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1.              名

(1)         
 相互接続               内  CP/IP
 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
       接続  世界規模        

(2)      名
         上 所属      表      
 特定 団体 企業   識別     名前 

     名 通常  組織名 組織区分 国    形

  構成      
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1.1  組織区分    例

   組織名

ac 大学   高等教育機関 学術機関

ad       管理組織

ed 初等 中等教育機関

co 企業   営利組織

go 政府組織

ne                   組織

gr 財団法人 社団法人  

or   他 組織
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1.2  国別    例

   国 名

jp 日 本

us     

uk     

fr     

au        

cn 中国

kr 韓国

com 共通 各国共通 
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2.  WWW及 http https 違 

(1) http  
  http (Hypertext Transfer Protocol )  指定 
 情報            間 転送  事 

 目的   単純      (取 決 ) 
(2) WWW  
    WWW(World Wide Web)        上 
  膨大 情報         画像 用   誰  
   簡単 検索 収集             
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2.1  http https 違 

(1) https  
  https (Hypertext Transfer Protocol Security) 
     送受信    使           

 http      暗号化機能 付         
(2) https 使用     暗号 表示
  https Web              等 記入
      枠 右                  接続 SSL 
      3.0 RC4 / 128    暗号 (高); RSA / 1024    交換
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3.  Internet Explorer 基本操作

(1) Internet Explorer 起動
                                 
(2)              設定
                       
(3)  気 入  設定
  登録 Web    気 入        
      気 入  追加(A)      
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4.  Web   閲覧 操作例

(1) Google (www.google.co.jp) 下記検索
 (a)  “平塚駅前” “         ”
 (b) 平塚駅前          
(2) 英文等 結合  名称 検索    
 (a)  後 保範 : 非結合検索
   (b) 後保範  : 結合検索(yahoo),非(google)
   (c) “後保範” : 結合検索
 一般 英字 大文字 小文字 区別 無 
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4.1  検索     分類

検索     分類
(1)       型
  担当者  登録申請    Web      
      有益 認  Web    登録    
  Yahoo! (www.yahoo.com)  
(2)     型
    Web             Web上 自動的 
 巡回      収集         作成   
  Google (www.google.co.jp)  
  goo (www.goo.ne.jp)   
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5. 電子    基礎知識

(1)        
  電子    利用     電子        
                 等)  必要     
     宛先      名@    名  構成 
(2)       
      送受信      提供         
  受信   (pop) 送信   (smtp)    
(3)          
                      送受信 
         (      ) 

12

5.1 電子    種類

(1) POP   
  Outlook Express            送受信
             契約 大学等 配布)    
         (       等) 入手 

(2) WEB   
    Internet Explorer     WEB       
           送受信     

 大学等         等 入手 
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5.2 POP    WEB    違 

POP   WEB   
必要 
 環境

        接続
      同左

必要 
     

Outlook Express
         

Internet Explorer 
Netscape Navigater

利点 保存容量 大      利用可能

欠点 利用設定 必要 保存容量 少  

    
保存場所

自分     各WEB      
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6. Web     送受信

(1) Web St@tion    使用
  神奈川大学HP  Web St@tion       
     MNS            入力      
    OTP入力     
(2)     送信
         新規作成  宛先 件名 本文記載 
     必要  添付     追加  送信
(3)     受信
         受信確認  見          
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6.1 電子    各種機能

WebSt@tion      設定  使用 
(1)      設定
 指定    転送及 破棄 設定 

(2)        帳設定
     使         登録 編集
(3) 署名
   送付      所属 名前等 追加
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6.2 Outlook Express  送受信

(1) Outlook Express 使用
  Outlook Express 初期設定 必要 
                Outlook Express
(2)     送信
        新規作成  宛先 件名 本文記載 
   必要  添付     追加  送信
(3)     受信
        受信確認  見          
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6.3 Outlook Express 初期設定

POP    使用             
初期設定 必要   

Output Express 6  初期設定
 下記 Web 参照       

http://www.catv296.ne.jp/html/support/mail_
winoe6.htm
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7.  演習課題

       検索  脆弱性問題 発生  

SSL 3.0 関 下記 調      提出   
  (1)  SSL 3.0  
  (2)  SSL 3.0 脆弱性  
  (3)  脆弱性 見    年/月
 (4)  対策方法 簡単  


