17 年 9 月）、個人情報の取り扱いに対する危機意
識の高まりがうかがえますが、職員のほとんどが個人情報漏えいについて不安を抱い
ているにもかかわらず「十分に浸透している」が 2％と少ないことから情報セキュリテ
ィ意識のさらなる向上のために、今後も情報セキュリティの研修を実施します。また
「人は過ちを犯す（性悪説）」ことを前提として、システム導入による個人情報の保
護対策の実施していく必要もあります。 
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６ 【職員の情報化研修について】 

６－１ 情報化研修の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 【行政の情報化について】 

７－１ ＩＣＴによる行政需要の変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（情報化研修の実施について）

 十分に実施されていると思
う, 2人, 【2%】

 適度に実施されていると思
う, 29人, 【30%】

 未回答, 5人, 【5%】

 よくわからない, 8人, 【8%】

 あまり実施されていないと
思う, 52人, 【54%】

 全く実施されていないと思
う, 1人, 【1%】

 十分に実施されていると思う
 適度に実施されていると思う
 あまり実施されていないと思う
 全く実施されていないと思う
 よくわからない
 未回答

情報化研修については半数 54％の職員が「あまり実施されていないと思う」と回
答しており、庁舎内 LAN 等のネットワークやパソコンなどの情報インフラは十分
に整備されているのに、それらを使いこなし事務の効率化や知的生産性を向上させ
るための情報化研修の実施が相対的に少ないことへの不満がうかがえます。 

職員情報化アンケート（インターネットの普及と行政需要の変化）

 全く変化していないと思う,
0人, 【0%】

 あまり変化していないと思
う, 4人, 【4%】

 よくわからない, 4人, 【4%】

 未回答, 3人, 【3%】

 多少変化していると思う,
30人, 【31%】

 大きく変化していると思う,
56人, 【58%】

 大きく変化していると思う
 多少変化していると思う
 あまり変化していないと思う
 全く変化していないと思う
 よくわからない
 未回答

今日の社会において ICT は、広く国民生活や企業活動に浸透し、もはや ICT が社
会的基盤であるといっても過言ではありません。上記の円グラフでもインターネッ
トなどの ICT（情報通信技術）の普及が行政需要へ変化を与えている感じている職
員が約 90％となっており、ほとんどの職員に、情報化や ICT がまちづくりを効果
的・効率的に進めるための必要な「道具」であり、この「道具」を使いこなしてい
かなければ変化に対応できないという意識が浸透していることがうかがえます。 
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７－２ ＩＣＴ、電子自治体への関心度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７－３ 電子自治体推進への関心度（行政需要の変化） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（ＩＣＴ・電子自治体への関心度）

 全く関心がない, 2人, 【2%】

 あまり関心がない, 31人,
【32%】

 よくわからない, 6人, 【6%】

 未回答, 3人, 【3%】

 多少関心がある, 44人,
【45%】

 非常に関心がある, 11人,
【11%】

 非常に関心がある
 多少関心がある
 あまり関心がない
 全く関心がない
 よくわからない
 未回答

職員情報化アンケート（電子自治体推進への関心度）

 全く関心がない, 2人, 【2%】

 あまり関心がない, 29人,
【30%】

 よくわからない, 6人, 【6%】

 未回答, 3人, 【3%】

 多少関心がある, 47人, 【48%】

 非常に関心がある, 10人,
【10%】

 非常に関心がある

 多少関心がある

 あまり関心がない

 全く関心がない

 よくわからない

 未回答

７－１で多くの職員が、情報化の進展によって行政需要も変化しているという認識
を持っているにもかかわらず、「あまり関心がない」と 32％の職員が回答してい
ます。「ICT」や「電子自治体」のようなＩＴ関連の用語については言葉としては
聞いたことがあっても、意味や内容まで知っているものは意外と少ないようです。
変化する行政需要に迅速に対応するため、情報化は他人事ではなく、自らが進めて
いかなければならない課題であることの意識改革が必要です。 

７－２と同様に情報化の進展によって行政需要も変化しているという認識を持っ
ているにもかかわらず、「あまり関心がない」と 30％の職員が回答しています。
「電子自治体推進」のようなＩＴ関連の用語については言葉としては聞いたことが
あっても、意味や内容まで知っているものは意外と少ないようです。変化する行政
需要に迅速に対応するためは、電子自治体を推進していくのは情報化担当部署だけ
ではなくて、自らが進めていかなければならない課題であることの意識改革が必要
です。 
 



職員情報化アンケート 

 12

８ 【届出や申請の電子化の進展】 

８－１ 事務への影響度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８－２ 情報化の推進（電子化の進展と事務への影響） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員情報化アンケート（電子化の推進と事務への影響）

 全く影響はない, 2人, 【2%】

 あまり影響はない, 36人,
【37%】

 よくわからない, 7人, 【7%】

 未回答, 3人, 【3%】

 影響する, 38人, 【39%】

 すごく影響する, 11人,
【11%】

 すごく影響する

 影響する

 あまり影響はない

 全く影響はない

 よくわからない

 未回答

職員情報化アンケート（行政の情報化の推進）

 財政が苦しいので、する必
要はない, 3人, 【3%】

 住民ニーズとして要望がな
いので、すぐに電子化する
必要はない, 27人, 【28%】

 よくわからない, 15人,
【15%】

 未回答, 4人, 【4%】

 国県、他自治体がするの
で、仕方ない, 13人, 【13%】

 行政サービスとして推進す
べきだ, 35人, 【36%】

 行政サービスとして推進すべきだ
 国県、他自治体がするので、仕方ない
 住民ニーズとして要望がないので、すぐに電子化する必要はない
 財政が苦しいので、する必要はない
 よくわからない
 未回答

電子化が事務へ影響すると感じ、情報化や ICT がまちづくりを効果的・効率的に
進めるための必要な「道具」であり、この「道具」を使いこなしていかなければ変
化に対応できないという意識が浸透していることがうかがえるが、まちづくりに効
果的であり、事務の効率化になるとしても、住民ニーズや要望及び他自治体でやっ
ていないことや自らが説明責任を果たせないものについては、情報化を推進するす
べきでないと思考していることがうかがえます。 

「影響する」と「影響しない」とが同じ割合で回答しています。これは、届出や申
請及び行政文書の取扱いが紙文書から電子文書に全て変わることはないと思って
おり、全て電子化されれば影響があるが紙文書が少しでも残れば効果もなく影響は
ないと考えていて、どちらになるのか判断（想定）できない状態であることがうか
がえます。 
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９ 【今後必要な情報化施策について】（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０ 【庁内情報化を推進する上で必要なこと】（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51人

55人

38人

36人

21人

20人

41人

8人

2人

0人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

職員情報化アンケート（今後必要な情報化施策（複数回答：97人中））

 その他

 地上デジタル放送を活用した双方向サービスの提供

 図書カード、病院の診察券などを１枚のカード（住基
カード）で管理できる統合ICカードの導入

 ICチップ等を活用した高齢者などの安否確認システム
の導入

 インターネットを活用した相談業務

 不審者情報などの犯罪情報を緊急情報登録者へ携帯
メールを配信する

 お知らせや地域情報に関するメールマガジン配信

 電子申請や申請書・届出書のダウンロードサービス

 高齢者にも扱いやすい情報機器（システム）の提供

「電子申請や申請書・届出書のダウンロードサービス」、「高齢者にも扱いやすい
情報機器（システム）の提供」、「統合 IC カードの導入」など、住民の利便性の
向上、安心・安全な生活及び行政事務の効率化ができる情報化施策を望んでいるこ
とがうかがえます。 

12人

14人

14人

36人

34人

52人

27人

57人

76人

0人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

職員情報化アンケート（庁内の情報化で必要と思うこと（複数回答：97人中））

 使いやすい情報システムの整備

 職員の情報活用能力や知的生産性の向上

 庁内の情報基盤（ハード）の整備

 業務効率化に対する職員の意識

 IT専門知識をもった職員（ITリーダー）の育成

 情報セキュリティ対策の強化

 民間の専門ノウハウの活用（アウトソーシング）

 主管部門のリーダーシップ

 町長又はCIO（最高情報責任者）のリーダーシップ

使いやすく、職員の知的生産性が向上や業務の効率化を実現できるシステムの整備

を望んでいることがわかります。、ただし、それを進めていくにはマネジメントし

てくれるリーダーが必要であり、個人情報等に関してのセキュリティ対策も重要で

あると思考していることがわかります。 
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 Ⅴ 総括 

庁内情報化の推進については、平成 9 年に芦屋町電子計算組織運営委員会が

「芦屋町ＯＡ化推進の建議書」により、今後、住民福祉の向上のためには行政

が計画的にＯＡ化を進める必要があると具申し、「芦屋町ＯＡ化推進計画」に

基づき、平成 10 年度から平成 12 年度まで庁内ＬＡＮの部分的整備やグループ

ウェア試行などの庁内のＯＡ化を推進しました。 
さらに、平成 14 年 3 月には庁内の情報化だけではなく、地域の情報化も推

進していくために「芦屋町地域情報化基本計画」を策定し、地域イントラネッ

ト基盤整備事業などの各種の情報化事業を実施しました。 
 
平成 16 年度に実施した地域イントラネット基盤整備事業により、大容量の

データを高速でやり取りできる光ネットワーク網や多種多様な行政情報を共有

することができるグループウェアやファイルサーバ等のシステムが整備され、

平成 20 年度には庁舎改修に伴い庁舎ＬＡＮ高速化や冗長化が実施されました。  
また一人一台パソコンについても、指紋認証を導入しセキュリティを強化し

た上で再整備するなど、電子自治体を推進するためのインフラ整備が進められ

ました。 
以上のような情報インフラの充実が「庁内ネットワークの整備状況」や「パ

ソコンの整備状況」に関する質問に対して、ほとんどの職員が「整備されてい

る」と回答している要因になったと考えられます。 
また、ほとんどの職員が毎日、４時間以上パソコンを使用していることから、

国・県等からの電子化の要求や定員適正化や事務効率化などの行革を推進して

いくためにパソコンが欠かせない「ツール（道具）」になっていることがわか

ります。 
さらに、電子化が事務へ影響すると感じ、ICT（情報通信技術）と情報化の

に進展により整備された庁舎内外のネットワークやパソコンがまちづくりを効
果的・効率的に進めるための必要な「道具」であり、この「道具」を使いこな
していかなければ変化に対応できないという認識を持っているにもかかわらず、
電子自治体推進については「非常に関心がある」と回答している職員は 11％に
とどまっており、今後、変化する行政需要に迅速に対応するためは、電子自治
体を推進していくのは情報化担当部署だけではなくて、自らが進めていかなけ
ればならない課題であることの意識改革が必要です。「すべての職員が自らの
問題として取り組み、意欲を高め、主体的な創意工夫により、改革を進める」
という職員の意識改革が「情報化」の分野ではあまり浸透していないことがう
かがえます。 
 

それまで限られていた PC 端末でしかインターネットを利用できなかったも

のが、365 日 24 時間「いつでも」、事務室、会議室、公民館など「どこでも」、

また住民、職員や臨時職員の「だれでも」が「インターネットによる情報収集

がしやすくなったこと」や国や他の自治体からの情報をホームページやメール

などで収集し、「情報共有」することで業務の効率化に役立てている様子がう

かがえます。今後はハード（インフラ）からソフトへ情報化マネジメントを転

換し、体系的な整備･周知を行っていくとともに、事務処理の流れ自体を効率化

や業務標準化を推進し、第二次情報化計画に則した事務改善を行っていく予定

です。 
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Ⅵ．自由意見 
自由意見に関しては、その内容が様々であった。 
特に意見を集約して特定の方向性を見出す事はが難しいものの地域情報化に

向けて事業レベルでの具体的な意見も散見された事が注目される。 
職員間にもＩＴ技術の普及に伴う行政事務の対応に対して高い意識を持った

者が存在する事がわかる。 
また、情報共有のためのグループウェアの不具合を指摘する声もあり早急な

対応が望まれる。 
情報化推進に対して慎重な意見もあった。その内容としては、個人情報保護

などデータセキュリティーについて危惧するものであり、今後の情報化推進を

行う上で重要な視点、意見であると思われる。 
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記 述 式 意 見 編 
 

◆「問９」で「Office 製品習熟していないと思う・分からない」と答えられた
方の中で受講したい講座で「その他」と答えた方。 

・パソコン講習は、個人負担でするべきである。 
・パワーポイント 
・php、Java 等の講習。  ホームページ作成時に、もっと見やすくわかりや 

すくできそうなので。 
 
◆POWER EGG に使いにくい点の中で「その他」と答えた方。 
・メール等の不具合 
・画像を扱いたいが、容量が少ない。 
・会議室、公用車予約など使いにくい。 
・使いこなせばかなり役に立ちそうな感はあるが、あまり機能自体を知らない

人が多い気がする。  伝言メッセージ等、いい機能はそれなりにある。 
・システムが不安定。電子ベースの事務に移行するならシステムの安定性が担

保されないと、現状のように脆弱では困難。  システムにかける費用だけの
問題ではなく、POWEREGG 自体のシステムに問題があるような気もしてい
ます。 

・施設予約が使いにくい（公用車・会議室予約など） 
・使いにくいことはない 
・使いにくいというより使い慣れていないという感じです。遅ればせながら、

近、少しずつメールを使えるようになってきたという状況です。 
・今のところ、ほぼ使いやすいと思う。 
・図書館機能が使い難い。  （通達文書を検索しにくい） 
・サーバーメンテナンスが多い 
・他人のスケジュール予約をした場合、承認、否認についてのアンサーがメー

ルで来るので（２０人に予約した場合はメールも２０通届くので・・・）他
のメールが一覧から消えるので、どうにかしてほしい。 

・使い方がよく分からない 
・自分のＰＣが情報系ではないので、Web コアなどが使えない 
・web コアの使い勝手が非常に悪い  
・予約システムの使い勝手が非常に悪く実態に即してなく無駄 
・パッケージなので仕方ないのは理解するが、使用していない機能が多く無駄   
・メールの添付ファイルの容量制限（２M）をなんとか… 
・ 受信・送信メールの自動削除機能があれば 
 
◆今後必要だと思われる情報化施策の中で「その他」と答えた方。 
・パソコン機器やホームページでの操作などになじみのない人が少なくなるよ

う講座などを開催する。（デジタルディバイド解消が先ではないかと思いま
す。慣れないものにはニーズも生じないと思うので情報化に関係のある機器
になじんでもらうことが大事ではないでしょうか。） 

 
・いずれにしても、莫大な経費がかかり実現不可能なものが多いと思います。

実現するのであれば、広域的事業として実施するしかないと思いますがそれ
も難しいので。  ホームページ改修にともない、極力経費を抑えつつ住民に
新しく出来るサービスがあればそれを実施することもいいのかもしれません。
具体的でなくすみません。   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第2次情報化基本計画 
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【A】 
Administrator  

コンピュータやネットワークの管理者。管理下の
マシンやネットワークのシステムを管理する。絶
対的な権限を持つアカウントで、UNIX系OSの
rootにあたる。  

ADSL  
Asymmetric Digital Subscriber Line／従来の

メタルケーブルの電話回線を利用して、高速なデ
ータ転送を実現したデジタル技術の一つ。  

AES  
Advanced Encryption Standard／AESはDES

（DataEncryption Standard）に代わる次世代標
準暗号化方式であり、米国商務省標準技術局
（NIST：National Institute of Standards and 
Technology）によって、Rijndaelの採用が決定し
た。  

Anonymous FTP  
匿名ログインを許可するFTPサーバのこと。FTP

サーバは通常、ユーザ名とパスワードを入力して
ログインする必要があるが、Anonymous FTPは、
誰でもログインすることができる。Anonymous 
FTPに匿名ログインをする場合は、ユーザ名に 
Anonymous もしくは FTP を指定することが多
い。また、パスワードの入力は行うが、どのよう
な内容を指定してもよい。しかし、指定するパス
ワードは、アクセスした人のメールアドレスを入
力するのがマナー。  

Apache  
WWW（World Wide Web）サーバ用のソフトウ

ェア。オープンソースのソフトウェアで、UNIX
系OSやWindowsなど複数のOSで動作する。  

ARPAnet  
1960年代後半に、アメリカ国防総省が中心にな

って取り組んだ軍事目的の実験のために作られた
ネットワーク。ARPAnetが発展し、現在のインタ
ーネットとなった。  

ASP  
ア プ リ ケ ー シ ョ ン サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ

（Application Service Provider）の略称。インタ
ーネットを通じてアプリケーションサービスを提
供する事業者やサーバのこと。代表的なサービス
として組織内で利用されるグループウェアやWeb
メール等がある。  

ATM  
Automatic Teller Machine／銀行や郵便局等に

設置された、現金自動預け払い機のこと。 
  

【B】 
Bcc  

Blind Carbon Copy／電子メールで、他の受信者
に送信事実を知られないようにメールを送信する
こと。メールの受信者は、Bccでメールを受け取っ
た人物のメールアドレスを確認できない。  

bps  
bits per second/データ通信における情報の通信

速度の単位であり、1秒間に通信することのできる
ビット数。  

BS7799  
英国規格協会（British Standards Institution：

BSI）が発行している情報セキュリティマネジメン
トに関する基準と仕様を規定したドキュメント。
企業や組織の保有するすべての情報資産を正しく
運用管理し、十分なセキュリティを確保する事を
主な目的としている。  

BS 25999  

英国規格協会（BSI）が策定した、業務継続に関
する規格。実践規範となるPart.1と、仕様となる
Part.2から構成されている。  

BtoB  
Business to Business/電子商取引の中で企業間

取引の形態を指す。部品や原料などの調達や各種
サービスを提供するものも含める。  

BtoC  
Business to Consumer/電子商取引の中で企業と

一般消費者の取り引きの形態を指す。インターネ
ット上の仮想商店で一般向け消費者へ物品を販売
するオンラインショッピングがこれに当たる。  

Bugtraq  
SecurityFocusが運営する、セキュリティホール

やバグに関する情報がやり取りされる世界規模の
メーリングリスト。  
 

【C】 
CVCF  

Constant Voltage Constant-Frequency/商用電
源から自家発電機への切替え時の短時間のバック
アップを行い、自家発電機の不安定な電源を安定
化させて供給する装置。  

C言語 
1972年にアメリカAT&T社のベル研究所でD. M. 

RitchieとB.W.Kernighanによって開発されたプ
ログラミング言語。C言語の拡張版であるC++言語
とともに、現在もっとも普及しているプログラミ
ング言語といえる。OSとして有名なUNIXはC言
語で記述されている。  

CA  
Certificate Authority／認証局のこと。  

CATV  
Cable Television／もともとは、共同受信アンテ

ナ テ レ ビ ジ ョ ン (Community Antenna 
Television)の略。同軸ケーブルで接続した限定地
域に対して、多様なサービスを提供するテレビ放
送システム。このケーブルをテレビ放送だけでな
く、インターネット接続にも利用している事業者
も多い。  

Cc  
Carbon Copy／電子メールで、主な送信相手以外

に、同じ内容のメールを送信すること。メールの
受信者は、Cc でメールを受け取った人物のメール
アドレスを確認できる。  

CCTA  
Central Computer and Telecommunication 

Agency／英国中央コンピュータ・電気通信局のこ
と。2000年にOGCに統合された。  

CD-R  
Compact Disk Recordable／データの書き込み

ができるCDのことで、専用の書き込みソフトを使
ってデータを書き込む。  

CERT/CC  
Computer Emergency Response 

Team/Coordination Center／セキュリティ関連の
情報を収集し、脆弱性情報、レスポンス情報、ト
レーニング等を広く供給する米国の非営利団体。  

CIO  
Chief Information Officer／ 高情報統括責任

者のこと。企業や各種団体などの組織において、
情報システムや情報の流通を統括する担当役員で、
情報戦略のトップである。情報システムに関する
技術的な能力だけでなく、扱う情報に基にして経
営戦略に対しアドバイスを行う能力も必要である。  
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CISO  
Chief Information Security Officer／組織内で

の情報セキュリティに関して統括、執行する権限
を持つ責任者のこと。  

COBOL  
事務処理計算用言語と呼ばれるプログラミング

言語の一つ。英文に近い記述が可能で汎用性が高
い。企業の会計処理に使われる大型計算機のプロ
グラムなどに使用されている。  

Common Criteria  
Common Criteria とは、情報システムやそれを

構成するハードウエアやソフトウェアについて、
目標とするセキュリティ保証レベルを評価基準に
基づいて評価・認証し公開する国際規格の名称。
米・英・仏等欧米先進諸国において、国防上の観
点から実施されてきたものを、1998年10月に国際
共通化を図るため、Common Criteriaを策定。1999
年12月「ISO/IEC 15408 情報技術セキュリティ評
価基準」として国際規格化される。通称、CCと呼
ばれることもある。  

CVCF  
Constant Voltage ConstantFrequency/商用電

源から自家発電機への切替え時の短時間のバック
アップを行い、自家発電機の不安定な電源を安定
化させて供給する装置。  
 

【D】 
DB  

データベースの略。情報を集約・管理し、必要な
時に目的とする情報を引き出すことが出来るよう
にしたデータの集合のこと。データの検索、入力、
並べ替え、消去等の機能を持つ。  

DES  
Data Encryption Standard／1960年代後半、

IBM社によって開発され、アメリカ政府標準技術
局（現在の米国商務省標準技術局：NIST）で 制
定された秘密鍵暗号化アルゴリズムである。また、
暗号強度を高めるためにDESを3重に繰り返すト
リプルDES（Triple DES）がある。  

DHCP  
Dynamic Host Configuration Protocol/TCP/IP

を利用して通信する場合に、それぞれのコンピュ
ータにIPアドレスやデフォルト・ゲートウェイの
アドレスなどを自動で設定するためのプロトコル。  

DMZ  
DeMilitarized Zone／「非武装地帯」の 略で、

外部ネットワーク（インターネット）と内部ネッ
トワーク（組織内ネットワーク）から隔離された
ネットワークセグメント。DMZはファイアウォー
ルで設けられ、外部ネットワーク側の攻撃から 
WebやDNS、SMTPなどの公開サーバを防御する
ことが可能になる。  

DNS  
Domain Name System／TCP/IPネットワーク

上で、ホスト名から対応するIPアドレスを割り出
すサービスを提供するシステム。各DNSサーバは
管理するドメインのホスト名とIPアドレスの情報
をもっており、自身のDNSサーバで名前解決がで
きない場合は、別なDNSサーバに問い合わせを行
う。  

DoS 攻撃 
Denial of Service 攻撃／対象マシンやネットワ

ークの正常なサービス提供を不能にする攻撃。近
年は複数の攻撃元からDoS攻撃を実施するDDoS
（Distributed Denial of Service）攻撃の被害が多
く発生している。  

DRM  
Digital Rights Management／デジタルデータ

の著作権を保護する技術。デジタル化された音楽・ 
映像データの複製防止や、ソフトウエアの違法な
配布・交換等を制限する目的で利用されている。
DRM は 、 Rights Description と  Rights 
Enforcement の二つの技術から成り立っている。  

dsa  
Digital Signature Algorithm(デジタル署名アル

ゴリズム)/デジタル署名を行うために使用する暗
号化アルゴリズムの一つ。  

DSL  
Digital Subscriber Line／電話線を使って高速

デジタルデータ通信を行う技術の総称。xDSLと書
くこともある。音声信号の周波数帯以外の帯域を
使用するため、音声通話とデータ通信が同時に行
える。DSLには、データの送信と受信で通信速度
が異なるADSL（Asymmetric Digital Subscriber 
Line）や、送信と受信が同じ通信速度であるSDSL
（Symmetric DigitalSubscriber Line）等、様々
なものがある。  
 

【E】 
EAP  

Extensible Authentication Protocol ／ PPP
（Point-to-Point Protocol）における認証方式を拡
張したプロトコルで、無線LANや有線LANの接続
制限のために利用されている。RFC2284で規定さ
れ、IEEE802.1xで採用されている。  

ecdsa  
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm（楕

円DSAアルゴリズム）/デジタル署名を行うために
使用する暗号化のアルゴリズムの一つ。DSAに楕
円暗号化方式と呼ばれる暗号化方式を加え発展さ
せたもの。  

EDI  
Electronic Data Interchange（電子データ交換）

／異なる企業間で、商取引のためのデータを、通
信回線を介して、コンピュータ間で交換すること。  

e-Gov  
Electronic Government／政府の行政情報や、行

政手続きを総合的に案内するための電子政府の総
合窓口。  

e-Japan重点計画 
日本を2005年度までに世界 先端のIT国家にす

ることを目標として、2001年～2004年に進められ
た計画。その目的の一つとして、電子政府・電子
自治体の推進があった。  

e-Japan重点計画-2002  
2002年6月18日に策定された政府のIT 施策。諸

外国との比較やこれまでの成果を踏まえ、
「e-Japan重点計画」を 見直したもの。  

e-Japan重点計画-2003  
2003年8月8日に策定された政府のIT施策。これ

までの成果の評価や、2003年7月に策定された
「e-Japan戦略Ⅱ」の内容を踏まえ「e-Japan重点
計画-2002」を見直したもの。  

e-Japan重点計画-2004  
2004年6月5日に策定された政府のIT施策。

「e-Japan戦略」で掲げた「5年以内（2005年）に
世界 先端のIT 国家となる」との目標達成を確実
にするための施策（ラスト・プログラム）と 2006
年以降も 先端であり続けるための布石（プレ・
プログラム）を盛り込んでいる。  

e-Japan戦略 
すべての国民がITを積極的に活用し、その恩恵

を 大限に享受できる知識創発型社会を実現する
ために、2001年1月22  
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日にIT戦略本部によって決定された戦略。「５
年以内(2005 年)に世界 先端のIT国家となるこ
とを目指す」としており、この戦略をもとに各重
点計画が策定されている。  

e-Japan戦略Ⅱ  
2001年1月に策定された「e-Japan戦略」を 受け、

「e-Japan戦略」の目標を実現するとともに、新た
な戦略を加えることにより、日本が世界 先端の 
IT国家でありつづけることを目標とするものとし
て、2003年7月に策定された計画。  

e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ 
2003年7月に策定された「e-Japan戦略Ⅱ」を受

け「e-Japan戦略Ⅱ」を加速させるために政府とし
て取り組むべき重点施策を明らかにしたものとし
て、2004年2月に策定された計画。  

e-Learning  
パソコンやネットワークを利用して教育を行な

うこと。遠隔地にも教育を提供できる点や、コン
ピュータならではの教材が利用できる点などが特
徴である。Webブラウザを使用し、インターネッ
トを使用したものを特にWBT（Web Based 
Training）という。  

e-文書イニシアティブ 
法令により保存が義務付けられている文書・帳票

のうち、電子的な保存が認められていないものに
ついて、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・
可視性等を確保しつつ、民間企業等が電子保存を
行えるようにするための取組み。  

e-文書法 
正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律」とい
う。2004年11月に制定され、2005年4月に施行さ
れた。民間企業に対し、紙による保存が法律で義
務付けられている帳簿や財務諸表、取締役会の議
事録等について、一部の例外を除いて、電子デー
タによる保存を認めるもの。これにより文書の印
刷や保存にかかるコストが大幅に削減される等の
メリットがある。  

ElGamal  
1982 年にElGamal 氏が開発した離散対数問題

に基づいた公開鍵暗号方式である。近年、楕円曲
線暗号の基礎をなす暗号方式として再び注目され
ている。  

EU  
European Union／欧州連合。1993年11月に誕生

し、2009年現在は27ヶ国が加盟している。  
Eビジネス 

e-business/企業活動における情報や手段を電子
化して、経営効率を向上させること。 
  

【F】 
FDDI  

Fiber Distributed Data Interface/光ファイバを
使ったリング型LAN。100Mbit/sの高速LANで、
基幹LAN としてコンピュータ間接続や低速 
LAN 間の相互接続に用いられることが多い。  

FEAL  
Fast data Encipherment ALgorithm／日本電

信電話株式会社が開発した秘密鍵暗号方式のひと
つで、暗号化と復号に同じ鍵を用いる秘密鍵型の
暗号方式である。DESと比べて高速に暗号化およ
び復号できる利点がある。  

FTP  
File Transfer Protocol／TCP/IP ネットワーク

上のサーバとクライアント間でファイル転送を行
うためのプロトコル。  

FTTH  
Fiber To The Home/ファイバー・トゥー・ザ・

ホームの略称で、各家庭のアクセス回線が光ファ
イバーで接続されること  
 

【G】 
GPKI  

Government Public Key Infrastructure／政府
認証基盤のこと。政府の処分権者を認証するため
の、政府が運営する公開鍵基盤。 
 

【H】 
Hotfix  

Windowsシステムに対する修正プログラムの名
称。セキュリティパッチ。  

HTTP  
Hyper Text Transfer Protocol／Web ブラウザ

とWeb サーバ間において、HTMLファイルなどの
文書を送受信するために使われるプロトコル。 
  

【I】 
ICカード 

カードの記憶媒体にIC（集積回路）チップを組
み込んだカードのことで、従来の磁気ストライプ
型のカードに比べ、記録できる情報量が多くセキ
ュリティ面でも安全性が高いとされている。  

ICパスポート 
顔の骨格や指紋、瞳の虹彩、声紋、掌形、静脈な

ど、個人の身体的な特徴（＝バイオメトリクス情
報）を電子データ化し、そのデータを記録したIC
チップを組み込んだパスポートのこと。  

ICT  
Information and Communications Technology

／情報通信技術のこと。米国や韓国、日本ではこ
れまで「IT(Information Technology)」という言葉
がほぼ同義で使われてきたが、国連をはじめとす
る各種国際機関においては「ICT」が定着してきて
いる。多様なコミュニケーションが実現するユビ
キタス社会の到来をにらんで、総務省においても
2004年以降「ICT」という言葉が使われ始めた。  

ID  
コンピュータが利用者を判断する識別子のこと。  

IDEA  
International Data Encryption Algorithm／

1992 年、Xuejia Lai 氏とJames L Massey 氏に
よって開発された暗号化アルゴリズムで、商用利
用の際はライセンス料を払う必要がある。データ
を64ビットのブロックに区切って暗号化し、鍵の
長さは128ビット。  

IETF  
Internet Engineering Task Force／TCP/IP な

どのインターネットの標準を定める国際的な公開
された団体である。IETFが正式に発行する文書は
RFC（Requests For Comment）として知られる。  
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IIS  
Microsoft社のインターネットアプリケーション

サーバ用ソフトウエア。Web サービスやFTP サ
ービス、SMTP サービス等複数の機能を提供する
ことが可能である。「 Internet Information 
Services」はバージョン5での名称であるが、バー
ジョン4 では「Internet Information Server」で
ある。  

IPA  
Information technology Promotion Agency（情

報処理振興事業協会）／情報処理の振興を図るた
め、1970年10月に設立された政府関係機関(特別認
可法人)。プログラムの開発及び利用の促進、情報
処理サービス業等に対する助成、情報セキュリテ
ィ対策、人材育成等の事業を実施している。  

IPS  
Intrusion Prevention System／侵入防御システ

ム。ネットワークやシステムをリアルタイムで監
視して、不正侵入を検知すると同時に、通信を遮
断する等、自動的に防御動作を行うシステム。  

IPSec  
IP Security／IP（Internet Protocol）パケット

を暗号化することで暗号化通信を実現するプロト
コル。インターネットを利用したVPN（Virtual 
Private Network）で も一般的に用いられている。  

IPv4  
Internet Protocol version 4／インターネットで

標準のプロトコルであるIPの、現在主流となって
いる規格がIPv4である。IPv4のIPアドレスは32ビ
ットの長さを持ち、約43億通りのアドレスを表現
することができる。  

IPv6  
管理できるアドレス空間の増大、セキュリティ機

能が追加された次世代IP（インターネットプロト
コル）規格の名称。  

IPアドレス 
インターネットやLANなどのネットワークに接

続されたコンピュータに割り振られた識別番号。  
IPネットワーク 

IP(Internet Protocol)を使って通信を行うネッ
トワーク。  

IPパケット 
プロトコルにIP(Internet Protocol)を用いてい

るパケット。  
IPヘッダ 

インターネット上で通信を行う際に用いられる
IPパケットの先頭部分のことで、宛先アドレスや
送信元アドレスなどが入っている。郵便物を例に
すると、宛先や送付元の住所欄にあたる。  

IP電話 
電話通信に、電話線ではなくインターネット網を

使用する電話のこと。IPを利用して、音声信号を
送信するVoIP技術を使用する。  

iSCSI  
コンピュータと記憶装置の通信を、SCSIコマン

ドを用いてIPネットワーク経由で送受信するため
のプロトコル。SCSIはコンピュータをハードディ
スクに接続するための標準であるが、iSCSI はネ
ットワークを介してコンピュータをハードディス
クに接続するための標準である。これによって、
ネットワーク上に大容量ハードディスクを接続し、
複数のコンピュータから共用することが可能にな
る。  

ISDN回線 
Integrated Services Digital Network（統合デジ

タル通信網）/電話、ファクシミリ、データ通信、

ビデオテックス網等を統合化するデジタル通信網
の一般的な名称。音声を含めた通信データすべて
をデジタルで転送する電話回線のこと。  

ISMS  
Information Security Management System／

情報を適切に管理し、包括的に情報セキュリティ
を実施するための仕組みのこと。情報セキュリテ
ィポリシーに基づいた計画（Plan）・実行（Do）・
評価（Check）・改善（Act）のマネジメントサイ
クルを確立することによって、組織の情報セキュ
リティを確保し、維持していく仕組み。  

ISMS認証基準 
Information Security Management System 認

証基準／ISMS適合性評価制度において、第三者で
ある審査登録機関が本制度の認証を希望する事業
者の適合性を評価するための認証基準。  

ISO/IEC 15408  
この規格に基づいた情報セキュリティの評価・認

証は、「ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)」
により行われており、独立行政法人情報処理推進
機構(IPA)が同制度の認証機関となっている。  

ISO/IEC 17799  
英国の規格であるBS7799のPart1をベースとし

た、情報セキュリティマネジメントに関する国際
標準規格。情報セキュリティを機密性、完全性、
可用性の維持と定め、そのための管理策を多岐に
わたって提示している。また、電子化された情報
だけではなく、紙の情報や電話での会話、会議に
まで範囲を広げた、総合的な情報セキュリティマ
ネジメントの実践のための規範を規定している。
2000年に発行され、2005年に改訂されているほか、
2007年にはISMSに関する規格群に取り込まれる
形で、ISO/IEC 27002 として規格番号が変更され
る。2000年版のISO/IEC 17799を日本語に翻訳し
たものが JIS X 5080 として制定され、2005年の
改訂及び2007年の規格番号変更を受けて、JIS X 
5080 も JIS Q 27002 に改定された。  

ISO/IEC 27001  
英国基準である BS7799のPart2をベースとし

て2005年10月に発行された、情報セキュリティに
関するマネジメントシステムを評価する国際標準
規格。組織が情報セキュリティに関するマネジメ
ントシステムを確立し、運用・維持するための要
求事項がまとめられている。  

ISP  
Internet Services Provider（プロバイダ）／イ

ンターネット接続サービス提供事業者のこと。各
地にアクセスポイントを設けており、顧客である
個人ユーザや企業はそのアクセスポイントに対し
て電話回線やISDN回線、専用回線などを利用して
アクセスし、インターネット接続を行う。  

ISSEA  
The International Systems Security 

Engineering Association／安全なシステム開発に
関する理論と実践の確立を目指して、1999年に組
織された非営利団体。SSECMMの策定およびメン
テナンスを行っている。  

IT  
Information Technology／情報技術または情報

通信技術と呼ばれる、コンピュータやネットワー
クに関する技術のこと。  



用語集 

 5

IT革命 
コンピュータやインターネットを始めとする情

報通信技術（IT）の発展と普及に伴う、社会の急
速な変化のこと。「IT基本戦略」の中では、IT革
命を「18世紀に英国で始まった産業革命に匹敵す
る歴史的大転換」ととらえ、IT革命への取組みを
国家戦略として行っていくことの重要性が説かれ
ている。  

IT基本法 
正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会形成

基本法」という。2000年11月29日に成立し、翌2001
年1月6日より施行された。日本のIT戦略の「憲法」
にあたるような法律であり、IT戦略本部の設置や
e-Japan重点計画の作成は、同法に基づいて行われ
ている。  

ITサービスマネジメントフォーラムジャパン 
2003年、ITILの普及推進を目的に設立された団

体のこと。ITIL に関するカンファレンス、セミナ
ー、web サイトや会報を通じた情報提供等の活動
を行っている。  

IT政策パッケージ2005 
 「e-Japan戦略」の目標である「5年以内（2005
年）に世界 先端のIT国となる」ことを実現する
ためのラストスパートをかけ、2006年以降も世界

先端であり続けるための布石とする目的で、
2005年2月24日に策定された政策のこと。利用者
の視点に立ち、特に電子政府、医療、教育等の分
野で、国民がITの利便性を実感できるようにする
ための取組みが盛り込まれている。  

IT戦略本部 
正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部」という。2001年1月に、「IT基本法」
により内閣に設置された、日本のIT政策の舵取り
を担う組織。内閣総理大臣をトップとし、各大臣、
民間の有識者により構成される。  

ITバブル 
IT関連企業へ過剰な投資がされたり、IT関連企

業の株価が期待感から実体を伴わずに高騰したり
するなどのバブル現象のこと。日本において顕著
だったのは、1990年代後半で、インターネット関
連のベンチャー企業が続々と誕生したが、成功し
たものはごく一部であった。 

ITS  
Intelligent Transport Systems（高度道路交通シ

ステム）／ 先端の情報通信技術を用いて人と道
路と車両とを情報でネットワークすることにより、
交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
を目的に構築された新しい交通システム  

ITSEC  
Information Technology Security Evaluation 

Criteria／イギリス、ドイツ、フランス、オランダ
の4 カ国で、それぞれ独自にまとめられていたセ
キュリティの評価基準を、欧州の市場統合を控え
てEC委員会が、1991年に評価基準の統一を目的に
取りまとめた基準。  

ITUT  
国際電気通信連合の電気通信標準化部門のこと。

モデムやISDN、ADSLなどの標準化を行っている。  
ＩＴリテラシー 

コンピュータを使用したり、インターネットを利
用して情報を発信したり、集める能力。  

 
【J】 
JavaScript  

SunMicrosystems社とNetscapeCommunicatio 
ns社が開発したスクリプト言語。HTML文の中に

直接書き込むことができ、Webページに対話性や
動きをつけることができる。Java言語の文法を参
考に作られたが、互換性はない。  

JIPDEC  
財団法人日本情報処理開発協会のこと。中立的な公益

法人として、経済産業省などとの連係のもと、情報化

環境整備の促進、電子商取引の促進などを中心に活動。

セキュリティに関する各種認証制度の運用や、情報処

理技術者試験の実施などにも携わっている。  

JIS  
Japanese Industrial Standard／日本工業規格。

工業標準化法により主務大臣が定める、鉱工業品
の種類・形状・寸法・構造等に関する規格。日本
工業標準調査会が規格制定を行い，通産省が認定
する。認定した製品にはジスマークがつけられる。
工業に関係する様々な標準を出版している。全部
で19分野あり、この中で、情報処理関連は X とい
う記号を割り当てられ、分類されている。  

JIS Q 27002  
情報セキュリティに関する国際標準である 

ISO/IEC 17799（2005年版）を日本語に翻訳して、
日本工業規格として定めた規格。  

JIS X 5080  
情報セキュリティに関する国際標準である 

ISO/IEC 17799（2000年版）を日本語に翻訳して、
日本工業規格として定めた規格。なお、ベースと
なっているISO/IEC 17799が2005年に改訂され、
2007年にはISMSに関する規格群として ISO/IEC 
27002 への規格番号の変更が行われる。この動き
を受け、JIS X 5080 は廃止され、JIS Q 27002 が
制定された。  

JIS X 5070  
情報システムや製品の安全性に関する国際標準

であるISO/IEC 15408 を日本語に翻訳して、日本
工業規格として定めた規格。なお、ISO/IEC 15408 
とJIS X 5070 の内容は同一だが、JIS X 5070 で
は、ISO/IEC 15408 Part 1 を完全な日本語翻訳と
し、Part 2 及び Part 3 については、本体部分を
原文の英語のままとした要約形式として発行され
ている。 
  

【L】 
L2TP  

Layer 2 Tunneling Protocol／ダイヤルアップ通
信で用いられるPPP（Point to Point Protocol）通
信をトンネリングするためのデータリンク層のプ
ロトコル。Microsoft などが策定したPPTP（Point 
to Point Tunneling Protocol ）とCisco Systems
が策定したL2F（Layer 2 Forwarding）を統合し
たもの。  

LAN  
Local Area Network／組織内のコンピュータや

周辺機器など、比較的狭い範囲内で相互に接続す
るネットワーク。LANに対して、遠隔地に分散し
た LAN 同士を、インターネットなどを経由して
相互に接続するネットワークを WAN（Wide 
Area Network）と呼ぶ。  

LGPKI  
Local Government Public Key Infrastructure

／地方公共団体組織認証基盤のこと。地方公共団
体の処分権者を認証するための公開鍵基盤。論理
的に各地方公共団体に認証局が設置される。  



用語集 

 6

LGWAN  
Local Government Wide Area Network／全国

の地方公共団体を相互に接続する行政専用のネッ
トワーク。「総合行政ネットワーク」とも呼ばれ
る。 
  

【M】 
MAC アドレス 

Media Access Control アドレス／ネットワーク
機器毎に個別につけられている識別子のこと。
MAC アドレスを使って、ネットワーク上のコン
ピュータを特定する。  

MD4  
Message Digest 4/ハッシュ関数と呼ばれる一方

向性関数のアルゴリズムの一つ。MD4 の特徴とし
ては、32 ビット単位の処理に優れているといわれ
ている。  

MD5  
Message Digest 5/ハッシュ関数と呼ばれる一方

向性関数のアルゴリズムの一つで、MD4 を強力に
したものである。RSA 暗号の開発者の一人、
Ronald Rivest 氏 等 に よ り 、 開 発 さ れ 、
RFC(Request For Comment) 1321 と し て 
IETF(Internet Engineering Task Force)で標準化
された。  

MIME  
Multipurpose Internet Mail Extension／電子

メールで言語や画像、音声、動画などのマルチメ
ディアを扱うための拡張規格。  

Mini PCI カード 
PCI の拡張規格の一つで、ノート PC 等の小型

機器に、PCIによる拡張を可能にするため規格。  
MISTY  

三菱電機が開発した共通鍵方式のブロック暗号
アルゴリズムで、鍵の長さは128ビットを持ち、64
ビットのブロック暗号である。  

MO  
Magneto Optical disk／磁気記憶方式に光学技

術を併用した書換え可能な記憶装置のこと。MO 
ディスク1 枚でフロッピーディスクを数百枚以上
記録することができる。  

MP3  
MPEG1 Audio Layer 3／高圧縮率で高品質なサ

ウンドデータ圧縮技術、もしくはそれを使って圧
縮されたサウンドデータのこと。  

MULTI2  
日立製作所の開発した共通鍵方式のブロック暗

号アルゴリズムで、日本のデジタル放送の暗号化
の標準として使われている。 
  

【N】 
NAT  

Network Address Translator／プライベートア
ドレスとグローバルアドレスを相互に変換する仕
組みのこと。NATを利用することで、プライベー
トアドレスを割り当てているコンピュータから、
インターネットへのアクセスを可能にする。  

NFPA 1600  
米国規格協会（ANSI）及び米国防火協会（NFPA）

が策定した、業務継続に関する規格。 
  

【O】  
OCSP レスポンダ 

Online Certificate Status Protocol Responder
／OCSPとは、証明書の状態をオンラインで確認す

るために規定されたプロトコル。クライアントの
証明書の失効情報の問合せに対し、OCSPレスポン
ダは、証明書の状態を、有効、失効、未定のいず
れかの応答で返す。  

OECD  
経済開発協力機構のこと。2008 年現在30 カ国

が加盟。先進国間の自由な意見交換・情報交換を
通じて、経済成長、貿易自由化、途上国支援に貢
献することを目的に、経済・社会・環境における
あらゆる分野の様々な問題を取り上げ、研究・ 分
析し、政策提言を行っている国際機関。  

OGC  
Office of Government Commerce／英国商務局

のこと。  
OS  

Operating System／コンピュータにおいて、キ
ーボード入力や画面出力といった入出力機能やデ
ィスクやメモリの管理等、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。人間とハー
ドウエアとソフトウエアの間を取り持つ役割をす
る。 
  

【P】 
PBX  

Private Branch eXchange／私設の電話交換機。
公衆回線との接続や内線同士の電話接続を行なう。  

PCI カード 
Peripheral Component Interconnect Card／PC 

等に拡張機器を接続するためのハードウエアの規
格であるPCIに準拠したカード型の機器。PCの内
部に取り付けて使用する。  

PC カード 
米国の業界団体 PCMCIA がJEIDA と1995 

年に策定した「PC Card Standard」に準拠した機
器。PCMCIAカードとも呼ばれる。クレジットカ
ード程のサイズで、主にノート PC 等に使用する。  

PDA  
Personal Digital Assistants/電子手帳に通信機

能を付加し、高性能化させた携帯型情報通信機器
のこと。スケジュール管理、手書きメモ、各種デ
ータの検索などに利用される。  

PDCA サイクル 
Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・

Act（改善）の流れで、情報セキュリティ対策を継
続的に改善していくことを示した概念。セキュリ
ティ対策の計画の立案と実行、その後の評価と改
善策の立案を行い、また新たに計画を立案してい
くという流れを踏むことで、情報セキュリティマ
ネジメントシステムが完成に向かう。  

PGP  
Pretty Good Privacy／Philip Zimmermann 氏

によって開発された暗号化ソフトウエアとその規
格。公開鍵と秘密鍵と呼ばれる2つの鍵を用いて暗
号化と復号を行なう公開鍵暗号方式で、電子メー
ルやファイルの暗号化に広く利用されている。  

PKI  
Public Key Infrastructure／公開鍵暗号技術と

電子署名を利用し、認証局、電子証明書による安
全な通信を提供する環境のこと。盗聴、改ざん、
なりすまし等を防止できる。
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POP3  
Post Office Protocol version 3／電子メールを保

存しているサーバからメールを受信するためのプ
ロトコル。ユーザがメール送信ソフトウエアでメ
ールを受信する際に利用される。  

PPI  
Public Works Procurement Information 

Service（入札情報サービス）／国民や入札者がイ
ンターネット上で発注予定情報、発注情報、入札
結果を、１ホームページにより一元的に入手、検
索できるサービスのこと。2001年4月2日より国土
交通省管轄事業において運用されている。  

PPTP  
Point to Point Tunneling Protocol／Microsoft 

社によって提案された暗号通信のためのプロトコ
ル。PPP（Point to Point Protocol）を拡張したも
ので、一般にVPN を実現するために利用されてい
る。  
 

【R】 
RADIUS サーバ 

Remote Authentication DialIn User Service／
ダイアルアップやVPN、無線LAN 等、様々なネ
ットワークサービスにおいて認証を行うためのサ
ーバ。  

RAID  
Redundant Array of Independent Disks また

は Redundant Array of Inexpensive Disks／複
数のハードディスクを組み合わせ、1 台のハード
ディスクのように使用することによって、処理速
度や信頼性を高める構築技術。  

RAS サーバ 
RAS(Remote Access Service)を利用する際に用

いられるサーバのこと。RAS とは、電話回線や
ISDN などを通して、リモートのコンピュータに
ダイアルアップ接続して、そのリソースを利用す
ることである。  

RFC  
Request For Comments／インターネットに関

する技術情報や仕様、運用規則などを定める文書
で、IETF（Internet Engineering Task Force）に
よって管理されている。  

Rights Description  
DRMを構成する技術の一つ。保護対象のデータ

に対して、どのような操作を行うことができるの
かを設定するための技術。  

Rights Enforcement  
DRMを構成する技術の一つ。Rights Description

で設定した内容を、ユーザに遵守させるための技
術。  

Rijndael  
Joan Daemen 氏とVincent Rijmen 氏によって

開発された秘密鍵暗号化アルゴリズム。ブロック
暗号化システムのひとつで、データ長は128／192
／256bit、鍵の長さは128／192／256bitがサポー
トされている（より長いデータ／鍵長にも拡張可
能）。  

root  
UNIX 系OS のシステム管理用アカウント。絶

対的な権限を持つアカウントで、Windows の
Administrator にあたる。  

RSA  
Rivest Shamir Adleman／Ronald Rivest氏、A 

di Shamir氏、Leonard Adleman 氏によって開発
された公開鍵暗号方式のひとつで、公開鍵暗号の
標準として広く利用されている。この暗号に関す

る特許は RSA Data Security 社が保有していた
が、2000年9月に期限切れし、現在はパブリックド
メインとなった。  

【S】 
S/MIME  

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
／RSA Data Security 社によって提案された電子
メ ー ル の 暗 号 化 に 関 す る 規 約 で 、 MIME
（MultiPurpose Internet Mail Extensions）の拡
張規格である。  

SaaS  
Software as a Serviceの略称。サーズもしくはサ

ースと呼ぶ。ソフトウェアをパッケージではなく、
インターネットを通じたサービスとして提供する
形態のこと。  

SAN  
Storage Area Network／外部記憶装置間および

記憶装置とコンピュータの間を結ぶ高速なネット
ワーク。制御プロトコルには SCSI が用いられる。
大量、かつ、分散したデータを一元管理し、サー
バの処理能力を向上させるためのソリューション
の一つ。  

Service Pack  
Microsoft 社からリリースされるアップデート

ファイル群の名称。バグフィックスや新規機能追
加や機能修正等のプログラムを含んでおり、
Windows OS やInternet Explorer 等製品ごとに
提供されている。  

SHA1  
Secure Hash Algorithm 1/ハッシュ関数と呼ば

れる一方向性関数のアルゴリズムの一つで、1995 
年に米国標準技術局(NIST：National Institute of 
Standards and Technology)により、アメリカ政府
の標準ハッシュ関数として採用された。  

SLA  
Service Level Agreement／サービスを提供する

事業者と利用者の間で取り決められたサービスの
内容と品質に関する合意のこと。  

SMTP  
Simple Mail Transfer Protocol／電子メールを

送信するためのプロトコル。メーラからメールサ
ーバへメールを送信する場合やメールサーバ間で
のメール転送などに利用される。  

SOHO  
Small Office Home Office/小規模の事務所、また

は個人の自宅で事業を行なう、いわゆる個人事業
者を指す。また、それらにコンピュータネットワ
ークを導入している事を意味する場合もある。  

SQL  
Structured Query Language/リレーショナルデ

ータベースの定義や操作を行うために利用される
データベース言語。ISOやJISで標準化されており、
どのデータベース製品でも、ほぼ同様の方法でア
クセスができる。  

SQLインジェクション 
SQL Injection/Webアプリケーションの脆弱性

を悪用する攻撃手法の一つ。多くのWebアプリケ
ーションは、Webサーバの背後にあるデータベー
スと連携している。Webアプリケーションは、背
後のデータベースを利用する際に、SQLを使って
アクセスするが、Webアプリケーションのバグを
巧みに悪用し、Webアプリケーションに意図しな
いSQLを発行させて、背後のデータベースを不正
に操作する攻撃である。  

SSECMM  
Systems Security Engineering Capability 
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Maturity Model／セキュリティエンジニアリング
に関する組織能力成熟度モデルと呼ばれている。
組織のセキュリティに関するシステムの開発・運
用プロセスの（遂行）能力を、診断・評価する基
準であ る。1999 年に設立された国際的な非営利
組 織 で あ る  ISSEA(International Systems 
Security Engineering Association)によってメン
テナンスされており、2002年10月に ISO/IEC 
21827 として国際標準化された。  

SSH  
Secure SHell／コンピュータを遠隔地から操作

するためのサービスの一つ。通信が暗号化されて
おり、パスワード認証だけでなく、公開鍵認証も
利用できる等、セキュアなリモート接続が行える。  

SSID  
Service Set IDentifier／無線LAN において特

定のネットワークを識別するためのもの。アクセ
スポイントとクライアントで同じSSID が登録さ
れていないと通信できない。  

SSL  
Secure Sockets Layer／Netscape 社によって

開発されたWeb ブラウザとWeb サーバ間で安全
な通信を実現するためのセキュリティ機能。プロ
トコル層で暗号化を実現しているため、HTTPだけ
でなくTELNETやFTPなどにも利用可能である。  

syslog  
UNIX 系OS において、システムログメッセー

ジの生成を行うもの。カーネルやプログラムが出
力するメッセージを記録する。  
 

【T】 
TCP  

Transmission Control Protocol／インターネッ
トで利用される標準プロトコルで、OSI 参照モデ
ルのトランスポート層に相当するプロトコルであ
る。2 つのノード上のアプリケーション間で、信
頼性のあるセッション指向の通信を行うことがで
きる。  

TCSEC  
Trusted Computers Systems Evaluation 

Criteria／1980 年代に米国国防総省が策定した
軍用のコンピュータシステムの調達規格。通称オ
レンジブックとも呼ばれている。  

Telnet  
コンピュータを遠隔地から操作するためのサー

ビスの一つ。通信が暗号化されないため、盗聴に
弱い。  

TKIP  
Temporal Key Integrity Protocol／暗号化方式

の一種で、WPA の暗号化方式として採用されて
いる。PSK と呼ばれる「事前共有鍵」を元に暗号
化キーを一定のデータ量または時間毎に生成し、
暗号化を行う。  
 

【U】 
u-Japan政策 

ICT を活用したユビキタスネット社会の実現を
目指して、総務省が2004 年12 月にまとめた政策。
「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談
会」によりまとめられた。2010年までに日本をユ
ビキタスネット社会とすることを目標としている。  

UKAS  
United Kingdom Accreditation Service／英国

の適合性認定機関のこと。英国の政府が認めた唯
一の認定機関で、いくつもの分野にわたって認定
業務を行っている。  

UPS  
Uninterruptible Power Supply／日本語では、

無停電電源装置と呼ばれる。停電や瞬断等の電源
障害が発生した際に、コンピュータへ電力を供給
する装置のこと。  

URL  
URL(Uniform Resource Locator)は、インターネ

ット上に存在する様々な情報（画像、文書等）の
場所を示すために用いられる記述方式。Web ペー
ジの閲覧時等に用いる通信方法や、接続したい
Web サーバの名前、ディレクトリ名、ファイル名
等を含む。  

USB キー 
USB経由でPCに接続する機器で、内部に認証や

暗号化に利用する鍵を含む。これを PC に接続し
ていないと、ログインができない、フ ァイルを復
号して参照できない等の設定が可能で、PC の安
全性確保に利用されている。  

USB メモリ 
USBコネクタに接続して使用する、持ち歩き可

能なフラッシュメモリのこと。書換え可能で、電
源を切っても保存したデータが消えない。容量は
32MB～2GB程度で、フロッピーディスクに代わる
手軽なメディアとして使用されている。 
  

【V】 
VIP アドレス 

Virtual Internet Protocol Address／仮想IP ア
ドレスのことで、NAT 機能を持つ負荷分散装置な
どに割り当てられる。この負荷分散装置は、内部
ネットワークに控えているサーバ群を代表してユ
ーザからのリクエストを受け付けるため、ユーザ
側からはVIP アドレスとの通信のやり取りしか見
ることができない。逆に、各サーバは自身の実ア
ドレスとユーザが直接やりとりしているように見
える。  

VoIP  
Voice over IP/IPネットワーク上で音声通話を実

現する技術のこと。  
VPN  

Virtual Private Network／インターネットや公
衆回線による通信をあたかも専用線のように接続
し、安全な通信を可能にするセキュリティ技術。
「仮想専用線」と 呼ばれ、技術的にはIPSec（IP 
Security）や PPTP（ Point to Point Tunneling 
Protocol）、L2TP（Layer 2 Tunneling Protocol）
等を利用して暗号通信を実現する。 
  

【W】  
WAN  

Wide Area Network（広域通信網）/電話回線や
専用線を使って、遠隔地に分散したコンピュータ
同士を接続するネットワーク。  

WBT  
Web Based Training／e-ラーニングと呼ばれる

コンピュータを利用した教育のうち、特にWebブ
ラウザを利用した教育のこと。  

WBT教育 
WBT に同じ。  

Web 2.0  
従来(Web1.0)とは異なる新しいWebの利用形態、

技術やサービスの開発スタイルの総称。確立した
定義は存在しないが、双方向の情報提供、ユーザ
参加型のサービス、ユーザによるコンテンツの構
築等の特徴があげられる。  
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Web サービス技術 
インターネット技術を用い、ネットワーク上に存

在するサーバー内のアプリケーションを呼び出し

て活用したり、アプリケーションを相互に連携さ

せ統合的に運用したりするための技術。  

Web ブラウザ 
Webページを閲覧するためのソフトウェアのこ

と。 Microsoft Internet Explorer や Netscape 
Navigator が有名。  

WEP  
Wired Equivalent Privacy／無線LAN の標準

規格群に含まれる、標準の暗号化方式のこと。無

線通信は盗聴が容易であるため、通信を暗号化し

て内容を知られないようにすることで、有線通信

と同様の安全性を持たせようとしている。  

WiFi Alliance  
電気・電子分野における世界 大の学会である

IEEEによって、標準化された無線LAN の標準規

格群を推進し、相互運用性を保証するための業界

団体のこと。  

WPA  
WiFi Protected Access／2002年10月に無線

LANの業界団体WiFi Alliance が発表した、無線

LAN の暗号化方式の規格のこと。WEP の仕組み

上の問題を改善し、セキュリティ機能を向上させ

たもの。  

WWW  
World Wide Web／ハイパーテキストの概念を

取り入れた情報検索サービス。世界中にあるWeb 
サーバで公開されたWebページを、Web ブラウザ

で表示することで、さまざまな情報を手軽に入手

することができる。 

  

【X】 
X.509  

国際電気通信連合電気通信標準化部門が定めた

電子鍵証明書の標準仕様。PKI 等で利用されてお

り、拡張領域が設けられたX.509v3 が現在広く利

用されている。  

XML  
eXtensible Markup Language／自己拡張が可

能なマークアップ言語のひとつ。文書構造を決定

するための規則を文書の作成者が自由に決定でき

るため、特定の構造にとらわれない自由度の高い

文書を作成できる。インターネットの普及に伴い、

電子商取引でやり取りする標準文書仕様として注

目されている。  

 

【Y】 
Y2K 問題 

年号を下2桁で扱っているコンピュータシステム

が西暦2000年以降の日付けを正しく処理できなく

なるという問題。 

  

【あ】 
アウトソーシング  

自組織で行う業務を外部の業者に委託すること。

情報技術の分野では、ASP による業務アプリケー

ションの利用や、データセンターによるサーバの

運用管理などが対象となる。経費の節減を目的と

して行われることも多い。  

アウトソース  
情報システムの開発・運用管理など社内の業務を

外部の業者に委託すること。  

アカウント 
コンピュータやネットワーク上の資源を利用す

るための権利のこと。または、利用する際に必要

なユーザのID のこと。  

アーカイブ化 
歴史的・文化的資産や自然環境などを始め、様々

な分野の情報をデジタル映像やデジタル文書とし

て保存・蓄積し、ネットワークを介した国内外へ

の配信や、恒久的な利用を可能にすること。なお、

一般的には複数のファイルを一つにまとめること

をいい、関連するファイルをひとまとめにするこ

とで、ネットワークを利用した送受信の手間を簡

略化することなどが可能となる。ファイルをまと

める際には、圧縮するのが一般的になっている。  

アクセシビリティ 
情報処理機器や情報処理サービスが、多くの人に

容易に利用可能かどうかを表す言葉で、特に、高

齢者や障害者にとっても利用しやすいかという観

点で語られることが多い。アクセシビリティ確保

のためには、例えば、音声読上げソフトに対応し

たWebページ作りや、マウスのみならずキーボー

ドだけですべての操作を行えるようにソフトウェ

アを設計する等の工夫が必要である。  

アクセス権  
ネットワーク上のデータに対して、読み取りや書

き込みなどの操作を行うことができる権利。セキ

ュリティ上の理由から、ユーザやグループによっ

てアクセス権に制限を設けることが必要。  

アクセス制御 
何らかの識別情報に基づいて、情報資産に対する

アクセス権限がある者とない者を明確に区別し、

権限のある者にのみアクセスを許可するしくみ。

入退室管理などの物理環境における制限から、シ

ステムの設定などによるシステム資源の利用制限

までさまざまなものがある。  

アクセス制御リスト  
Access Control List／アクセス制御を行う時に、

どういったアクセスを許可し、どういったアクセ

スを拒否するのかを定義したもの。Access Control 
Listを略してACLとも呼ばれることもある。  

アクセスポイント 
Access Point／ダイアルアップ接続を行う際の、

接続先となるサーバのある場所や電話番号のこと。

無線 LAN において、端末間を接続する電波の中

継基地局となる装置のこともアクセスポイントと

呼ぶ。  

アジアITイニシアティブ 
「アジアブロードバンド計画」以外の施策を含め

た包括的で、政策的に整合の取れたITに関する二

国間・多国間の協力関係を、アジア諸国との間で

構築していく計画。アジアを世界の情報通信の拠

点とし、ITを通じてアジアの持続的な経済成長に

貢献するとの目的が提示され、ベトナム、フィリ

ピン、インドネシアと合意に達している。  
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アジア・ブロードバンド計画 

「e-Japan重点計画2002」及び、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針2002」に基づき、ア

ジアにおけるブロードバンド環境の整備に向けた

行動計画として、2003年3月に総務省及び関係府省

が定めたもの。アジア地域内の情報流通量を増加

させ、アジア全体を世界の情報拠点とすることや、

「アジア全域で、2010 年までにブロードバンド通

信の利用が可能になる」こと等を目標としている。  

アドレス空間 

IP アドレス（ネットワークにおける通信相手の

存在場所を識別するために使用する）が存在する

論理的な空間。  

アプリケーション 

文書の作成、数値計算等、ある特定の目的のため

に設計されたソフトウエアの総称。  

アプリケーション基盤 

総合行政ネットワーク（LGWAN）において、各

アプリケーションに共通の機能を切り出し、基盤

として整備されたもの。具体的には、認証基盤、

ディレクトリ基盤、公証基盤、XML電文交換基盤

等が存在する。  

アプリケーション層 

OSI 参照モデルの第7層で、メールソフトやブラ

ウザなどにおいて、ネットワーク上のデータのや

り取りを行うプログラムとユーザによる入出力を

制御するプログラムとの間の通信にあたる。  

アプリケーションレベルゲートウェイ 

Application Level Gateway／OSI階層モデルで

いうと、トランスポート層、セッション層やプレ

ゼンテーション層、アプリケーション層レベルで

サービスを中継するゲートウェイ。Proxyサーバと

呼ばれることもある。IPパケットをそのままの形

で扱わず、トランスポート層より上位層でより多

くの情報に基づいて中継するため、きめの細かい

アクセス制御を行うことができる。  

アラート 

Alert／ユーザに注意や警告を促すメッセージ。

IDS（Intruder Detection System）では不正アク

セスを検出した際に、管理コンソールやメールを

利用して警告メッセージを表示することができる。  

アルゴリズム 

コンピュータを使ってある特定の目的を達成す

るための処理手順。アルゴリズムをプログラミン

グ言語を用いて具体的に記述したものをプログラ

ムという。  

アンインストール  

Uninstall／インストールの逆の作業、すなわち、

コンピュータにインストールされたソフトウエア

を削除し、コンピュータをインストール前の状態

に戻すこと。  

暗号アルゴリズム 

"平文から暗号文へ暗号化したり、逆に復号する

ための計算法のこと。DES、AES、RSA等多くの

アルゴリズムが存在する。 "  
暗号化 

ネットワークを通じて文書などのデータをやり取りす

る際に、通信途中で第三者に盗聴されたり改ざんされ

たりすることを防ぐため、決まった規則に従ってデー

タを変換し、データを第三者に読めなくすること。代

表的な暗号化方式には、共通鍵暗号方式や公開鍵暗号

方式などがある。  

 

【い】 
イーサネット  

Ethernet/バス型 LAN。一つの伝送路をすべての

利用者が共有する方式。使用する媒体にツイストペ

アケーブルを用いた10BASE-T、同軸ケーブルを用

いた10BASE5、10BASE2がある。  

イノベーション 

これまでのモノ、仕組み等に対して、全く新しい

技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、

社会的に大きな変化を起こすこと。  

イベントログ 

Event Log／Windows OS が記録するイベント

のログ。Windows 2000 OS のイベントログには、

「アプリケーションログ」、「システムログ」そし

て「セキュリティログ」の３種類がある。  

印鑑登録証明書 

印鑑の印影が、市区町村に届けてある実印の印影

と同じであることを証明する書類のこと。  

インストール 

コンピュータに、アプリケーション等のソフトウ

エアを導入する作業のこと。セットアップとも呼ば

れる。  

インターネット・パイラシー 

P2P ファイル共有ソフトを利用しての違法コピ

ー、インターネットへのソフトウェアのアップロー

ド、ネット・オークションを利用して海賊版ソフト

ウエアを郵送する行為等の、インターネット経由の

違法コピーの形態。  

インターネットワーキング 

Internetworking／複数の小規模なネットワーク

を相互接続することで、より大規模なネットワーク

を実現すること。インターネットワーキングを進め

ていった結果、世界規模のネットワークになったの

が、いわゆるインターネット(The Internet)である。  

イントラネット 

インターネットで利用されている技術を用いて構

築された、組織内のネットワーク。単に、組織内ネ

ットワークを指すことも多い。 

  

【う】 
ウイルス駆除ツール 

コンピュータウイルスに感染したファイルから感

染部分を駆除、または完全に駆除できない場合はそ

のファイルを削除する  
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などして、コンピュータウイルスをコンピュータ

から駆除するアプリケーション。ワクチンソフトと

も呼ばれる。  

ウイルス対策ソフト 

コンピュータウイルスに感染したファイルやワー

ムやトロイの木馬などの悪質なプログラムを検出し、

それらを駆除、あるいは削除するアプリケーション

ソフト。ワクチンソフト、ウイルスチェッカーなど

とも呼ばれる。PCのハードディスクをスキャンして

ウイルスを検出するものや、サーバ上で通過するデ

ータを監視してウイルスを検出するものなどがある。  

ウイルス定義ファイル 
コンピュータウイルスに感染したファイルやワー

ムやトロイの木馬などの悪質なプログラムの特徴を

収録したファイル。パターンファイルとも呼ばれる。

ウイルス対策ソフトはこれらを元にウイルスに感染

したファイルや悪質なプログラムを検出する。各ウ

イルス対策ソフトベンダは新しいウイルスが出現す

る度にインターネットなどを通じて自社ソフト向け

のウイルス定義ファイルを更新・配布している。 

  

【え】 
エキスプロイトツール 

Exploit Tool／あるセキュリティホールを利用し

て、不当に権限を取得したり、行為を実行するため

のツール。  

エスクローサービス 

第三者預託サービスのこと。商品を購入する側と、

販売する側の取引を仲介する物流サービスで、商取

引成立後のトラブルを防止する。購入者側がエスク

ローサービスの提供企業に支払い代金を預け、適切

に商品が受け渡された場合にのみ、エスクローサー

ビス提供企業から代金が支払われる、あるいは、販

売者側がエスクローサービスの提供企業に商品を預

け、適切に支払いを確認した場合にのみ、エスクロ

ーサービス提供企業から商品が相手側に渡る等のサ

ービスがある。 

  

【か】 
改正下請代金支払遅延等防止法 

下請取引における発注者の不公正な取引の規制と

受注者の利益の保護を図るための法律。  

カードAP  
カードに搭載されるAP（アプリケーション）のこ

と。住基カードには、サービス毎の形態にあわせた

様々なカード AP が搭載される。  

拡張子 

ファイル名のうち、「.」で区切られた後ろの部分。

ファイル形式ごとに共通のものが利用される。

Windows では、テキスト形式のファイルには「txt」、
実行形式のファイルには「exe」、Word形式のファ

イルには「doc」等がある。  

稼働状況監視 

システムが停止したり、処理効率が低下すること

なく、正常に本来の機能を果たしているかどうかを

監視しておくこと。  

可用性 

Availability／情報システムに格納されている情

報を利用したい時にいつでも利用できる状態にして

おくこと。  

完全性 

Integrity／情報システムで取り扱うあるデータ

が作成されてから削除されるまでの間に、欠落や重

複、改ざん等のトラブルが発生することなく正しく

処理されるようにしておくこと。 

  

【き】 
キオスク端末 

市区町村の庁舎内や公共施設等に設置される、各

種行政サービスを受けるための情報端末。  

ギガビットネットワーク 

Giga Bit Network／伝送速度が1 ギガビット/秒
というネットワーク環境のことを指す。  

技術的セキュリティ 

不正アクセスやコンピュータウイルス等から情報

資産を保護するため、ファイアウォールの設置やウ

イルス対策ソフトの導入等の、技術的な対策を実施

すること。  

基本プロトコル群 

総合行政ネットワーク（LGWAN）で提供されて

いる基本プロトコルサービス。具体的には、DNS、
HTTP(S)、SMTP、NTPサービス等が存在する。  

機密性 

Confidentiality／ある情報資産の利用ができる者

と、利用できない者を明確に区別し、利用できる者

が許された範囲内においてのみ情報資産の読み込み、

書き込み、実行等の処理ができるようにしておくこ

と。  

行政手続オンライン化関連三法 

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律（行政手続オンライン化法）」、「行政手

続等における情報通信の施術の利用に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（ 整備

法）」、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務

に関する法律（ 公的個人認証法）」を 指して、行

政手続オンライン化関連三法と呼ぶ。これらの法律

により、申請・届出、歳出入の手続き、納税等の手

続きを電子化するための一定の基盤が整った。  

共通鍵暗号方式 

Common Key Encryptosystem／共通鍵暗号方式

はデータの暗号化と復号で同じ鍵を使う暗号方式で、

公開鍵暗号に比べて処理速度が速い等の利点がある

が、相手先ごとに固有の鍵を作成したり、安全な方

法で鍵を交換する必要がある。  

業務継続 

災害や事故等が発生した場合においても、重要業

務をなるべく中断させず、中断したとしても可能な

限り早急に復旧すること。業務（事業）継続に関す

る規範である「BS 25999」では、あらかじめ定めた

受容可能なレベルで事業運営を継続するために、イ

ンシデント及び事業中断（混乱）に対して計画を立

案し対応する、組織の戦略的及び戦術的な能力と定

義されている。  
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業務継続計画 

業務継続を実現するためのあらゆる計画（体制の

整備、行動基準・手順等）。業務（事業）継続に関

する規範である「BS 25999」では、組織が、あらか

じめ定めた受容可能なレベルでその重要な活動を実

施し続けることを可能にするため、何らかのインシ

デント発生時に備えて、開発され、まとめられ、維

持されている文書化された一連の手順及び情報の集

合体と定義されている。  

業務継続マネジメント 

業務継続計画を常に有効かつ適切なものとするた

めに、PDCAサイクルに基づいた計画の見直し・改

善、訓練・教育等を行い、組織として業務継続計画

をマネジメントする活動。業務（事業）継続に関す

る規範である「BS 25999」では、組織への潜在的脅

威や、そうした脅威が現実となった場合に引き起こ

される可能性のある事業運営上の影響を特定する包

括的なマネジメントプロセスと定義されている。  

共有フォルダ 

コンピュータ間でネットワークを利用したファイ

ル交換を行うために、他のコンピュータからのアク

セスを許可しているフォルダ。  

 

【く】 
クライアント 

Client／サーバで提供されているサービスを利用

するためのプログラムもしくはハードウエアのこと。  

クライアントサーバ型 

システムを単一のソフトウエアで実現するのでは

なく、処理の中核を実現する「サーバ」と、そのサ

ーバが提供するサービスを利用する「クライアント」

に 分けて実現するタイプのもの。通常、サーバとク

ライアントは「１対多」で通信が行われる。  

クライアントソフト 

サーバで提供されているサービスを利用するため

のプログラムもしくはハードウエアのこと。  

クラスタリング 

Clustering／高い信頼性を求められる大規模なサ

ーバ環境などにおいて、複数のコンピュータを相互

に接続し、一台のコンピュータであるかのように構

成する技術。一台のコンピュータが故障しても、全

体の処理は中断されることがなく、修理や交換が行

える。  

グランドチャレンジ 

長期的な視野で抜本的な技術革新等の実現を目指

すこと。  

クリアデスク 

セキュリティを保つために、離席時に机上の機密

書類をしまう、終業後にノートパソコンを施錠して

保管する等を実施し、デスク上で作業していないと

きのデスク周りの整理整頓を行うこと。  

グローバルアドレス 

コンピュータをInternet に直接接続する場合に、

世界中で唯一の IP アドレスをインターネットの

管理団体に申請して割り当ててもらう必要がある。

こ のIPアドレスを、グローバルアドレスという。  

クロスサイトスクリプティング 

Cross Site Scripting/Webアプリケーションの脆

弱性を悪用する攻撃手法の一つ。複数のWebサイト

を横断して、悪意のあるスクリプトを混入させる攻

撃である。この脆弱性はWebサーバ側に存在するも

のであるが、被害を受けるのは、脆弱性のあるWeb
サーバを利用するクライアント側であることが特徴。

XSSと略されることもある。 

  

【け】 
ゲートウェイ 

規格の異なったネットワークやシステムなどを相

互に接続する場合に使われるハードウエアやソフト

ウェアの総称。双方のネットワーク間の通信手順（プ

ロトコル）の違いなどを調整して、他のネットワー

クとの接続を可能にする。  

ゲートウェイシステム 

Gateway System/プロトコルが異なるデータを

相互に変換し通信を可能にさせるプロトコル変換機。

OSI 参照モデルのすべての階層を認識し、異なる機

種間や伝送方式間の通信の中継を行う。  

ケーブルインターネット 

CATV インターネットともいう。ケーブルテレビ

網（CATV網）を用いてインターネットへ接続する

サービスで、ノイズに強く安定した高画質、高音質

のデータをハイスピードで配信することが可能であ

る。  

検索エンジン 

インターネットで公開されている情報をキーワー

ドを指定して検索できるWebサイトのこと。サーチ

エンジンとも呼ぶ。 

  

【こ】 
コーポレートガバナンス 

企業の継続的な成長・発展を目指して、より効率

的で優れた経営が行われるよう、経営方針について

意志決定するとともに、経営者の業務執行を適切に

監督・評価し、動機付けを行っていく仕組み。  

公開鍵 

データを暗号化して通信を行う上で、暗号文を作

り出す（暗号化）ための鍵。秘密鍵とペアで作成さ

れ、公開鍵で暗号化された文章は、ペアとなる秘密

鍵でのみ暗号文を元に戻すこと（復号）ができる。  

公開鍵暗号 

Public Key Cryptosystem／公開鍵と秘密鍵の対

になる2つの鍵を使ってデータの暗号化または復号

を行う暗号方式。秘密鍵で暗号化されたデータは対

応する公開鍵でしか復号できず、公開鍵で暗号化さ

れたデータは対応する秘密鍵でしか復号できない。

共通鍵暗号方式に比べ処理時間は長いが、鍵の管理

が容易に行える。  
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公開鍵暗号方式 

Public Key Cryptosystem／公開鍵と秘密鍵の対

になる2つの鍵を使ってデータの暗号化または復号

を行う暗号方式。秘密鍵で暗号化されたデータは対

応する公開鍵でしか復号できず、公開鍵で暗号化さ

れたデータは対応する秘密鍵でしか復号できない。

共通鍵暗号方式に比べ処理時間は長いが、鍵の管理

が容易に行える。  

公開鍵証明書 

正当性を保証できる第三者（認証局）によってデ

ジタル署名された公開鍵のこと。デ ータを暗号化す

るため用いる公開鍵が、正当なものかどうか、他人

のものでないか、また改ざんされていないかという

ことを検証するためのもの。  

公的個人認証サービス 

各都道府県が運営する認証局によって国民一人一

人を認証し、行政と国民との間で行われる手続きの

オンライン化を可能にするサービス。  

コールドスタンバイ 

Cold Standby／稼動中のサーバと同じ設定の予

備のサーバを稼動せずに待機させておき、障害発生

後に予備のサーバを稼動させる手法。  

国際電機通信連合「ITU」 

International Telecommunication Union(ITU) 
/1932 年に万国電信連合から引き継いて発足した国

際電気通信関係の団体。  

国際標準化機構「ISO」 

International Organization for Standardization 
(ISO)/工業や科学技術に関する国際規格を制定す

るために設立された国際機関。  

個人情報保護関連５法 

基本法となる「 個人情報保護法」「行政機関個人

情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」「情

報公開・個人情報保護審査会設置」「整備法」の５

法を指して、個人情報保護関連５法と呼ぶ。「個人

情報保護法」は民間を対象とした法律であり、残り

の４法は行政機関及び独立行政法人に対する法律で

ある。  

個人情報保護条例 

地方公共団体（全国の都道府県、市区町村）が制

定する、個人情報保護に関する条例。  

コピーコントロールCD  
Copy Control Compact Disk(CCCD)／CDRや

MP3 ファイルなどへデジタルコピーされることを

防止するために、コンピュータでデータを読み取る

ことが出来ないようにした音楽 CDのこと。  

コリジョン  

利用ケースで意味が異なるが、ハッシュ暗号方式

の場合は、異なる平文から同じハッシュ値が生成さ

れる現象のこと。ネットワークの場合には、複数の

コンピュータから同時にパケットを送信しようとし

て、伝送媒体上で電気信号が衝突する現象のことを

意味する。  

コントロール 

システム監査におけるコントロールとは、主に内

部統制の意味として使われる。内部統制とは、組織

内のチェック・システムで間違い（誤謬・不正）を

未然に発見できる仕組みのことを意味する。  

コンピュータウイルス 

主にネットワークなどを介して感染し、データの

消去、改ざんなどを行う悪質なプログラムのこと。

第三者のプログラムやデータベースに対して意図的

に何らかの被害をおよぼすように作られたプログラ

ムであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のう

ち、いずれか１つ以上の機能を有するものとして定

義されている。  

コンピュータウイルス検査ソフトの定義ファイル 

コンピュータウイルスに感染したファイルやワー

ムやトロイの木馬などの悪質なプログラムの特徴を

収録したファイル。パターンファイルとも呼ばれる。

ウイルス対策ソフトはこれらを元にウイルスに感染

したファイルや悪質なプログラムを検出する。各ウ

イルス対策ソフトベンダは新しいウイルスが出現す

る度にインターネットなどを通じて自社ソフト向け

のウイルス定義ファイルを更新・配布している。  

コンプライアンス・プログラム 

個人情報を保護するための、体系的で全経営活動

に統合されたマネジメントシステム。 

  

【さ】 
サーバ 

Server／クライアントに対して何らかのサービ

スを提供するプログラムもしくはハードウエアのこ

と。  

サーバ証明書 

Web サーバに対して発行される電子証明書。SSL 
通信に必要なサーバの公開鍵とサーバの情報、サー

バが本物であることを証明する認証局の署名を含む。  

サーバラック 

サーバを収納する棚のこと。縦横19 インチ、高

さ44.5mmを一区画とするものが一般的で、この一

区画のことを「U（ユニット）」と呼ぶ。  

サービス 

コンピュータのサーバアプリケーション等により

自動的に起動されるシステム機能のこと。ホームペ

ージを表示させるWebサービス等がある。  

サービス不能攻撃 

DoS（Denial of Service）攻撃とも呼ばれ、ター

ゲットとなるコンピュータやネットワークに対し攻

撃を行い、サービスを停止させたり、応答時間の遅

延などを引き起こさせるもの。  

サイバー空間 

コンピュータのネットワーク上の電子的な通信に

よって作られた仮想空間のこと。サイバースペース、

情報通信空間、電脳空間等とも呼ばれる。  
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最高情報統括責任者 

企業や各種団体などの組織において、情報システ

ムや情報の流通を統括する担当役員で、情報戦略の

トップである。英語ではChief Information Officer 
と呼び、CIO と略称する。情報システムに関する技

術的な能力だけでなく、扱う情報に基にして経営戦

略に対しアドバイスを行う能力も必要である。  

財団法人インターネット協会 

インターネットの発展を推進することによって、

高度情報化社会の形成を図り日本の経済社会の発展

と国民生活の向上に資することを目的として、主務

官庁を総務省、経済産業省として2001 年7 月に設

立された協会。  

財団法人日本情報処理開発協会 

JIPDEC。中立的な公益法人として、経済産業省

などとの連係のもと、情報化環境整備の促進、電子

商取引の促進などを中心に活動。セキュリティに関

する各種認証制度の運用や、情報処理技術者試験の

実施などにも携わっている。  

サイバーテロ 

政治的・軍事的な目的によって、電力・金融・航

空・鉄道・行政サービスなど、国民生活や社会経済

活動に重大な影響をおよぼす可能性のある重要イン

フラ（情報システム）に対して、組織的にサイバー

攻撃（DoS 攻撃など）を行い、サービスを停止させ

たり、混乱させようとする行為。  

サイバー犯罪 

コンピュータ・システム、ネットワーク及びコン

ピュータ･データの濫用行為並びにそれらの機密性、

可用性、完全性に対して向けられた犯罪行為。  

サブネット 

IPv4 で使われるIP アドレスはネットワークア

ドレスとホストアドレスに分けられる。ネットワー

クアドレスをさらに分割したものをサブネットとい

う。 

  

【し】 
シグネチャ 

Signature／サインや痕跡、形跡。IDS（Intruder 
Detection System）に おけるシグネチャとは、攻 

撃パターン(不正アクセスパターン)の特徴を記した

もの。IDS はこのシグネチャを基にして不正アクセ

スを判断する。  

シグネチャデータベース 

Signature Database／IDS（侵入検知システム）

が不正アクセスを判断するために使用する、攻撃パ

ターン(不正アクセスパターン)の特徴を記したもの

であるシグネチャが記録されているデータベースの

こと。  

自己伝染機能 

コンピュータウイルスが持つ、他のプログラムに

又はシステム機能を利用して他のシステムに、自ら

をコピーすることにより、他のシステムに伝染する

機能のこと。  

実行権限 

ファイルの権限には読み込み権限、書き込み権限、

実行権限があり、実行権限は対象ファイルを実行で

きるユーザまたはグループを定義している属性であ

る。  

修正プログラム 

プログラムの不具合やセキュリティ上の問題点、

小規模なバージョンアップを行う際に、プログラム

を部分的に修正する実行ファイル。パッチやアップ

データとも呼ばれる。  

修正モジュール 

ソフトウェアの出荷後に発見された、プログラム

の欠陥（バグ）や、セキュリティ上の問題点の修正

をするためのプログラム。ソフトウェアの一部分の

みを修正するための小さなプログラムで、バージョ

ンアップによる抜本的な修正が加えられるまでの一

時的な対処策としてインターネットなどを利用して

公開される。修正ソフト、修正ファイル、修正パッ

チとも呼ばれ、修正モジュールを使用する事を「パ

ッチを当てる」という言い方もする。  

住民基本台帳カード 

住基ネットを活用した様々なサービスを利用する

ためのICカードで、希 望する住民一人一人に対し

て市区町村長が交付する。  

住民基本台帳ネットワークシステム 

市区町村が行う各種行政の基礎となる住民基本台

帳をネットワーク化し、「氏名」「生年月日」「性

別」「住所」の四情報と「住民票コード」、及びこ

れらの変更情報等によって、全国共通の本人確認を

行うための地方公共団体共同のシステム。  

重要インフラ 

他に代替することが著しく困難なサービスを提供

する、国民生活・社会経済活動の基盤となるもの。

その機能の停止、低下によって多大な影響を及ぼす

恐れが生じるもの。  

遵守 

規定や法律などに従い、守ること。  

冗長化 

設備を余分に用意しておき、一部が故障しても継

続してサービスを提供することができるようにして

おくこと。サーバを複数台用意する「サーバの冗長

化」、予備電源を用意する「電源の冗長化」、イン

ターネットへの接続回線を複数用意する「ネットワ

ークの冗長化」等、様々な冗長化がある。  

情報家電 

インターネット等のネットワークに接続できる通

信機能を有した家電製品（テレビ・冷蔵庫・エアコ

ン等）のこと。外出先からインターネット経由で家

電を遠隔操作して、冷蔵庫の中身を確認したり、帰

宅前にエアコンで部屋を暖めたりするなど、様々な

利用法が考えられている。  

情報資産 

企業や組織が持つ守るべき価値のある情報および

情報を管理する仕組み。  
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情報処理技術者試験 

旧通商産業省（現経済産業省）が、情報化社会を

支える人材の育成・評価を担う試験として、昭 和

44年に開始した国内 大規模国家試験。  

情報セキュリティ 

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持する

こと。  

情報セキュリティ対策 

情報システムや特定の物理領域へのアクセス制御

等の、情報セキュリティを確保するために実施する

対策のこと。  

情報セキュリティポリシー 

企業や組織の保有する情報資産を守るための具体

的な方針や規定を明文化したもの。情報セキュリテ

ィポリシーを策定することで、組織の情報セキュリ

ティレベルの向上や、セキュリティ対策の費用対効

果の向上、組織内の人間のセキュリティ意識の向上

といった効果が期待できる。また、組織で情報セキ

ュリティポリシーを策定した事を外部にアピールす

る事で、対外的な信頼性も向上する。  

情報セキュリティマネジメント 

組織や団体のセキュリティの維持や向上を目的と

したマネジメントのこと。策定→導入→運用→見直

しのサイクルを繰り返すことで情報セキュリティの

マネジメントを行う。  

情報セキュリティマネジメントサイクル 

Information Security Management Cycle/組織

や団体のセキュリティの維持や向上を行うために用

いるマネジメントの手法。計画・策定→導入・実施

→運用・監視→評価・見直しのサイクルを繰り返す

ことで情報セキュリティのマネジメントを行う。  

情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制

度 

ISMS （ Information Security Management 
System）適合性評価制度／企業や組織の情報セキュ

リティ管理の適切性や適合性を評価する第三者適合

性評価制度。企業や組織の情報セキュリティを設備

面、技術面、運用管理面までの幅広い項目に渡る、

情報セキュリティ対策の実施状況およびマネジメン

ト状況が評価対象となっている。  

情報リテラシー 

情報機器やネットワークを活用して、情報やデー

タを取り扱う上で必要となる基本的な知識や能力の

こと。  

証明書ポリシー 

Certificate Policy(CP)／認証局が発行する証明書

に関する発行方針及び利用に関する要件を定めたも

の。  

条令 

地方公共団体が、議会の議決などにより自主的に

制定する法規のこと。条例。  

所有物認証 

IC カード、USB キーといった、本人のみが所持

しているものを使用した認証方式のこと。  

人的セキュリティ 

情報システムの操作ミスによる誤動作や、内部の

人間による盗難等の不正行為から情報資産を保護す

るため、情報セキュリティの重要性やポリシーの内

容を理解させるために、教育や訓練等の対策を実施

すること。  

侵入検知システム(IDS)  
Intrusion Detection System／侵入検知システム。

ネ ットワークやシステムをリアルタイムで監視し

て、不正侵入を検知するシステム。 

  

【す】 
スイッチ 

Switch／LANなどのネットワークで、いくつかの

装置を接続するのに用いられるネットワーク機器の

一つ。各ポートにケーブルで接続された機器の情報

を記憶することができ、パケットの宛先を参照して、

その宛先の機器が接続されたポートにのみパケット

を送ることが出来る。宛先とは関係のないポートへ

はパケットを送らないため、盗聴防止や、ネットワ

ークのパフォーマンスを向上させることができる。  

スイッチングハブ 

Switching Hub／スイッチ機能を持ったハブのこ

と。単にハブと言えばリピータハブを指し、機器が

接続されている全てのポートにパケットを送るが、

スイッチングハブは、パケットのあて先で指定され

た機器が接続されたポートにのみパケットを送るこ

とが出来る。  

スクリーンセーバ 

ディスプレイの焼き付きを防ぐため、一定時間操

作がない場合にアニメーション等を自動的に表示す

る機能。覗き見や不正操作を防ぐためのセキュリテ

ィ対策としても利用されている。  

スクリーンロック 

OSやアプリケーションによって提供される、コ 

ンピュータをロック状態にするための機能。解除を

行うまで操作を受けつけない状態になる。  

スタンドアロン型コンピュータ 

ネットワークに接続されずに、単独で稼動してい

るコンピュータのこと。  

ステートテーブル 

State Table／ファイアウォールやルータなどで

用いられるステートフルインスペクション技術にお

いて、許可されたデータの情報が格納される場所。  

ステートフルインスペクション  

Stateful Inspection／ファイアウォールやルータ

などで、届いたデータの中身を監視し、そのセッシ

ョンに関する情報を記憶して動的にフィルタリング

ルールを設定できる機能のこと。一まとまりのセッ

ションが終了すると、そこで動的に設定されたフィ

ルタリングルールは廃棄されるため、静的にフィル

タリングルールを設定する場合よりもセキュリティ

が強化される。  
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ステートフル自動設定 

DHCP を使って機器をネットワークに接続する

際に自動にIP アドレスや設定情報等をサーバから

取得すること。  

スプーフィング攻撃 

Spoofing／IP アドレスを偽装することにより、

別のホストになりすましたり、身元を隠したりする

攻撃手法。IPスプーフィングとも呼ばれる。  

スプリッタ 

Splitter／ADSL 加入者線の両端（ユーザー側と

電話局側）に取り付けられ、アナログ音声信号と

ADSL のデータ通信信号を混合したり、分離したり

する装置。これによって、通話しながら、データ通

信（インターネットの利用）もできるようになる。  

スループット 

Throughput／ネットワーク上の単位時間当りの

データ転送量のこと。コンピュータが行う処理の速

度を指す場合もある。 

  

【せ】 
脆弱性 

Vulnerability／もろくて弱いこと。コンピュータ

セキュリティにおける脆弱性とは、ネットワークや

システムに何らかの弱点が存在していること。  

脆弱性検査 

OS、アプリケーションあるいはネットワークを含

めたサイト全体の脆弱性の有無を検査すること。  

生体情報 

指紋、虹彩、網膜等の、対象者を一意に識別でき

る身体的特徴に関する情報。バイオメトリクス認証

で用いられる。  

生体認証 

顔、指紋、声紋といった、本人の身体的な特徴を

使用した認証方式のこと。  

生体認証技術 

人の生体的特徴や特性等個人特有の情報を利用し

て本人確認を行う認証技術。指紋認証が代表的であ

る。  

政府認証基盤(GPKI)  
Government Public Key Infrastructure/政府の

処分権者を認証するための、政府が運営する公開鍵

基盤。  

セキュア化 

サーバやネットワークの状態をセキュリティ上強

固にすること。「サーバのセキュア化」は、パッチ

の適用、バージョンアップ、設定変更等を実施する

ことで行われる。「セキュア化」のことを「要塞化」

や「ハードニング」と呼ぶこともある。  

セキュリティインシデント 

情報セキュリティを脅かす事件や事故のこと。た

だし、実際に不正アクセス等の攻撃でホームページ

が改竄されたということ以外にも、成功しなかった

攻撃や、ウィルスの検出など重大な問題につながり

かねないものも含む。  

セキュリティ修正プログラム 

ソフトウエアに発見されたセキュリティ上の欠陥

を修正するために、ソフトウエアの開発メーカーが

提供するプログラムのこと。  

セキュリティターゲット  

Security Target／ ISO/IEC 15408 に基づいて

セキュリティ評価を行う際に、評価対象となる製品

やシステムのセキュリティ設計仕様書のこと。製品

やシステムに求められるセキュリティ要件等が含ま

れる。略称として、STと呼ぶこともある。  

セキュリティホール 

Security Hole／ソフトウェアのバグなどによっ

て生じる、セキュリティ上の問題点。悪意あるユー

ザはセキュリティホールを利用して、不正な行為を

実現する。代表的なセキュリティホールの種類には、

バッファオーバーフロー（Buffer Overflow）やサー

ビス不能（Denial of Service）クロスサイトスクリ

プティング（CrossSite Scripting）などがある。  

セキュリティポリシー  

Security Policy/組織内の情報セキュリティに関

する基本的な方針や行動指針のこと。広義では、情

報セキュリティ対策の基準や具体的な実施・運用手

順などを含んでいる。  

セグメント  

Segment／LAN(Local Area Network)など、1 つ
の区切りや部門ごとにグループ化されたネットワー

クの単位を指す。  

セッション  

Session/コンピュータがネットワークまたは他の

コンピュータに接続している状態のこと。  

セッション管理 

Session Management/複数のユーザがサーバに

アクセスする状況において、個々のユーザの状態を

管理するための技術の総称のこと。  

潜伏機能 

コンピュータウイルスが持つ、発病するための特

定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶し、発

病するまで症状を出さない機能のこと。この潜伏期

間の間、利用者に気付かれることなく、できる限り

多くの宿主に感染することが可能である。  

 
【そ】 
相互認証 

認証局同士が互いのデジタル証明書を発行し、認

証すること。  

創発  

生物学や社会学等で、自律的に相互作用を有する

多数の要素が、互いにネットワーク化されることに

よって、思いがけない新しい形質が生じるような現

象を表す言葉。u-Japan政策においては、草の根的

なICT環境の下で創意ある利活用から次々に価値が

湧き上がる現象を指して「価値創発」という言葉を

用いている。  
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組織内違法コピー 

企業や学校、病院等、複数のコンピュータでソフ

トウェアを使う組織内における違法コピーの形態。

例えば、1 台のコンピュータでのみ使用することが

許諾されたソフトウェアを、組織内の複数のコンピ

ュータにインストールすることがこれに該当する。  

ゾーニング 

Zoning／サーバの重要度やアクセス公開度にあ

わせ、サーバを設置するネットワークセグメントを

区分けすること。 

  

【た】  
ダイアルアップ  

Dialup／インターネットを利用するために ISP 
と接続する方式の一つ。離れたコンピュータ同士を、

一般の電話回線を通して接続する。  

耐タンパー性機構 

IC カード等のIC チップ自身が有する、情報を不

正に読み出す等の行為に対する防御機能。  

ダイジェスト 

Digest／ハッシュ関数を使ってメッセージデータ

を圧縮して生成したデータ。このデータにより元の

メッセージが改ざんされていないことを証明するこ

とができる。  

タイムスタンプ 

Time Stamp／ファイルの作成日時を記録したデ

ータ。一般的なファイルシステムでは、ファイルが

作成された日時、ファイルが修正された日時などを

記録できるようになっている。  

耐震ベルト 

地震等の自然災害から、機器の転倒を防ぐために

使用する固定ベルトのこと。  

耐タンパー性 

IC カード等のIC チップ自身が有する、情報を不

正に読み出す等の行為に対する防御機能。  

ダウンサイジング化  

従来まで大規模なコンピュータシステムで行なっ

ていた処理を、小型のワークステーションやパーソ

ナルコンピュータに置き換えていくこと。こうした

背景には、パーソナルコンピュータなどの小型コン

ピュータの性能が劇的に向上したことがあげられる。  

楕円曲線暗号 

公開鍵暗号方式の一方式。楕円曲線と呼ばれる数

式によって定義される特殊な加算法に基づいて暗号

化・復号を行なう暗号方式。短い鍵で高い安全性が

確保でき、また暗号化及び復号を高速に行なうこと

ができる。 

  

【ち】  
知識認証 

ユーザID やパスワード、暗証番号といった、本

人のみが記憶している情報を使用した認証方式のこ

と。  

地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)  
Local Government Public Key Infrastructure／

地方公共団体組織認証基盤のこと。地方公共団体の

処分権者を認証するための公開鍵基盤。各地方公共

団体に認証局が設置される。  

中央処理装置 

Central Processing Unit(CPU)/コンピュータの

内部にある、各装置の制御やデータの処理や演算を

行う中心的な部分。 

  

【て】 
ディザスタリカバリ 

災害等により被害を受けた情報システムを復旧す

ること及びそのために必要となる予備の機器や情報

システム、組織体制、対応計画等を含む概念。  

ディレクトリ基盤 

ディレクトリサービスと呼ばれ、ネットワーク上

に分散するリソースの所在位置を意識せずに、リソ

ースにつけた名前でアクセスすることができるよう

になるしくみ。  

データセンター 

企業のインターネット接続環境を一式預かり、防

災・防犯設備、超高速回線、大容量電源等を備えた

堅牢な施設で２４時間・３６５日ノンストップで運

用するセンター。iDC（internet Data Center）と

も呼ばれる。  

データベース 

DataBase／情報を集約・管理し、必要な時に目

的とする情報を引き出すことが出来るようにしたデ

ータの集合のこと。データの検索、入力、並べ替え、

消去などの機能を持つ。  

デジタルアーカイブ  

Digital Archive／文書や記録を電子的に集積し

保管すること。  

デジタル・ディバイド 

コンピュータやインターネット等のIT技術を利

用できる者と利用できない者との間に生じる、知識

や機会、貧富の格差。  

デジタル署名 

データの完全性（通信途中で改ざんされていない

こと）及びデータを送信したのが間違いなくその当

人であるか（なりすましされていないこと）を保証

するしくみ。  

デジタル証明書 

デジタル署名の正当性を保証できる第三者（認証

局）によって、デジタル署名を証明するための仕組

み。  

デバッグ  

Debug／ソフトウェアのバグを発見し、バグを取

り除く作業のこと。  
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デファクトスタンダード 

ISO やJIS などによる公的な標準ではなく、市場

占有率が高いなどの理由で「事実上の標準」となっ

た規格のこと。  

デフォルト 

Default／ハードウエアやソフトウェアの初期設

定値。はじめに設定されている値。  

デュアルシステム 

Dual System(並列処理システム)/システムやネッ

トワークの二重化・冗長化を行うための構成の一つ。

2 台のシステムで同じ処理（同期運転）を行うシス

テムのことを指す。通常時は処理を相互に照合し、

故障が発生したテムは切り離して運転を続行する。  

デュプレックスシステム 

Duplex System(二重構成システム)/システムやネ

ットワークの二重化・冗長化を行うための構成の一

つ。2 台のシステムを主と従に分け、一方はオンラ

インリアルタイム処理、もう一方には、バッチ処理

用もしくは待機用とする構成のことを指す。  

テレワーク 

情報通信技術を用いた在宅での仕事や、またはサ

テライト・オフィスなどを活用した仕事のこと。高

齢者や障害者、女性の働く機会を増やし、より自由

な職業環境を選択可能にするものと注目されている。  

電子カルテ 

Electric Health Record／従来、紙に記されてい

た診療録や看護記録を電子的な情報に置き換え、診

療・看護・介助などの健康に関する記録を電子的に

行うことで、医療情報をネットワークを介して共有

可能にするもの。  

電子自治体推進指針 

地方公共団体が電子自治体の構築を推進するにあ

たって留意すべき事項を示すものとして、2003年に

総務省より通知された指針。「電子自治体構築の基

本的考え方」と 「 地方公共団体における当面の重

要課題と取組みの方向性」が記述されている。  

電子商取引 

Electronic Commerce／インターネットを利用し

て受発注や決済などを電子的に行う商取引で、e コ
マースまたはECとも呼ばれる。電子商取引の種類に

は、B2B (Business to Business)、B2C (Business to 
Consumer)、C2C (Consumer to Consumer)がある。  

電子証明書 

電子署名の正当性を保証できる第三者（認証局）

によって、公開鍵の信憑性を証明するための仕組み。  

電子署名 

データの完全性（通信途中で改ざんされていない

こと）及び、データを送信したのが間違いなくその

当人であるか（なりすましされていないこと）を保

証する仕組み。  

電子署名法 

正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」。

署名や押印できないデジタル文書に、署名と同等の  

効力を持たせるために定義された法律。2000 年5  
月に制定され、翌2001 年4 月より施行。  

電子政府 

ITを利用して情報公開や効率向上、サ ービス向

上を実現する行政機関のこと。電子政府の実現によ

り、各種届出や申請を、自宅のパソコンやキオスク

端末などを利用して、インターネット経由で行うこ

とができる。  

電子タグ 

商品等に装着され、商品の出所や値段等の様々な

情報を格納することができるタグ。微 小なICチッ

プとアンテナによって構成され、電波や磁気を用い

て大容量のデータを非接触で読み書きすることがで

きる。商品の識別や在庫管理、追跡管理等の目的で

利用されることが想定されており、バーコードに変

わり、広い分野で活用され始めている。  

電子レセプト 

レセプト（診療報酬の申請書類）を 電子ファイル

化したもの。これを取り扱うシステムをレセプト電

算処理システムという。インターネットを活用した

電子レセプトを利用することで、保険者に診療報酬

を請求することによる審査支払機関、保険者の効率

化、レセプト保存コストの削減、レセプト分析によ

る疾病予防等、新たな活用方法が期待されている。  

テンペスト対策 

テンペストとは、パソコン等から漏れる電波を拾

って、離れた場所でそのパソコンに表示される画面

を再現する技術です。ケーブルを接続することなく、

又ネットワークを介して不正アクセスされる事もな

くパソコンに表示された情報が盗まれる危険性があ

ります。テンペスト対策は漏洩電波を遮断する、テ

ンペストの電波を妨害する電波を出す等の方法があ

り、 近では、ケーブル類からの電波をカットする

方法が効果的とされ、製品も多数供給されています。 

  

【と】 
電力線ネットワーク 

家庭内に敷設されている通常の電力線を使用して、

コンセントを介した、データ通信を可能にしたネッ

トワークのこと。通常の電源の周波数は、5 0Hzと
60Hzだが、データ通信では10K～450Kの高い周波

数を使用し、100Kbpsから3Mbpsの回線速度を実現

する。  

盗聴 

本来は電話等の音声を盗み聞きする行為を指す。

情報セキュリティ分野では、ネットワーク上を流れ

る自分宛てではないデータを盗み見る行為。  

ドメイン名 

インターネット上のコンピュータにつけられる識

別子であり、IP アドレスに対応している。ドメイ

ン名の管理は世界中で一元管理されている。  

トランスポート層 

OSI(Open Systems Interconnection)参照モデル

の第4層で、データ転送の信頼性を確保するための

機能とプロトコルを規定している。パケットの再送

制御や転送速度の制御を行う。  
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TCP(Transmission Control Protocol) 、

UDP(User Datagram Protocol)などのプロトコル

がトランスポート層に属している。  

トロイの木馬 

Trojan Horse／有用なソフトを装って実行させ、

表面上は普通の処理を行いながら、裏で不正な処理

を行う悪質なプログラム。既存のファイルへの感染

や自己増殖などは行わない。ほとんどのトロイの木

馬はウイルス対策ソフトによって検出することがで

きる。 

  

【に】 
二重化 

同一の装置や設備を２つ用意すること。一方が使

用できなくなっても、もう一方を使用する事により、

継続的にサービスを提供する事ができる。  

日本工業規格 

Japanese Industrial Standard(JIS)／工業標準

化法により主務大臣が定める、鉱工業品の種類・形

状・寸法・構造などに関する規格。日本工業標準調

査会が規格制定を行い，通産省が認定する。認定し

た製品にはジスマークがつけられる。工業に関係す

る様々な標準を出版している。全部で19分野ありこ

の中で、情報処理関連はXという記号を割り当てら

れ、分類されている。  

日本版バイドール制度 

国などの委託による研究開発の成果である知的財

産権を受託者に帰属させることができる制度  

認証  

人や情報などの正当性を確認すること。ネットワ

ークやシステムを利用する際の認証には、パスワー

ドやユーザ名を用いてコンピュータにログインする

ケースなどがある。  

認証基盤 

電子署名を利用して、データの完全性を保証する

ためのインフラ。政府認証基盤（GPKI）や地方公

共団体組織認証基盤（LGPKI）などがある。  

認証局 

Certificate Authority／ユーザや下位のCAに対

し電子的な身分証明書を発行し管理する機関。認 証

局は、認 証機関、C A局またはCA センターとも呼

ばれ、信頼のおける第三者のCA 機関を指すパブリ

ックCA と組織内などのCA 機関を指すプライベー

トCA がある。  

認証局運用規程 

Certification Practice Statement(CPS)／証明書

ポリシーで定められた方針を認証局の運用に適用す

るための実施手順、約款及び外部との信頼関係等を

詳細に定めた文書。  

認証局ポリシー 

Certificate Policy（CP）／認証局が証明書の利用

方針を定めたもの。認証局が証明書発行時に示すも

ので、共通のセキュリティ要件のもとで、証明書を

特定の組織やアプリケーションに対して適用する規

則。  

認証サーバ 

Authentication Server/ユーザの認証を集中的に

行なうためのサーバで、ユーザ情報の管理や、ログ

を記録するといった機能も提供される。 

  

【ね】 
ネットマスク  

Netmask／IP アドレスからネットワーク部を抽

出する場合に使用する値。IP アドレスとネットマ

スクをAND ビット演算することで、ネットワーク

アドレスを算出することができる。  

ネットワークアドレス 

Network Address/LAN 等の一つのネットワーク

に対して与えられるIPアドレスのことで、そのネッ

トワークを識別するためのIPアドレスとなる。  

ネットワークオペレーションセンター 

Network Operation Center（NOC）／ネットワ

ーク関連設備を運用管理する施設で、高速大容量の

基幹回線との接続拠点に設置される。  

ネットワークケーブル 

Network Cable／コンピュータ間の通信に用いら

れるケーブル。LAN ケーブルやUTP などと呼ばれ

ることもある。一般家庭や職場などの小規模なネッ

トワークでは PC とハブ、ハブとハブをつなげるた

めに用いられている。  

ネットワークストレージ 

ネットワークに直接接続する形式のファイルサー

バ専用機のことを指す。NAS(Network Attached 
Storage)とも呼ばれる。  

ネットワーク層 

OSI(Open Systems Interconnection)参照モデル

の第3層で、ネットワーク同士の通信をおこなうた

めに、データの中継、パケットサイズの変換、経路

制御（ルーティング）機能を提供している。IP (イ
ンターネットプロトコル)等がネットワーク層に属

している。  

 

【の】  
ノンストップ・ワンストップの行政サービス 

情報通信技術を活用して、行政への申請手続き等

が、オンラインで単純化して行えるサービスのこと。

これにより、申請手続きの簡素化や、申請に関わる

時間の短縮、各種の行政サービスの窓口の一本化を

図り、行政サービスの利便性を高める効果がある。  

 
【は】 
発病機能 

コンピュータウイルスが持つ、プログラム、デー

タ等のファイルの破壊、使用者の意図しない動作を

する等の機能のこと。特定の日付、特定の日数経過、

ユ ーザがファイルを実行する等、何らかのきっかけ

で発病するように仕組まれている。  
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パーミッション 

Permission/あるリソースに対してのアクセス制

御やアクセス権のことを指す。一般的に、UNIX に
おけるアクセス権のことを指す場合が多い。  

バイオメトリクス 

Biometrics/本人の生態的特徴や行動上の特徴に

基づいて認証を行うこと。  

媒体 

情報を伝達する媒介手段のこと。書類、CDROM、

フロッピーディスク、MO 等様々な形態がある。  

ハイテク犯罪 

コンピュータやネットワークなどの情報システム

を利用した犯罪のことをいい、不正アクセスやデー

タの盗聴・改竄、インターネットを利用した詐欺な

ど、様々な形態のものがある。従来の犯罪と比べ、

匿名性が高く、犯罪の遂行や被害の拡大が迅速で、

遠隔地域にまたがって発生するなどの特徴がある。

ハイテク犯罪を防止するための法律として1999年
に「不正アクセス禁止法」が成立している。  

ハイパーテキスト 

Hyper Text／コンピュータの情報記述法の一つ。

関連した情報があるテキスト同士をリンクして次々

にたどることができるのが特徴。Web ページを記

述するHTML は、このハイパーテキストを用いて

いる。  

バグ 

Bug/コンピュータのプログラムに含まれている

誤りや不具合のこと。  

パケット 

Packet/ネットワーク上のコンピュータ間通信に

おいて、データは通常分割されて送信される。この

分割されたデータのことをパケットという。パケッ

トには、宛先アドレスや送信元アドレス、データの

内容を表わすフラグなどが記録されている。  

パケットフィルタリング 

Packet Filtering/パケットのヘッダ情報に含まれ

ている情報をもとに、通信を制御する機能。ヘッダ

情報に書き込まれているプロトコルや、送信先・発

信元IPアドレスなどの情報をもとに、指定されたル

ールに従ってパケットを通過・遮断する。主にルー

タやファイアウォールに実装されている。  

パスワードクラッキング 

Password Crack／パスワードを推測し、探し当て

ること。一般にパスワードクラッキングツールと呼

ばれるプログラムを利用して、機械的にパスワード

を推測する。パスワードクラックの手法には、ブ ル

ートフォース攻撃（Brute Force Attack）や 辞書攻

撃（Dictionary Attack）がある。  

パターンファイル 

コンピュータウイルスに感染したファイルやワー

ムやトロイの木馬等の悪質なプログラムの特徴を収

録したファイル。ウイルス定義ファイルとも呼ばれ

る。ウイルス対策ソフトはこれらを元にウイルスに

感染したファイルや悪質なプログラムを検出する。

各ウイルス対策ソフトベンダは新しいウイルスが出

現する度にインターネット等を通じて自社ソフト向

けのパターンファイルを更新・配布している。  

ハッカー 

本来はコンピュータの利用技術に長けた人物を指

す言葉だが、一般的にはコンピュータに関する技術

や知識を悪用して侵入や攻撃などの不正行為を働く

者の意味として使われることが多い。  

バックアップ 

情報システム内のデータを別の媒体等に複製する

こと。バックアップを作成しておくことで、万一情

報システム内のデータが失われた場合でも、バック

アップを基にデータを復旧することができる。  

バックアップセンター 

遠隔地に用意した予備の情報システム及びその稼

働に必要となるデータやインフラを持つ拠点のこと。

テロや大規模広域災害が発生した場合等に稼働させ

ることで、情報システムや業務の停止時間を 小化

することができる。  

バックドア 

Backdoor／クラッカーが不正侵入に成功した際

に、二回目以降の侵入を容易にするために仕掛ける

悪質なプログラム。また、コンピュータウイルスに

よって仕掛けられたり、利用されたりする場合もあ

る。  

パッケージソフト 

一般的に箱に収められて店頭販売される汎用的な

ソフトウエア。ソフトウエアはCD-ROM等のメディ

アに記録され、マニュアル等が同梱される。また、

インターネットからダウンロードして購入できる場

合もある。  

ハッシュ暗号 

ハッシュ関数を利用した暗号のこと。ハッシュ関

数とは、可変長のデータからハッシュ値と呼ばれる

固定長の疑似乱数データを作成するもので、逆変換

できないため片方向暗号とも呼ばれている。  

ハッシュ暗号方式 

Hash暗号方式／ハッシュ関数を利用した暗号方

式。ハッシュ関数とは、可変長のデータからハッシ

ュ値と呼ばれる固定長の疑似乱数データを作成する

もので、逆変換できないため片方向暗号とも呼ばれ

ている。  

ハッシュ関数 

可変長のデータからハッシュ値と呼ばれる固定長

の疑似乱数データを作成する関数のこと。ハッシュ

値を逆変換して元のデータに復元することはできな

い。  

パッチ 

Patch／ソフトウェアの修正プログラム。  

バッファオーバーフロー攻撃 
Buffer Over Flow Attack/バッファオーバーフロ

ー攻撃とは、バッファオーバーフローと呼ばれるプ

ログラムのバグを利用した攻撃のことを指す。プロ

グラムは何かの処理を行う時に、ある一定のサイズ

のバッファ（メモリ容量）を用意する。バッファオ

ーバーフローとは、プログラムが用意したサイズを

超えるデータがバッファに渡された際に、バッファ

が破壊され意図しない動作や以上終了する状態を指

す。  
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ハブ 

（１）車輪のスポークの中心部。そこから意味が

転じて活動等の中心・中枢を意味する。（２）LAN 
などのネットワークでいくつかの装置を接続するの

に用いられる集線装置。  

パブリックCA  
インターネットなどで不特定多数の利用者を対象

とした認証局（CA）。ベリサイン社、ボルチモア社

などは、パブリックCAを運営している企業である。  

パラメータ 

Parameter／実行者がプログラムへと渡す数値や

文字の値のこと。引数とも呼ばれる。指定する内容

により、プログラムの動作が変化する。  

 

【ひ】 
光ファイバー 

高屈折率のコアを低屈折率のクラッド層で包んだ

２重構造の光伝送用の線材。遠くまでほとんど減衰

せずに信号を伝達することができる。  

ビット演算 

『AND』『OR』『NOT』などの論理演算を、ビ

ット単位で行う演算のこと。ビットとはコンピュー

タで扱う 小の情報単位である。  

否認 

オンラインショッピング等のサービスの利用者ま

たは提供者が、事後にその利用事実を否定すること。

例えば、商品を購入する処理を行ったにも関わらず、

その事実を否定する等である。  

秘密鍵 

データを暗号化して通信を行う上で、暗号文を元

に戻す（復号）ための鍵。公開鍵とペアで作成され、

公開鍵で暗号化された文章は、ペアとなる秘密鍵で

のみ復号できる。  

評価専門調査会 

「e-Japan戦略」及 び「e-Japan戦略Ⅱ」の 取組

み状況について評価と提言をするために、2003 年8 
月にIT 戦略本部の傘下に設置された委員会。主に

民間の立場からの評価（個の視点に立ち成果を重視

する）と提言を行う。委員会のメンバーは企業や大

学などから招かれた有識者で構成されている。 

  

【ふ】 
ファイアウォール 

内部ネットワークとインターネット等の外部ネッ

トワークとの境界に設置し、外部からの不正侵入を

防ぐ仕組み。  

ファイル改ざん検知システム 

ファイルの整合性を確認システム。ある時点の状

態と現時点のファイル状態を比較してファイルの追

加や変更、削除などの不正な改ざんを検知するシス

テム。  

ファカルティ・ディベロップメント 

教員が授業内容・方法を改善し向上させるための

組織的な取組の総称のこと。  

ファシリティーサービス 

耐震設備や無停電電源、空調設備などを備えた施

設を、サーバ設置等の用途に貸し出すこと。このよ

うなサービスを提供する施設のことをデータセンタ

ーという。  

ファシリティ要件 

システム化において、機器等を設置する場所に関

する立地、建築、設備等の要件のこと。電源・ネッ

トワークの二重化、災害対策、機器のある部屋への

入退室管理等が挙げられる。  

フィルタリング  

Filtering/インターネット上で、あらかじめ指定さ

れた条件に合致したデータだけを通過・遮断する機

能の総称。パケット単位でフィルタリングを行うパ

ケットフィルタリングや、不適切と判断されたWeb 
サイトへのアクセスを制限するURLフィルタリン

グなどがある。  

ブートセクタ 

Boot Sector／PC の起動時にハードディスク上

で一番 初に読み込まれる部分。P Cが起動するた

めの情報はこのブートセクタに格納されている。  

フェイルセーフ 

Fail Safe／一つのミスが大きな影響を与えない

ように導く手法のこと。「人間は間違える」、「機

械は壊れる」ということを前提としてとらえ、あら

かじめそれらに対する予防策を講じておくこと。  

フォルトトレラントシステム 

Fault Tolerant System(無停止型システム）/シス

テムに何らかの障害が発生した場合でも、停止せず

に継続処理できるように設計システムのこと。一般

的に電源ユニットやハードディスクなど、障害が発

生するとシステムの運用に支障をきたすデバイスを

二重化しておく。  

負荷分散 

Load Balancing/サーバなどの負荷が集中するコ

ンピュータ間で負荷が均等になるように処理を分散

して割り当てることを指す。  

復号  

暗号化されたデータを元の暗号化されていないデ

ータに戻すこと。  

不正アクセス 

システムやネットワーク等に対し権限を許可され

ていないものが 正規の手段ではない方法で利用を

試みること。 また、それらを実施することを不正ア

クセス行為という。  

不正アクセス禁止法 

正式名称は、「不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律」。なりすまし行為やセキュリティホールを

利用した攻撃といった不正アクセス行為、そして不

正アクセス行為を助長する行為に関する処罰を規定

した法律。平成11 年8 月に成立し、平成12 年2 月
13 日より施行。  
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不正プログラム 

個人またはシステム管理者の意図しないところで、

破壊、盗聴、侵入、迷惑、感染等の不正な動作をす

るプログラムを意味する。  

物理的セキュリティ 

不正な立入や自然災害による破壊、盗難等から情

報資産を保護するため、情報システムの設置場所や

執務室に適切な設備を設置し、出入管理や盗難対策

等物理的に対策を実施すること。  

踏み台 

悪意ある第三者に乗っ取られ、他のサイトの攻撃

の中継サイトとなること。他のサイトからみると、

この踏み台サイトから攻撃を受けていることになる

ため、踏み台のサイトにされてしまうと、不正アク

セスの被害者から加害者になってしまう。  

プライベートCA  
企業ネットワーク内、団体内などで限定された利

用者を対象とした認証局（CA）。  

プライベートアドレス 

Internet への接続が必要ではない組織内部で自

由に利用できるIPアドレスのこと。グローバルアド

レスに対し、プライベートアドレスという。  

フリーウエア 

無償で利用できるソフトウエアの総称。  

ブリッジ認証局 

GPKI 実現のために必要となる認証局。ブリッジ

認証局が認証局間の信頼関係を仲介することで、個

別に相互認証する煩雑さが解消される。  

フルインストール 

Full Install／ソフトウェアのインストール時に

全ての機能（プログラム）をインストールすること。

ユーザの利便性が向上するが、反面セキュリティ上

の問題が存在する場合がある。  

プレビュー 

Preview／メールソフトなどにおいて、メ ールを

いちいち開かなくても本文の内容を確認することが

できる機能のこと。  

ブロードバンド 

Broadband／動画や高音質の音声等の通信にも

耐えられるバンド幅の広い通信環境。一般的には、

ADSL, CATV, 光ファイバによる、高速なインター

ネット接続サービスを指すことが多い。逆に、バン

ド幅の狭い従来の通信環境は、ナローバンド

(Narrowband)と呼ばれる。  

プロアクティブ 

事前に対策を実施すること。  

プロキシ 

Proxy/プロキシとは代理を意味し、主に内部ネッ

トワークとインターネットの間に配置され、内部ネ

ットワークのコンピュータに代わり、代理としてイ

ンターネットとの接続を行うコンピュータのことを

指す。  

ブログ 

ウェブログ(Web Log)の略。日々記録される情報

が時系列に表示される仕組みを持ったWebサイト

の総称。個人や複数人のグループで運営され、運営

者がニュースや日記等を投稿して情報発信する場合

が多い。  

プロトコル 

規約の意味。主なものとして、ネットワークを介

してコンピュータ同士が通信を行なうための手順や

仕様を定めた通信規約がある。  

プロバイダー責任法 

インターネット上に公開された情報により権利侵

害があった場合に、プロバイダーの損害賠償責任の

範囲定めた法律。 

  

【へ】 
米国電気電子技術者協会 

IEEE（アイ・トリプルイー）とも呼ばれ、電気・

電子工学、コンピュータ工学等の各分野において技

術の標準規格の取りまとめを実施している団体。  

ペイロード 

Payload/ペイロードとは、 大積載量を意味し、

通信パケットのうちヘッダ部分を除いた、転送され

るデータ本体のことを指す。  

ヘッダ情報 

Header Information／パケットの先頭にあるヘ

ッダ部の情報のこと。パケットは、データ部とヘッ

ダ部に分かれており、ヘッダ部には、宛先アドレス

やパケットのサイズ等の管理情報が入っている。  

ペネトレーションテスト  

情報システムやネットワークにおけるセキュリテ

ィ上の問題点を検出するためのテストの手法。対象

システムやネットワークに対し、外部又は内部から

擬似的に攻撃を行い、情報システムのセキュリティ

レベルを評価する。  

ヘルスチェック 

サーバやネットワークの状態を定期的に検査する

こと。これによりアプリケーションやネットワーク

などのトラブル早期発見やネットワークキャパシテ

ィ情報などを的確に把握することが可能である。 

  

【ほ】 
ホスティングサービス  

サーバの容量の一部分を貸し出すサービスのこと。

インターネットサービスプロバイダ等がネットワー

ク環境等が整ったサーバを用意し、Webサーバの公

開等を行う企業や個人が、サ ーバのハードディスク

の一部を借り受ける形をとる。  

ポータル機能 

利用者がシステムを利用する際の入口にあたる機

能のこと。この機能により、そのシステム上の求め

るサービスへと利用者を適切に導くことができる。  
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ポータルサイト  
インターネットの入り口となる巨大なWeb 

サイトで、検索エンジンやリンク集を核として、
ニュースや株価などの情報提供サービス、ブラ
ウザから利用できるWeb メールサービス、電子
掲示板、チャットなど、ユーザがインターネッ
トで必要とする機能をすべて無料で提供するサ
イトのこと。  

ポートスキャナー  
Port Scanner／対象マシン上で開放している

ポート（Port）を調査するプログラム。ポート
スキャナーの中にはポートの状態だけでなく、
対 象マシンのOS情報まで調査するものがある。  

ポート番号 
Port Number／ポートとはトランスポート層

で複数の相手と同時に接続を行うために使われ
るアドレスのことで、0 から65535 番の整数が
宛がわれており、この整数をポート番号と呼ぶ。
ポート番号を指定することで、通信先のプログ
ラムを特定することができる。  

ホストコンピュータ  
組織の基幹系コンピュータシステムで、デー

タの処理や保管をするコンピュータのこと。処
理能力、記憶能力が高いものが使われる。「メ
インフレーム」という言葉とホストコンピュー
タは同じ意味。  

ホットスタンバイ 
Hot Standby／システムの障害に備えて、あら

かじめ別マシンを予備の代替システムとしてオ
ンライン状態で待機させておくこと。システム
に問題発生時には、ホットスタンバイしている
マシンが代わりにサービスを提供する。 
  

【ま】 
マクロ機能 

ワープロや表計算ソフトなどで、一連の動作
を記憶し一つのプログラムとして保存しておき、
後にそのプログラムを実行してその一連の動作
を自動実行させることができる機能のこと。  

マネジメントシステム 
組織が方針及び目標を定め、その目標を達成

するために組織内に構築され、運用・維持され
る仕組み全体のこと。IT や情報セキュリティに
関するマネジメントシステムとしては、ISMS
（情報セキュリティマネジメントシステム）、
ITSMS（IT サービスマネジメントシステム）、
PMS（個人情報保護マネジメントシステム）等
がある。  

マルウエア  
悪意あるソフトウエアを意味する英語

「Malicious Software（まりしゃす･そふとうえ
あ）」を複合、省略して作られた造語で、コン
ピュータウイルス、スパイウエア等の「悪意の
ある」ソフトウエア全般を指す。  

マルチプロセッサシステム 
Multi Processor System／1 台のコンピュー

タに複数のプロセッサを搭載したシステム。複
数のプロセッサで処理を分担することにより、
処理性能を向上することができる。 

  

【み】 
ミラーポート 

Mirror Port／スイッチ機能を持ったネットワ
ーク機器において、パケットの宛先アドレスで
示す機器が接続されたポート以外に、特別に指
定したポートにパケットを出力させることがで
きる。この特別に指定するポートのこと。 
  

【む】 
無線LAN  

無線通信でデータの送受信をするLAN のこ
と。現在一般的に製品が発売されている無線
LANの規格には、IEEE802.11b、IEEE802.11a、
IEEE802.11gがある。  
 

【め】 
メーリングリスト 

Mailing List／電子メールを利用して、特定の
テーマについての情報を複数の利用者の間でや
り取りするシステム。メールサーバ上にメーリ
ングリストを作成し、作成されたメーリングリ
スト専用のメールアドレスに電子メールを送信
すると、登録された利用者全員に同じ内容の電
子メールが配信される。一般にテーマごとに、
メーリングリストが作成される。  

メッセージダイジェスト 
Message Digest／ハッシュ関数を使ってメッ

セージデータを圧縮して生成したデータ。この
データにより元のメッセージが改ざんされてい
ないことを証明することができる。 
  

【ゆ】 
ユーザアカウント 

User Account／コンピュータやネットワーク
内でユーザを識別するために作成されたユーザ
登録情報。ユーザIDのことを指すことも多い。  

ユニバーサルデザイン 
年齢、性別、能力等の別なく、できる限りす

べての人が利用可能であるように、製品や建物、
空間等をデザインすること。米国の建築家でデ
ザイナーでもある、故ロナルド・メイス氏を中
心に1990 年に提唱された。  

ユビキタス 
ubiquitous／語源はラテン語で、『神は至ると

ころに遍在する』の意味。ゼロックスのパロア
ルト研究所で研究されていた「ユビキタス・コ
ンピュータ・プロジェクト」以降、注目された
概念で、あらゆる電子機器がネットワークで接
続され、いつでもどこでもインターネットに接
続可能な状態を言う。  

ゆらぎ  
VoIPの場合、音声パケットの到着時間の間隔に増
減が生じること。 
  

【ら】  
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ランドマーク 
目印、画期的な出来事のこと。 

  

【り】 
リカレント教育 

"人々の生涯にわたって、学習の機会を分散さ

せようとする理念であり、その本来の意味は、

「職業上必要な知識・技術」を修得するために、

フルタイムの就学と、フルタイムの就職を繰り

返すこと。我が国では、一般的に、「リカレン

ト教育」を諸外国より広くとらえ、働きながら

学ぶ場合、心の豊かさや生きがいのために学ぶ

場合、学校以外の場で学ぶ場合もこれに含めて

いる。"  
リスク分析 

リスクが組織のどこに、どのように潜在して

いるのかを、発見・確認し、その大きさを測定

すること。組織やシステムに存在しているリス

クの大きさや影響度を知る事で、効果的なセキ

ュリティ対策を施すことが可能となる。  

リソース 
Resource／「資源」あるいは「資材」のこと。

コンピュータ用語としてのリソースは、コ ンピ

ュータを構成している部品や、機器を指し、例

えばメモリやハードディスク等の記憶装置や、

キーボードやディスプレイ等の入出力装置を指

す。  

リゾルバ 
Resolver／ネームサーバに名前解決の問い合

わせを行うためのクライアントプログラム。  

リポジトリ 
Repository/一般的には、倉庫、貯蔵庫などの

意味があるが、場面によって何を指しているか

は異なる。ここでは情報を一元的に管理するサ

ーバのことを指す。  

リンク 
Link／ハイパーテキストで、テキスト同士を

関連付けること。 

  

【る】 
ルータ 

LAN 間を接続する装置。論理アドレスを認識

してパケットを送信する。TCP/IP では、IP ア
ドレスをみてパケットのルーティング（中継経

路設定）を行なう。  

ルーティング 
Routing／経路制御してネットワークパケッ

トを正しく目的地に届くように制御すること。  

ルートネームサーバ 
Root Name Server／ネームサーバが名前解決

を行う過程で、名前解決をするドメイン名の情

報を持っていなかった場合に、 初に問い合わ

せを行う特殊なネームサーバのこと。 

  

【れ】 
レイヤー防御 

Layer 防御／セキュリティ対策を実施する際、

ひとつの対策技術を過信するのではなく、複数

の対策技術を併用して行うアプローチ。仮に、

一つの対策が破られたとしても、他の対策によ

って安全性を保つことができる。 

  

【ろ】 
ローテート作業 

Rotate 作業／ログを、定期的にバックアップ

を取り、元々の保存場所のログを削除して、常

に 新のログが保存されるように循環させる作

業を指す。例えば毎月1 日に行うことで、後の

解析作業を効率的に行なうことにも繋がる。  

ロードバランサー 
Load Balancer（負荷分散装置）/負荷分散を

実現するための機器のこと。負荷分散装置は、

ネットワークからサーバに対する要求を一元的

に管理し、同様の機能を持った複数のサーバに

要求を転送する。  

ロードバランシング 
Load Balancing（負荷分散）/サーバなどの負

荷が集中するコンピュータ間で負荷が均等にな

るように処理を分散して割り当てることを指す。  

ログ 
Log／コンピュータの利用状況やデータの通

信記録などを時系列に沿って記録したもの。  

ログイン 
Login／アカウントとパスワードを入力する

等して、コンピュータやネットワーク資源を操

作可能な状態にすること。 

  

【わ】 
ワーム 

Worm／主に電子メールなどを介して自己増

殖を繰り返し、破壊活動などを行う悪質なプロ

グラム。狭義のコンピュータウイルスとは違い、

既存のファイルに感染せずに活動できる独立し

たプログラムであるが、一般的にはコンピュー

タウイルスと特に区別されずに考えられている。  

ワンストップサービス 
情報通信技術を活用し、一度の手続きで必要

となる関連手続きをすべて完了させることがで

きるように設計されたサービスのこと。これに

より、手続きの時間短縮や利便性向上を図るこ

とができる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   芦屋町第２次情報化基本計画 別冊（平成 23 年 4 月発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・編集  芦屋町 総務課 情報電算係 

       〒807-0198 

       福岡県遠賀郡芦屋町幸町 2番 20 号 

       TEL 093-223-0881（代表） 

       FAX 093-223-3927 

       芦屋町ホームページ 

       http://www.town.ashiya.lg.jp/ 

       E-mail：joho@town.ashiya.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

電子自治体を推進し 

魅力を活かし みんなでつくる 元気なあしや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-1）別冊表紙
	1/2
	2/2

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-2）別冊①住民アンケート
	1/33
	2/33
	3/33
	4/33
	5/33
	6/33
	7/33
	8/33
	9/33
	10/33
	11/33
	12/33
	13/33
	14/33
	15/33
	16/33
	17/33
	18/33
	19/33
	20/33
	21/33
	22/33
	23/33
	24/33
	25/33
	26/33
	27/33
	28/33
	29/33
	30/33
	31/33
	32/33
	33/33

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-2）別冊②事業所アンケート
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-2）別冊③団体アンケート
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-2）別冊④職員アンケート
	1/16
	2/16
	3/16
	4/16
	5/16
	6/16
	7/16
	8/16
	9/16
	10/16
	11/16
	12/16
	13/16
	14/16
	15/16
	16/16

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（第別章-3）別冊用語集
	1/25
	2/25
	3/25
	4/25
	5/25
	6/25
	7/25
	8/25
	9/25
	10/25
	11/25
	12/25
	13/25
	14/25
	15/25
	16/25
	17/25
	18/25
	19/25
	20/25
	21/25
	22/25
	23/25
	24/25
	25/25

	◆◆芦屋町第2次情報化基本計画－本文（別冊裏表紙）
	1/2
	2/2


