
応用情報技術者標準教科書(2013 年版) 正誤および補足 2013/4/19 現在

以下は「応用情報技術者標準教科書（2013 年版）」の正誤事項と、2014 年版(仮称)への追記を検討して

いる項目です。正誤事項は後日、まとめると共に、出版社ページの正誤表に反映を依頼します。それ以

外の項目は 2013 年度版の補足として公開します。

p.2 欄外[別名]【項目追記】

否定論理積素子（回路） → NAND ゲート

p.5 1.1.3 構成部品および要素と実装、論理設計 基本情報までで問われる用語・知識の確認【項目

追加】

・コンデンサ 蓄電・放電作用を持つ構成部品で、ノイズの除去などにも用いられます。

p.21 1.3.5 記憶媒体の種類と特徴 基本情報までで問われる用語・知識の確認【項目追加】

・ディスクアットワンス CD-R や DVD-R などへの一括書き込み方式。書換や追記は不可。

p.70 2.6.1 マルチメディア 基本情報までで問われる用語・知識の確認【項目追加】

・CMS コンテンツ管理システム。Web コンテンツを統合的に管理するもの

[略語] CMS：Content Management System

p.122 表 4.1 UML の主な図法【項目追加】

・オブジェクト図 クラス図を具体化したもの。クラス間に複雑な関係がある場合に、クラスから生成され

るオブジェクトを示すことでインスタンス間の関係を

表現するために用いる。

p.123 4.3.4 業務分析や要件定義に用いられる手

法〔2〕抽象ユースケース【中項目追加】

ユースケース図には、抽象ユースケースを記述す

ることができます。抽象ユースケースとは、他のユー

スケースと特化(汎化)の関係にあるユースケースで

す。ユースケース間に継承関係を示す白三角矢印を

書き加えて表します。

p.140 欄外[別名]【項目追記】

命令網羅→C0 網羅、判定条件網羅→分岐網羅/C1 網羅、条件網羅/複数条件網羅→C2 網羅

p.206 6.2.4〔1〕ダイクストラのアルゴリズム 4 行目＆p.207 図 6.5 タイトル【正誤】

【誤】 SW18 春午後 I 問 3 より

【正】 SW18 春午後 I 問 5 より



p.219 6.5.1〔1〕XML の内部仕様や関連技術・用語【項目追加】

RSS：Web サイトのフィード（見出しや要約の情報）を XML 形式で提供するもの。指定した Web サイトを巡

回し、フィードの更新情報を取得してリンク一覧を作成するソフトウェアが RSS リーダ。

[略語] RSS：RDF（Resource Description Framework） Site Summary または Rich Site Summary

p.272 8.1.6〔1〕暗号化 1 行目【正誤】

【誤】 公開鍵と秘密鍵（⇒p.317（9.1.2）参照）

【正】 公開鍵と秘密鍵（⇒p.321（9.1.6）参照）

p.282 欄外[別名]【項目追記】

ハブ→リピータハブ

p.318 9.1.3 脅威 DoS 攻撃【正誤】

【誤】 伝送制御キャラクタの SYN（⇒p.263（8.1.5）参照）

【正】 伝送制御キャラクタ（⇒p.271（8.1.5）参照）の SYN

p.326 9.1.9 ④生体認証技術 基本情報までで問われる用語・知識の確認【項目に追記】

・生体認証技術 …。身体的特徴のみならず、行動的特徴を抽出して認証する方式もあります。これは人

間のくせを捉えることで、署名するときの速度や筆圧（書きくせ）をデータ化して個人を識別・認証すること

が該当します。

・隆線 指紋を形成する線。隆線の結合点や分岐点をマニューシャといい、これを特徴点として抽出して

認証するのが指紋認証です。

p.326 9.1.10 ⑤公開鍵基盤 基本情報までで問われる用語・知識の確認 PKI【正誤】

【誤】 公開鍵暗号方式（⇒p.317（9.1.2）参照）

【正】 公開鍵暗号方式（⇒p.321（9.1.6）参照）

p.340 表 9.9 技術的セキュリティ対策の追加要素【行追加】

・逆アセンブル バイナリコード（機械語プログラム）からアセンブリ言語で記述されたソースコードを得る

ことで、新種のコンピュータウイルスの動作を解明する作業を効率化できる

p.340 9.4.2〔2〕コンピュータウイルス検出手法の留意点【中項目追加】

パターンマッチングでウイルスを検知する方式は，既知のウイルスやその亜種の検知には有効ですが、

暗号化された文書中のマクロウイルスの場合、比較による検知ができないため有効とはいえません。ま

た、ファイルのハッシュ値を基にウイルスを検知する方式は，感染前のファイルのハッシュ値があれば比

較することでウイルスの感染がわかりますが、未知のウイルスがどのウイルスの亜種かを特定すること

などはできません。なお、不正な動作からウイルスを検知する方式は，新種のコンピュータウイルスの動

作を解明するのに有効な手法ですが、通常、類似の動作をするウイルスが多くあり、ウイルス名を特定

するのに確実な手法とはいえません。



p.347 表 9.13 無線 LAN の主なセキュリティ技術 - SSID【差替】

無線 LAN アクセスポイントの識別コードで、複数のアクセスポイントを設置したネットワークでも使えるよ

う拡張したものが ESSID。SSID が一致しないノードからのアクセスを制限できるが、規定値では接続候補

一覧に表示されてしまうため、非表示にすることをステルス化という。但し、ノードで共有されるため、セキ

ュリティ技術としては弱い。

[略語] ESSID：Extended SSID

p.350 9.5.4〔2〕Web アプリケーションセキュリティ【差替】

Web クライアントが Web サーバに送信するデータを検査することや、Web アプリケーションのぜい弱性

を解消することで、Web アプリケーションセキュリティを実現します。前者により、SQL インジェクション（⇒

p.348（9.5.5〔1〕）参照）などの攻撃を遮断する技術として WAF（Web アプリケーションファイアウォール）

があります。

また、クロスサイトリクエストフォージェリ（⇒p.319（9.1.5）参照）などを防止するために、ログイン画面

からの会話の流れにおいてページトークンを受け渡す技法を用います。ページトークンは HTML の

hidden パラメータによって送受信する秘密情報で、受け渡しは必要最小限の範囲で行うことがポイント

です。なお、パラメータを URL に付加する GET メソッドでアクセスすると、ページトークンも付加してしまう

ため、出力の効率が低い代わりにパラメータを URL に付加しない POST メソッドを用います。

p.386 表 11.10 代表的なコスト見積り手法【行追加】

・Doty モデル：LOC 法の一種で行数の指数乗を用いて見積もる手法

・Putnam モデル：開発に必要な工数の時間的な変化を考慮した動的モデル。プロジェクトの困難度を見

積りに加味できる。

p.449 13.1.16 ④知的財産権関連法規【参照に変更】

【現】営業秘密管理指針（不正競争防止法による保護を受けられるような、情報の管理方法等を解説して

いるガイドライン）

【新】営業秘密管理指針（p.449（13.1.16〔1〕）参照）

p.449 13.1.16〔1〕営業秘密管理指針【中項目追加】

経済産業省の営業秘密管理指針は、企業の営業秘密が不正競争防止法による保護を受けられるよう

にするための、情報の管理方法等を解説しているガイドライン。この指針では、営業秘密について秘密

管理性（秘密として管理されていること）、有用性（事業活動に有用な情報であること＝その情報が客観

的に有用であること、その情報が公序良俗に反する内容ではないこと）、非公知性（公に知られている情

報ではないこと＝保有者の管理下以外では一般に入手できないこと）を上げており、これが監査におけ

るチェックポイントとなります。秘密管理性が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理

していると認識できる状態にあることが必要です。具体的には、情報にアクセスできる者を特定すること

と、情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること、の二つが要件となります。



p.487 14.6.5 要件定義の手法 1 行目【正誤】

【誤】 構造化設計（⇒p.123（4.4.8）参照）

【正】 構造化設計（⇒p.129（4.4.8）参照）

p.487 14.6.5 要件定義の手法 2 行目【正誤】

【誤】 オブジェクト指向設計（⇒p.124（4.4.9）参照）

【正】 オブジェクト指向設計（⇒p.130（4.4.9）参照）

p.490 14.7.2 調達計画〔3〕フィット＆ギャップ分析【中項目追加】

RFP におけるシステム要求で、ASP やソフトウエアパッケージの活用を提案する場合については、ユー

ザ独自の機能を実現するためのカスタマイズを行うことを提案依頼事項に含めます。この時、業務要求

や現行システム機能との差異を調査・分析・評価する作業をフィット＆ギャップ分析（フィットギャップ分析）

といいます。

p.508 表 15.2 全社戦略の策定に関連する概念と用語【項目追加】

・デューディリジェンス：投資対象が適格がどうかを把握するために行う調査活動

p.539 15.9.3 ③ e-ビジネスの進め方 基本情報までで問われる用語・知識の確認【項目追加】

・ドロップシッピング：販売代行型のインターネットショップの運営形態。在庫を持つ必要がなく開業しやす

いのが特徴ですが、一般に収益性は低くなります。

p.574 表 16.12 ゲーム理論に関連するその他の概念や用語【項目追加】

・マクシマックス原理：ゲームで手を選択するのにあたって、各選択肢の結果で最も利益が大きいもの同

士を比較して、その中から利得が最大になる可能性があるものを選択する考え方

p.580 表 16.18 業務分析・業務計画に関連するその他の概念や用語【項目追加】

・因果関係分析法：因果関係の有無や強弱によって要素間の関係を分析する手法。問題点の構造の把

握などに用いる。

・時系列回帰分析法：時間の経過による実績値の変化を元に回帰分析を行い、これを今後の予測に用

いる手法。

p.588 16.3.8〔2〕資金繰りと売掛金・買掛金・手形【中項目追加】

運転資金に影響を与える要素として、売掛金（未だ受け取っていない代金）、受取手形（売掛金を証券

にしたもの）、買掛金（未だ払っていない代金）、約束手形（買掛金を証券にしたもの）などがあります。売

掛金や受取手形が増大すると流動資産が増えますが、資金繰りに悪影響を与えますので、早め早めの

現金化を心がけます。また、棚卸資産（⇒p.589（16.3.9）参照）の増大も資金繰りの悪化につながること

があります。

p.690 表 16.26 経済性計算に関連する概念や用語【項目に追記】

・IRR 法 … IRR は内部収益率ともいい、ROI と共に投資案件の投資効果評価に用いる


