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〔No. 1〕 コンピュータの５つの基本機能である入力、記憶、演算、制御及び出力

のうち、命令を取り出す機能と解釈を行う機能の組み合わせとして適切なものはど

れか。 

 

1．命令の取り出し：記憶、命令の解釈：制御 

2．命令の取り出し：制御、命令の解釈：演算 

3．命令の取り出し：入力、命令の解釈：出力 

4．命令の取り出し：演算、命令の解釈：制御 

5．命令の取り出し：入力、命令の解釈：演算 

 

 

 

〔No. 2〕 ハードディスクの障害対策として用いられる RAID5の説明として最も適

切なものはどれか。 

 

1．ビット単位に分割されたデータと誤り訂正符号のパリティをディスクに分散

させて記録する方式 

2．２台のディスクに同じデータを同時に記録する方式 

3．ビット単位に分割されたデータをディスクに分散させて記録し、誤り訂正符

号のパリティは専用のディスクに記録する方式 

4．ブロック単位に分割されたデータとパリティが複数のディスクに分散して記

録される方式 

5．データを複数のディスクに均等に振り分け、同時並列で記録する方式 

 

 

 

〔No. 3〕 コンピュータの主記憶装置において、プログラムが使用しなくなったメ

モリ領域を自動的に開放し、使用可能領域を増やすことを何というか。 

 

1．ダイレクトメモリアクセス 

2．スナップショット 

3．ガベージコレクション 

4．フラグメンテーション 

5．スワッピング 
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〔No. 4〕 コンピュータの電源を投入し、OSが起動して通常の操作が可能になるま

での一連の処理の流れを何というか。 

 

1．ラウンドロビン 

2．ブートストラップ 

3．ラッチアップ 

4．スループット 

5．フォールトトレランス 

 

 

 

〔No. 5〕 ネットワーク上に接続されているルータ、スイッチやサーバ等の通信機

器で機器異常が発生した場合に、検知システムに対して障害を通知したり、検知シ

ステムからの要求に応じて、現在の状態を取得・応答するために利用されている通

信プロトコルは何か。 

 

    1．NTP 

    2．POP 

    3．SNMP 

    4．HTTP 

    5．SSL 

 

 

 

〔No. 6〕 IPv4 の IP アドレスのネットワーク部とホスト部を分割するために利用

される数値は何か。 

 

    1．IPv6 

    2．サブネットマスク 

    3．プライベート IPアドレス 

    4．ポート番号 

    5．MTU 
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〔No. 7〕 無線LANに関する説明として誤っているものはどれか。 

 

1．無線 LAN に関する標準化は、IEEE（米国電気電子技術者協会）の 802 委員会 

で行われている。 

2．無線 LAN の規格である IEEE802.11b のアクセス制御方式は CSMA/CA が採用さ

れている。 

3．ESSIDや SSID とは、無線通信の論理的グループを形成するためのネットワー

ク番号のことである。 

4．無線 LAN に対する脅威としては、セキュリティレベルの低いアクセスポイン 

トへの不正侵入や通信内容の盗聴がある。 

5．無線 LAN の暗号技術である WPA には脆弱性が見つかっているため、暗号化に 

は WEPが使われるようになった。 

 

 

 

〔No. 8〕 TCPプロトコルに関する説明として正しいものはどれか。 

 

1．データリンク層で利用されるプロトコルである。 

2．コネクションレス型のプロトコルである。 

3．効率的な通信を優先する場合は TCP を、信頼性の高い通信を優先する場合は

UDPを選択する。  

4．TCPの特徴として、再送制御、輻輳制御の機能を持つ。 

5．MACアドレスを元にデータの送受信を行う。 

 

 

 

〔No. 9〕 ネットワークに接続された端末がデータを送信する際に、伝送路が使用

中かどうかを調査して、使用中でなければデータを送信し、衝突を検知したらラン

ダムな時間が経過した後に再送するアクセス制御方式を何というか。 

 

1．CSMA/CD 

2．FIFO 

3．IPマスカレード 

4．トークンパッシング 

5．ISMS 
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〔No. 10〕 IP パケットフィルタリングのルールのうち、DROP と DENY についての

正しい説明の組み合わせはどれか。 

 

   DROP：パケットを通過させ、その旨を通知する。 

DENY：パケットを通過させ、その旨を通知しない。 

   DROP：パケットを破棄し、その旨を通知する。 

DENY：パケットを通過させ、その旨を通知する。 

   DROP：パケットを破棄し、その旨を通知する。 

DENY：パケットを破棄し、その旨を通知しない。 

   DROP：パケットを通過させ、その旨を通知しない。 

DENY：パケットを通過させ、その旨を通知する。 

   DROP：パケットを破棄し、その旨を通知しない。 

DENY：パケットを破棄し、その旨を通知する。 

 

 

 

〔No. 11〕 DMZに設置しているサーバがインターネットからの「ping」に応答しな

いように設定したい。この場合にファイアウォールで“通過禁止”にすべき通信と

して適切なものはどれか。 

 

1．TCP/110 

2．UDP/123 

3．UDP/53 

4．ICMP 

5．TCP/80 

 

 

 

〔No. 12〕 IPアドレス「192.168.8.140/26」のネットワークアドレスとして適切な

ものはどれか。 

 

1．192.168.0.0 

2．192.168.8.128 

3．192.168.8.136 

4．192.168.8.0 

5．192.168.8.140 

1． 

2. 

3． 

4． 

5． 



5 

 

〔No. 13〕 次の Java プログラムの説明、実行結果例及びプログラムを読んで、プ

ログラム１の           a           に入れる命令文として正しいものを選べ。 

 

（Javaの配列は添字を指定することで、その配列に格納されている要素を取り出し

たり、格納することができる。配列の添字は scores[0] のように[]と数値で指定

し、添字は 0から始まる。） 

 

1．int inputConvert = input % 50; 

2．int inputConvert = input % 1; 

3．int inputConvert = 100 / input; 

   4．int inputConvert = input / 10;  

5．int inputConvert = input / 100; 

 

    ※ 算術演算子である「/」は 除算の商を、「%」は除算の余りを計算する。 

      例： 10 / 3 = 3,  10 % 3 = 1 

 

[プログラムの説明] 

このプログラムは入力された複数の点数（0～100）を、点数帯（0～9、10～19、

20～29、…、100）ごとに件数を集計し、その割合（パーセント）を棒グラフで表示

するプログラムである。 

クラス ScoreStore は、入力された点数の点数帯を判断し、点数帯毎の件数を配

列に格納する。また、その配列を元に点数帯の割合を示す棒グラフの描画処理を実

装するクラスである。 

・ メソッド setScore は入力された点数から、点数帯を判断し点数帯毎の件

数の配列の値をカウントアップする。また、登録件数の合計の値をカウント

アップする。 

・ メソッド getScoreCount は処理された登録件数を返却する。 

・ メソッド showGraph は点数帯毎の割合（パーセント）を表現する棒グラフ

を描画する。棒グラフの 1パーセントは”|”で表現する。 

クラス ScoreCounter は、メインプログラムである。 

・ メソッド main は入力された点数のエラーチェックを行い、ScoreStoreへ

の格納及び ScoreStore の棒グラフ描画処理を呼び出す。 
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[実行結果例] 10件の点数を入力した場合 

点数 or q(Quit) ⇒ 55 
点数 or q(Quit) ⇒ 57 
点数 or q(Quit) ⇒ 85 
点数 or q(Quit) ⇒ 86 
点数 or q(Quit) ⇒ 89 
点数 or q(Quit) ⇒ 92 
点数 or q(Quit) ⇒ 96 
点数 or q(Quit) ⇒ 98 
点数 or q(Quit) ⇒ 98 
点数 or q(Quit) ⇒ 100 
点数 or q(Quit) ⇒ q 
入力された点数は 10件です。 
 ----- 点数分布 ----- 
 0～ (  0％ ) : 
10～ (  0％ ) : 
20～ (  0％ ) : 
30～ (  0％ ) : 
40～ (  0％ ) : 
50～ ( 20％ ) :|||||||||||||||||||| 
60～ (  0％ ) : 
70～ (  0％ ) : 
80～ ( 30％ ) :|||||||||||||||||||||||||||||| 
90～ ( 40％ ) :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
100  ( 10％ ) :|||||||||| 
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[プログラム１] 

 

  

import java.util.Arrays; 
 
public class ScoreStore { 
     
    // 各点数帯の件数を格納する配列 

// 点数帯ごとの件数を格納するため配列の長さは 11とする。） 
    int[] scores = new int[11]; 
    // 入力された点数の合計件数を格納する変数 
    int scoreCount = 0; 
     
    { 
        // 配列の初期化（すべての要素に 0を格納） 
        Arrays.fill(scores, 0); 
    } 
     
    // 点数を配列に格納するとともに、合計件数を増加させる 
    public void setScore( int input ){ 
 
                                     
 
        scores[inputConvert]++; 
        scoreCount++; 
    }  
     
    // 合計件数を返却 
    public int getScoreCount(){ 
        return scoreCount; 
    } 
     
    // テキストでグラフを描画 
    public void showGraph(){ 
        System.out.println(" ----- 点数分布 -----"); 
 
        for (int i = 0; i < scores.length; i++){ 
 
            // 各点数帯の見出しを出力 
            if ( i != 10 ){ 
                System.out.print(String.format("%2d～ ", i * 10)); 
            }else{ 
                System.out.print(String.format("%d  ", i * 10)); 
            } 
 
            // 各点数帯の割合（パーセント）の算出と出力 
            int scorePercent = Math.round(scores[i] * 100 / scoreCount); 
            System.out.print(String.format("(%3d％ ) :", scorePercent)); 
                 
            // 各点数帯の割合（パーセント）のグラフを描画 
            // '|'が１パーセントを表す 
            for (int j = 1; j <= scorePercent; j++){ 
                System.out.print("|"); 
            } 
     
            System.out.println(); 
        } 
    } 
     
} 

 
a 
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[プログラム２] 

 

[ 利用している演算子や関数の説明 ]  

・ 算術演算子である「++」は指定した変数に 1を加算する。 

例： scoreCount の値が 1 であれば、「scoreCount++」を実行することで、

scoreCount は 2となる。 

・ 算術関数の「Math.round()」は、引数で与えられた小数を、四捨五入により整数

にする。 

例： 「Math.round(1.5)」は 2となる。  

 

 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
public class ScoreCounter { 
 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
        ScoreStore score = new ScoreStore(); 
         
        // 標準入力から入力を受け取る inputReader を作成 
        BufferedReader inputReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
         
        while(true){ 
            System.out.print("点数 or q(Quit) ⇒ "); 
            // 標準入力から入力値を読み込む 
            String inputString = inputReader.readLine(); 
             
            if ("q".equals(inputString)){ 
                break; 
            } else { 
                try { 
                    // 入力値（文字列）を数値に変換 
                    int inputValue = Integer.parseInt(inputString); 
                     
                    if ((inputValue >= 0) && (inputValue <= 100)){ 
                        score.setScore(inputValue); 
                    }else{ 
                        // 入力された点数が 0～100の範囲外の場合 
                        System.out.println("[エラー] 0～100の数値を入力してください。 "); 
                    } 
                } catch (NumberFormatException e){ // 数値以外が入力された場合に例外が発生 
                    // 点数(数値)または'q'以外が入力された場合の処理 
                    System.out.println("[エラー] 数値を入力してください。 "); 
                }            
            } 
        } 
         
        // 入力された点数の合計件数を表示 
        System.out.print("入力された点数は "); 
        System.out.print(String.format("%d",score.getScoreCount())); 
        System.out.println("件です。"); 
                 
        // 入力された点数分布をテキストで描画 
        score.showGraph(); 
         
    } 
     
} 
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〔No. 14〕 〔No. 13〕の設問のプログラムにおいて、点数の入力の際に誤って 120

点を入力した場合、どのように処理されるか。正しいものを選べ。 

 

1．100点として処理する。 

2．120点として処理する。 

3．「[エラー] 0～100 の数値を入力してください。」と表示し、再度入力を求め

る。 

4．「[エラー] 数値を入力してください。」と表示し、再度入力を求める。 

5．0点として処理する。 

 

 

 

〔No. 15〕 ポリモーフィック（多態性）型ウイルスの説明として適切なものはどれ

か。 

 

1．ファイルを暗号化するなどの方法によってコンピュータの利用を制限し、制 

限を解除する代わりに金銭を要求する。 

2．パターンマッチングで検出されにくくするため、感染のたびに異なる暗号化・ 

復号化ルーチンを生成し、ウイルスコードを暗号化する。 

3．複数のオペレーティングシステムで利用可能なプログラム言語で作成されて 

いるため、オペレーティングシステムによらず動作する。 

4．プロセスを偽装するなどの方法によってウイルスに感染していないように見 

せかけ、ウイルスを隠蔽する。 

5．利用者が気付かないうちに、バックグラウンドで個人情報やコンピュータの 

情報を収集する。 
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〔No. 16〕 ルートキットの説明として適切なものはどれか。 

 

1. アプリケーションを開発するためにソフトウェア技術者が使用するツールを

まとめたもの。 

2. ネットワークに接続されているシステムの脆弱性の有無をテストするための

ツールをまとめたもの。 

3. インターネットにおける最良の経路を決定するために用いられるツールをま

とめたもの。 

4. 攻撃者がコンピュータに侵入後に利用者に気付かれることなくシステムへの

アクセスを維持するために用いられるツールをまとめたもの。 

5. ネットワーク調査やセキュリティ監査に利用されるオープンソースのツール

をまとめたもの。 

 

 

 

〔No. 17〕 DNSキャッシュポイズニングの説明として適切なものはどれか。 

 

1． 攻撃対象のサービスを妨害する目的で、DNSサーバに対して送信元を攻撃対

象に偽装した再帰的な問い合わせを大量に行う攻撃のこと。 

2． DNSサーバが保存するゾーン情報をまとめて転送させることにより、内部情

報を盗み出す攻撃のこと。 

3． TXTレコードと呼ばれる付加データを持たせた複数のDNSサーバを利用して、

標的とするコンピュータにTXTレコードを含む膨大な応答を送りつける攻撃の

こと。 

4． DNSサーバのキャッシュに不正プログラムを記録し、問い合わせにきたコン

ピュータに不正プログラムを感染させる攻撃のこと。 

5． DNSサーバのキャッシュに偽のドメイン情報を書き込み、正規のサイトでは

ないサイトへ利用者を誘導する攻撃のこと。 
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〔No. 18〕 禁制品や盗品の売買、サイバー犯罪等に利用される、特別なブラウザを

使用しなければ閲覧することができないウェブサイトの総称を何というか。 

 

  1．ブラックウェブ 

  2．デンジャラスウェブ 

  3．ダークウェブ 

  4．アングラマーケット 

5．ジャンキーウェブ 

 

 

 

〔No. 19〕 サイバー犯罪・サイバー攻撃に関する説明として正しいものはどれか。 

 

1．過去５年間のサイバー犯罪の検挙件数は年々減少しており、サイバー空間に 

おける脅威は深刻化していない。 

2．サイバー攻撃は年々増加傾向にあるが、その手法は単純化、画一化してきて 

いる。 

3．インターネットバンキングに対する不正送金事犯については、ウイルス対策

ソフトを活用した対策等がなされているにも関わらず、平成24年以降の発生件

数は増加傾向にある。 

4．サイバー空間の脅威に対処するためには、民間事業者との連携が重要であり、

警察では、人事交流や不正プログラムの情報共有枠組みの構築等の各種取組みを

行っている。 

5．サイバー犯罪・サイバー攻撃の対処については、世界各国で取組み方法が異 

なるため、国境を越えた捜査共助は実施されていない。 
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〔No. 20〕 次の記述のうち、違法行為にあたるものを全て選んだ組み合わせとし

て正しいものはどれか。 

 

ア ファイル共有ソフトを利用して自分が作詞・作曲した楽曲をインターネット上

に公開した。 

イ 他人の ID・パスワードを入力して通販サイトにログインしたが、商品の注文は

せずにログアウトした。 

ウ インターネット上で他人の ID・パスワードリストが公開されていたので、自身

のパーソナルコンピュータ内に保存した。 

エ サーバに多大な負荷を与える機能を持つコンピュータウイルスを作成して、イ

ンターネット上に公開した。 

オ SNSで見知らぬ相手からメッセージが届いていたので、その相手をブロックし

て、メッセージについては無視した。 

 

 

1．イ、ウ、エ 

2．ア、ウ、オ 

3．ア、ウ、エ、オ 

4．イ、ウ、オ 

5．ウ、エ 

 


