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第 1章　インターネットの基礎知識

1-1　インターネットとは？

　世界中のコンピュータを相互に接続することで形成された “ グローバルな

ネットワーク（情報通信網）” のことを、「インターネット（Internet）」と

いいます。

　インターネットを利用できるコンピュータはパソコンに限らず、スマー

トフォン、携帯電話など、さまざまな通信機器で利用することができます。

　一般家庭にインターネットが普及し始めたのは 1995 年頃からで、今では

私たちの生活を支える社会基盤ともなっています。調査によると、2018 年

時点の日本におけるインターネット利用率（13 歳以上）は 8 割にも上ると

のデータもあります（図 1-1）。

図 1-1　インターネット利用者数及び利用者の割合の推移（個人）

（出典）総務省「通信利用動向調査」

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
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　今後も、インターネットが利用できるデバイス（機器・装置）は変化・多

様化しながら、インターネットの利活用はより一層盛んになっていくと見

られます。

1-2　コンピュータの役割

　インターネットは、会社や学校、家庭などで構成される小さなネットワー

ク（LAN）を外部のネットワークにも接続することにより、世界中で通信

が可能になる仕組みです。

　インターネットに接続されているコンピュータの役割には、下記のよう

に「サーバー」と「クライアント」の 2 つの種類があります。

　

■サーバー：情報やサービスを他のコンピュータに提供

■クライアント：提供された情報やサービスを利用

　例えば、スマートフォンで図書館の書籍について調べる場合、図書館の

コンピュータは書籍の情報を提供する「サーバー」の役割を、スマートフォ

ンはサーバーから書籍の情報を引き出し、利用する「クライアント」の役

割を果たしています（図 1-2）。

図 1-2　サーバーとクライアント
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1-3　IP アドレスとパケット

　インターネットに接続するコンピュータやスマートフォンは、1 台 1 台が

異なる「IP アドレス」をもちます。IP アドレスはインターネット上の住所

といえるもので、「198.55.123.100」のようなデータで表され、インターネッ

ト上の情報の行き先を指定するために使用されます（図 1-3）。

　また、インターネットを通じてデータを送受信する際、インターネット

内の回線にかかる負荷を軽減するため、データは「パケット」という単位

に分割されます。

図 1-3 インターネットの概念

1-4　インターネットの活用方法

　インターネットを通してさまざなことが可能になりますが、主なものと

しては次のような活用方法があります。

■離れた場所にいる人とのやりとり
　個人間でのメールの送受信や複数人が参加するディスカッション、掲

示板やブログなどでの意見の発信など、さまざまな形態で、地域や国を

越えて、世界中の人と交流することができます。
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9

■テキスト、音楽、映像などの双方向配信
　テキストや音声、動画など、さまざまな情報を双方向でやりとりする

ことができます。音楽を手軽に入手したり、自分が制作した動画を世界

中の不特定多数の人に配信したりできます。

■商品やサービスの販売・購入
　インターネット上で商品やサービスを売買することができます。これ

を「電子商取引」と呼び、商品を検索して購入できるネットショッピン

グが代表的です。実店舗を構えなくても物品の販売、オークションへ参

加することもできます。

■グローバルなビジネス
　地域や国籍、言語を問わず、地球規模でのビジネスが可能になってい

ます。以前はテレビや新聞といったマスメディアを活用した広報・広告

活動が主でしたが、インターネットを通してターゲットとなる市場に直

接商品の情報を伝えることができます。また、電子マネー、ネットバン

キングが普及し、多くの人が金融取引に参入できるようになりました。

■災害時の活用
　インターネットの利点として、利用環境さえ整っていれば、24 時間

いつでも、どこからでも情報のやりとりができることが挙げられます。

この特性が活用されている事に、災害時の情報伝達があります。電話が

つながらず、報道機関も限られた情報発信しかできない状態の中でも、

多くの人が SNS を通して被災状況や遭難者の位置などを発信すること

が救援活動に役立っています。
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1-5　インターネットが抱えるリスク

　インターネットの発達により、私たちはさまざまな恩恵を受けています。

　一方、インターネット上での詐欺事件や、コンピュータウイルスによる

サイバー犯罪、個人情報の流出といったトラブルが年々増加しているのも

事実です（図 1-4）。間違った使い方や悪意をもった使い方をした場合の被

害には計り知れないものがあります。

　こうしたインターネットが抱えるリスクに対処するためには、法律によ

る規制や技術的な対策とともに、利用者のマナー・モラルの向上、情報活

用スキル（メディア・リテラシー）の習得などが欠かせません。
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図 1-4 サイバー犯罪の推移

サイバー犯罪の検挙件数の推移 ネットワーク利用犯罪の内訳
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第 2章　インターネットの多様なサービス

2-1　Web サイトの基本

　インターネットで情報を公開するページを、「Web サイト」「Web ページ」

あるいは「ホームページ」といいます。Web サイトの内容は、インターネッ

ト上にある「Web サーバー（Web サイト公開専用のコンピュータ）」に保

存されています。

　Web サイトは、Web サイトを閲覧するための専用ソフトウェアである

「Web ブラウザ」に「URL」を指定することで閲覧できます（図 2-1）。

　URL とは、インターネット上の情報が格納されている場所を示す文字列

で、下記のような構成をもちます。

例）ヤフーのトップページの URL

ドメイン：�Web サイトなどのインターネットサービスを
提供するサーバーを表す文字列。

WWW（World�Wide�Web）：�世界中のサーバーで公開されて
いる情報を Web サイトとして閲
覧できる仕組み。

https://www.yahoo.co.jp/
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Web ブラウザを使うことで、Web サイトのほか、電子掲示板、ブログ、

SNS、ショッピングサイトなどのサービスを閲覧・利用することができます。

［代表的な Web ブラウザ］

・ Microsoft IE、Edge

・ Google Chrome

・ Mozilla Firefox

・ Apple Safari

　

　なお、Web サイトにアクセスした履歴は、Web サーバーを公開する企業・

個人や通信プロバイダーによって記録されています。SNS などにメッセー

ジを書き込んだりアクセスする際は、常に記録されていることを踏まえて

インターネットを使用するようにしましょう。

図 2-1 Web ブラウザで URL を指定

図5-2  WebブラウザでURLを指定

WebサーバーYで公開されているホームページのURL
「http://www.yyy.com」

WebサーバーZで公開されているホームページのURL
「http://www.zzz.com」

クライアント

WebサーバーY

WebサーバーZ

URL「http://www.yyy.com」を
Webブラウザで指定

URL「http://www.zzz.com」を
Webブラウザで指定
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2-2　電子メールの基本

　「電子メール（e-mail）」により、パソコンやスマートフォン、タブレット

端末などの通信機器を使ってインターネット上で情報をやりとりすること

ができます。文章以外に、「添付ファイル」として画像や動画、音声などの

受発信が可能です。

　電子メールを利用するには、個人やコンピュータを特定する「メールア

ドレス」が必要になります。

例）電子メールアドレス

　電子メールは、メーラー（メール専用のソフトウェア）や Google、ヤフー

等が提供する Web 上での電子メールサービスで利用することができます。

ユーザー名　＠ドメイン名　の形で記す。

ドメイン名：�インターネット上の住所にあたる。所属す
る組織や加入しているインターネットサー
ビス事業者の識別名が使われる。

ユーザー名：�メール使用者のインターネット上の名前。

tanaka@mail.co.jp
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2-3　ブログとは？

　「ブログ」は「ウェブログ」の略で、投稿した記事を時系列で表示するサー

ビスのことです。個人的に自分の行動を記録したり、意見を公開したりす

るために広く利用されています（図 2-2）。

　ブログは通常の Web ブラウザで閲覧することができ、更新も所定のエリ

アに文章などを書き込むだけで自動的に行われます。ホームページは更新

するために HTML ファイルを書き換える必要がありますが、ブログは Web

に関する専門知識やホームページ作成ソフトを必要としません。

　簡単に情報を公開できることから、以前は個人的な利用が中心でしたが、

企業が自社の情報を告知するブログも増えており、利用方法は多様化して

います。

［代表的なブログ］

・ アメーバブログ　https://www.ameba.jp/

・ Goo ブログ　 https://blog.goo.ne.jp/

図 2-2 ブログのイメージ
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　なお、ブログに類似したサービスとして「プロフ」があります。プロフは「プ

ロフィールサイト」の略で、生年月日や性別、趣味、写真といった自分の

プロフィールを掲載する Web サイトを手軽に作成できるサービスです。携

帯電話で利用できたことから、主に学生の間で広まりました。

2-4　電子掲示板とは？

　「電子掲示板」は、多くの人が共通の話題について意見やメッセージを書

き込んだり閲覧できるサービスです。学校などに設置される掲示板と似た

役割をもち、「掲示板」「BBS」とも呼ばれます。

　書き込まれたメッセージは、共通の話題を集めた「スレッド（文章のま

とまり）」ごとに分類した形で所定のデータベースに蓄積され、閲覧者がペー

ジを参照すると最新のデータが自動的に表示されるようになっています（図

2-3）。

［代表的な電子掲示板］

・ 5 ちゃんねる（旧 2 ちゃんねる）　https://5ch.net/

・ Yahoo! 知恵袋　https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

図 2-3 電子掲示板のイメージ

1 ： NoName

セイカの家電はどうですか？掃除機の購入を迷っています
2020/2/1（○）08:41AAS

削除

3

掃除機CM通り音が静か！黒にしたけど見た目が気に入ってる
2020/2/2（○）01:17AAS

2 ： カズオ
電子レンジは10年目でまだ現役。CMの掃除機気になる

2020/2/1（○）10:03AAS

削除

： 名無しの通りすがり 削除
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　電子掲示板の形態は、個人が運営するものから企業が運営する大規模な

ものまで、さまざまです。

2-5　SNS とは？

　「SNS（Social Networking Service）」は、ユーザー同士が交流できる会

員制のサービスです。メッセージ機能や日記機能、リアルタイムで会話で

きるチャット機能、特定の仲間だけで情報交換できるグループ機能、ホー

ムページ作成機能など、多様な機能があります。

　SNS はパソコン、スマートフォン、携帯電話などさまざまな通信機器で

利用できる身近で便利なコミュニケーションツールとして、老若男女を問

わず広まってきました。

　友人同士のつながりといった小規模な利用から、地域の情報コミュニ

ティー、同じ趣味を持つ者同士の会話や情報共有、さらには企業や地方公

共団体が広報やマーケティングツールのひとつとして利用するケースも増

えています（図 2-4）。

図 2-4 SNS のイメージ
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＜ SNS に関するトラブル＞

　SNS はその手軽さで急速に広まった反面、下記のような被害、トラブル

も増えています。

・アカウントが不正利用された

・知り合い同士の空間であるという安心感を悪用した詐欺にあった

・コンピュータウイルスを配布された

・友人間のコミュニケーションを目的に SNS を利用したが、プライバシー

設定が不十分で投稿や写真が広範囲に流出して炎上した

・軽い気持ちで書き込んだメッセージが友達のプライバシーを侵害してし

まった

　SNS を利用するときは、どんなに限られた狭い範囲でのやりとりであっ

ても、インターネット上に情報発信していることを念頭に置き、書き込む

内容には十分に気をつけることが求められます。

［代表的な SNS］

・ Twitter　https://twitter.com/?lang=ja

・ Facebook　https://ja-jp.facebook.com/

・ LINE　https://line.me/ja/

2-6　ネットショッピングとは？

　インターネット上で買い物をすることを、「ネットショッピング」といい

ます（図 2-5）。

　24 時間、いつでもどこでも手軽に買い物を楽しめることから広く利用さ

れるようになってきました。
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　ネットショッピングの Web サイトは、Web サーバーとデータベースサー

バーが連携して作動しています。データベースサーバーには、顧客情報、商

品情報、在庫情報、販売情報などのデータがあり、ユーザーの入力情報が

リアルタイムに書き込まれて更新されます。

　ネットショッピングサイトには、個々のサイトが集合して大型化した

「ショッピングモール」や、企業が提供するサービスを利用して個人で開設・

運営するショッピングサイトもあります。

［代表的なショッピングサイト］

・ Amazon　https://www.amazon.co.jp/

・ Yahoo! ショッピング　https://shopping.yahoo.co.jp/

2-7　ネットオークションとは？

　電子商取引のひとつとして、インターネット上で競売（オークション）を

行うことを「ネットオークション」といいます。オークション専用サイト

に出品された商品の中から、気に入った物を自分の指定した金額で購入す

図 2-5 ネットショッピングサイトのイメージ
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る仕組みです。

　一般的に、オークションサイトでは開始価格が表示されており、その価

格よりも高い金額で入札（購入意思を示すこと）を行い、最も高い金額を

提示した人が落札（購入）することができます（図 2-6）。

　個人の出品もできるため、ネットオークションはフリーマーケットに代

わる新たな場として利用者が集まっています。ただし、ネットオークショ

ンは実店舗での購入とは異なり実際の商品の確認がしづらく、販売者の顔

も見えないため、消費者トラブルに発展するケースが増えています。盗品

や違法薬物の出品、偽ブランド品の販売、商品を送らずに代金をだまし取

る詐欺行為のほか、利用者同士の販売上のトラブルも発生しています。

＜ネットオークション利用時の注意点＞

■出品者の過去の取引実績を確認する
　過去の取引実績がないにもかかわらず、同時に大量の商品を出品して

いる場合などは特に注意が必要です。

図 2-6 オークションサイトのイメージ
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■取引相手の情報を確認する
　実際に入金したり、商品を送付したりする前に、取引相手の氏名、メー

ルアドレス以外の連絡先（住所、電話番号）を確認しておきましょう。

■取引の履歴を残しておく
　万が一のトラブル発生に備えて、受送信した電子メール、銀行振込の

控え、宅配便の伝票などの証拠を保存しておきましょう。

■支払いの方法などを工夫する
　購入者が商品の到着後に内容物の確認をしてから宅配業者に代金を支

払う代引きサービスなども考慮にいれましょう。手数料はかかりますが、

そうしたサービスを活用するのも取引のトラブルを回避するためには有

効です。

2-8　クラウドサービスとは？

　従来、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなどは、会社

や自宅のコンピュータでユーザー自身が管理する形式がとられてきました。

　それに対し、自分のコンピュータにデータを保存しておかなくても、イン

ターネット経由でデータを利用することができるサービスを「クラウドサー

ビス」といいます。

　具体的には、ユーザーはネットワーク上のサーバー群（クラウド＝雲）に

データ類を保存します。クラウドで保存・管理しておけば、インターネッ

トにつながる限り、どこからでも、どのコンピュータからでも、クラウド

にあるデータを取り出すことができます（図 2-7）。

　データを管理するためのシステム構築やシステム管理にかかる手間が省
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かれるため、業務の効率化やコストダウンを図れるのもクラウドサービス

の利点となっています。

　クラウドサービスを利用する際は、データが事業者側のサーバーに保管

されること、インターネットを介してデータがやりとりされることを念頭

に置き、十分なセキュリティが確保されたクラウドサービスを選ぶように

するといいでしょう。

2-9　ネット環境を支える無線 LAN、Wi-Fi

　「Wi-Fi」とは、無線 LAN の代表的な呼び名で、電波でデータの送受信を

行う通信網をさします。通常、会社や家庭内でパソコンやプリンタの通信

を行う場合は機器同士をネットワークケーブルで接続しますが、このケー

ブルの代わりに無線通信で接続するのが無線 LAN です。

　無線 LAN の利用には、親機（アクセスポイント）と、パソコンなどに装

着する子機が必要です。最近はノートパソコンやスマートフォンに子機の

機能が内蔵され、駅や空港などの公共施設、ファストフード店などが親機

図 2-7 クラウドサービスの例（ファイルの共有）

クライアント

デスクトップPC

ノートPC

スマートフォン

サーバー

①ファイルのアップロード

②クラウド上にアップロードした
　画像ファイルを閲覧
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を設置して公衆無線 LAN サービスの提供を進めており、外出先でも手軽に

無線 LAN が利用できる環境が整備されてきています。

　無線 LAN は簡単にインターネットに接続ができて便利ですが、利用者が

適切なセキュリティ対策していないと、気がつかないうちに情報が盗み見

られたり、コンピュータウイルスの配布などに悪用されたりすることがあ

ります。

＜無線 LAN 利用時の注意点＞

　無線 LAN を利用するときは、下記に気をつけるといいでしょう。

■ SSL（https:// ～）を利用する
　インターネット上での通信を暗号化する「SSL」という技術を利用す

ることで、パソコンとサーバーの間でやりとりする通信データを暗号化

して第三者によるデータの改ざんや盗聴を防ぐことができます。「http」

の後ろに「s」のついた、「https:// ～」という URL が、SSL 認証を受け

た Web サイトとなります（図 2-8）。

■ファイル共有機能を解除する
　クラウドサービス（2-8 参照）などによるファイル共有機能は、不正

なアクセスによってデータが盗み見られたり、流出したりする危険性が

あります。無線LANを使うときは、共有機能を解除しておくと安心です。

図 2-8 無線 LAN のセキュリティ

アクセスポイント「https://xyz.com」
にアクセス

無線LANの暗号化

暗号化の設定
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■親機と子機に適切な暗号を設定する
　無線 LAN アクセスポイント（親機）と無線 LAN 端末（子機）に暗

号を設定しておくと、親機と子機の暗号化キーが一致した場合のみ通信

が可能となり、親機と子機で送受信される無線通信データは暗号化して

保護されるため、盗み見られるなどのリスクを軽減することができます。
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第 3 章　インターネットを利用する上でのモラル

3-1　情報発信の注意事項

　インターネットでは膨大な情報を簡単に入手できますが、その内容は玉石

混交です。ニュース記事などの文字データ、写真・動画などの画像データ、

音楽データなど、さまざまな情報の中から、ユーザーは信頼性や客観性を自

分で判断して正しい情報を取捨選択する必要があります。

　信用できる情報かどうかを判断するにあたっては、情報の出所や作成日時、

その情報が個人的意見なのか公的意見なのかなどを確かめるとともに、新聞

やテレビなどの他の情報源による情報とも比較してみるといいでしょう。

　一方、インターネットで情報を発信する場合には、細心の注意が求めら

れます。インターネット上の情報は電子データであるため容易にコピーす

ることができます。加えて、世界中からアクセスできるという特性上、イ

ンターネット上の情報は口コミとは比べものにならない速さで広範囲に拡

散します。そのため、一度拡散した情報をインターネット上からすべて消

し去るのはきわめて困難です。また、検索技術の向上により、インターネッ

トで公開された断片的な情報から、書き込んだ人物が誰か特定されてしま

う場合もあります。

　したがって、むやみに機密情報や自分自身、知人、家族などの個人情報

を書き込むことは危険です。「軽い気持ちで」「いたずら半分で」「すぐに消

せばいいから」といった安易な気持ちで公開した情報が、またたく間にネッ

ト上に拡散し、甚大な被害と不幸につながった事例は少なくありません。
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　インターネットが原因のトラブルは、自分だけでなく他人を巻き込んでし

まうことも往々にしてあります。そのきっかけはささいなことであること

も多く、悪気のない電子掲示板への書き込みが他人の心を傷つけたり、心

理的な圧迫を与えたりします。自身の書き込みで Web サイトが炎上し、大

勢の人から糾弾されるといった事態も、決して珍しいことではありません。

　また、操作や通信設定のミス、機器の紛失による情報の漏えいなど、「つ

い」「うっかり」からも多くの被害が発生しています。誤って発信した情報

が、企業・組織のブランドやイメージ低下を招いたり、他人のプライバシー

を侵害したりするなどのトラブルも増えています。

　インターネット上の情報は広く不特定多数の人に公開されており、その利

便性と裏腹に情報が悪用されて思わぬ被害に発展するリスクがあることに

は、常に気をつけるようにしましょう。書き込む内容や情報を公開する範囲、

考えられる影響を意識して、情報発信することが大切です。

3-2　個人情報の発信は慎重に

　前述したように、インターネット上で公開した情報は不特定多数の人が閲

覧するため、見知らぬ人に悪用される危険性があります。ですから、インター

ネット上に名前、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、写真などの個

人情報を公開するリスクについて、しっかりとした認識を持っておく必要

があります。

例）SNS で写真や住所、連絡先を公開している場合

・ SNS を見た人があなたに興味を持ち、自宅の周りをうろついたり、電話を

かけてきたりする

・公開した情報が迷惑メールや振り込め詐欺など、別の犯罪に利用される
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　また、インターネットメディアは気軽に情報発信ができるために、発信

の仕方を誤ってプライバシーを侵害し、トラブルに発展することも多くあ

ります。プライバシーとは、「他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の

自由。」（『広辞苑 第六版』岩波書店）です。インターネットにおいても実社

会と同様、プライバシーが守られなければなりません。不特定多数の人が

利用していることを常に念頭におき、特にプライバシーに関する情報の取

り扱いには細心の注意を払いましょう。

　最も重要なのは、個人情報を不用意に公開しないことです。氏名やメー

ルアドレスなど、たとえ自分自身の情報であっても、Web サイトなどで公

開する場合は、問題がないか十分に検討する必要があります。断片的な情

報であっても個人が特定される可能性があり、一度拡散すると取り返しが

つかないことは肝に銘じておく必要があります。

　自身のプライバシーの公開は慎重に行うことはもちろん、自分以外の人

の個人情報を本人の許可なくインターネットに公開することは絶対にして

はいけません。

　Web サイトを開設する人や企業がアンケートなどで個人情報を収集する

場合、情報管理に重大な責任があることを認識しなければなりません。プ

ライバシーに関する情報は、万全な情報セキュリティの下で管理を行う義

務があります。

　インターネット上では、物理的な距離を越えて多くの人と交流ができる

反面、相手の顔が見えないため、発信した情報への反応をリアルに確認で

きないという欠点があります。無遠慮なコメントを書いてしまったり、他

人のプライバシーに関わる画像を掲載してしまったりして、知らぬ間に誰

インターネット上のコミュニケーション
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かを傷つけてしまう危険性があります。

　情報の受け手がどのように感じるかを常にイメージしながら、社会ルー

ルを守って使うようにしましょう。

3-3　迷惑行為への対応

　Web サイトやブログ、SNS などを通じて、自分の考えや日常生活の様子

などを手軽に多くの人と共有したり、自分の投稿への反応をすぐに確認す

る──。いまやインターネットは私たちの生活に密接に関わるようになり

ました。しかし、その一方でインターネット上のやりとりにはトラブル（迷

惑行為）がついて回ることも確かです。

　Web サイトを運営している場合、迷惑行為への対策として、迷惑行為の

禁止や「不適当と思われる発言は削除します」といった文言を明記するこ

とが有効です。該当する行為・発言を発見したら、すみやかに書き込みを

削除するようにします。

　他者が運営する Web サイトで悪質な迷惑行為を受けた場合は、投稿日時、

投稿者のコンピュータ名、IP アドレス、投稿内容などの情報を保存した上で、

サイトの管理者などに削除を依頼します。相手が接続している通信プロバ

イダや企業の管理者に連絡することも効果的です。

　自分だけで対応することが難しいという場合、下記のような専門の相談

窓口を利用することができます。

・インターネットホットライン連絡協議会

・違法・有害情報相談センター

・法務省 インターネット人権相談受付窓口

8-3_インターネット・リテラシー教材_本文.indd   27 2020/03/04   14:06



28

3-4　電子メールにおけるマナー

　電子メールは、インターネットが使えればいつでも送れるという利便性が

ありますが、受信者がいつ読むかはわかりませんし、メールサーバーやネッ

トワークのトラブルで受信者にすぐに届かない場合もあります。

　そのため、特に返信が必要なメールは、時間的な余裕をもって送信する

といいでしょう。また、メールの件名は受信者に配慮し、要件を短く表し

たものにするのが基本です。

■ CC と BCC
　電子メールには送信元（From）、宛先（To）のほかに、メールを他

の人にも同時に送りたい場合に使用する CC（Carbon Copy）、BCC

（Blind Carbon Copy）があります。

　CC で複数の宛先に送信した場合、受信者は CC で送信された他のユー

ザーの電子メールアドレスを見ることができます。

　一方、BCC で複数の宛先に送信した場合、受信者は宛先（To）のユー

ザーと自分以外に、誰に電子メールが送られたか見ることができません。

面識のない複数の人に一斉にメール送信する場合は、個人情報流出を防

止するため、BCC を使って送信しましょう（図 3-1）。

図 3-1 CC と BCC の違い

受信者は他のCCの人の電子メールアドレスがわかる。

■CC

送信

To 大介

愛子 ; 一也Cc

To 大介

愛子 ; 一也Cc

To 大介

愛子 ; 一也Cc

大介

愛子

To 大介

愛子 ; 一也Cc
一郎

受信者にBCCは表示されない。
そのため受信者は、宛先（To）と受信者本人以外、
誰に電子メールが送られたかわからない。

■BCC

送信

To 大介

愛子 ; 一也Bcc

To 大介

To 大介

大介

愛子

To 大介

一郎
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3-5　携帯電話・スマートフォンのマナー

　「スマートフォン」は、従来の携帯電話（フィーチャーフォン、ガラパゴ

ス携帯〈ガラケー〉）に比べると、パソコンに近い性質をもちます。大きな

画面で Web サイトや動画を閲覧でき、タッチパネルの操作で画面拡大やス

クロールなどを直感的に行うことができます（図 3-2）。

　電話やメールの利用が中心だったフィーチャーフォンに対し、スマート

フォンでは外出先でも豊富な情報を得ることができ、操作が簡単であるこ

とから、年々利用者数が増加しています。

＜スマートフォンの長所と短所＞

図 3-2 スマートフォン

長所

・パソコンのファイルを閲覧できる。
・Web サイトを閲覧できる。
・タッチパネルで直感的な操作ができる。
・アプリケーションを追加できる。

 短所

・フィーチャーフォンと比べて、バッテリーの消費が速い。
・インターネットに常時接続するため使用料金が高くなる。
・ アドレス帳や画像ファイルを流出させる悪質なアプリケーションが

ある。
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　携帯電話やスマートフォンはいつでもどこでも利用できて便利ですが、

TPO（時・場所・場面）を考慮して使用しなければ、周囲の人に迷惑をか

けてしまうおそれがあります。

　自宅で携帯電話やスマートフォンを使用する場合には、ルールやマナー

はそれほど意識することはないかもしれませんが、公共の場で用いるとき

には、TPO に合わせてルールやマナーを守ることが大切です。

　たとえば、携帯電話やスマートフォンは、使用する場所に応じてモード設

定を行うことができます。映画館や電車内などでは着信音を鳴らさないよう

に「マナーモード」に、飛行機に搭乗したときは通信機能をオフにして航空

安全基準に従って使用できる「機内モード」に設定します。また、場所によっ

ては電源をオフにするなど、常に周囲への思いやりを忘れずに使うように

心がけましょう。

＜ TPO に応じた携帯電話・スマホのマナー＞

■電車、バス、新幹線内
　鉄道会社やバス会社では、優先席付近では混雑時に携帯電話の電源を

切るようにルールが設定されています。車内では各会社のルールに従い、

周りの乗客の静寂を乱さないように注意します（図 3-3）。

図 3-3 電車内に貼られているシールの例
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■飛行機内
　携帯電話やスマートフォンの電波は、飛行機を構成する機器に影響し、

誤作動を招く可能性があります。そのため、機内での使用は各航空会社

のルールに従う必要があります。

■レストランやホテルのロビー
　レストランやホテルのロビーなど人が集まる静粛な場所や公共の場で

は、マナーモードに設定したり、周囲の迷惑にならないよう声のトーン

を抑えて通話するといったことが基本的なマナーとなります。大声で会

話したり、長い時間通話したりすることは控えましょう。

■歩行時
　通話しながら、あるいはスマートフォンの画面を見ながら歩行する「歩

きスマホ」によって、駅ホームや階段から転落したり、周りの人と接触

したりする事故が増えています。他者を巻き込んだ大きな事故に発展す

る危険性があるため、「歩きスマホ」は絶対にやめましょう。

■運転時
　自転車や自動車の運転中に携帯電話やスマートフォンを手にしたまま

使用することは、道路交通法の罰則対象となる違反行為です。絶対に使

わないようにしましょう（ただし、傷病者の救護、または公共の安全の

維持など、やむを得ない場合は対象外となります）。

　スマートフォンにより位置情報を利用したゲームが普及していますが、内

閣サイバーセキュリティーセンター（https://www.nisc.go.jp/）は、ユーザー

に対し下記のような注意喚起を行っています。

位置情報を利用したゲームに関する注意喚起
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　①個人情報を守ろう

　②偽アプリ、チートツール注意

　③お天気アプリは必ず入れよう

　④熱中症を警戒しよう

　⑤予備の電池を持とう

　⑥予備の連絡手段を準備しよう

　⑦危険な場所に入らない

　⑧会おうという人を警戒しよう

　⑨歩きスマホは×ですよ

　屋外を移動しながらプレイするゲームにはトラブルもつきものです。ルー

ルやマナーを守って楽しみましょう。
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第 4章　インターネットがもたらす被害

4-1　インターネットによる被害とは？

　情報の検索やメールの送受信、ネットショッピング、SNS など、インター

ネットの利用は急速に拡大しています。しかし、それに伴いインターネッ

トならではの被害も多く発生するようになっています。

＜主なインターネット被害＞

・金銭に関するもの

　　例）オークションサイトで落札した商品が届かない

　　　　フィッシング詐欺（4-2 参照）、ワンクリック詐欺（4-3 参照）

・メールに関するもの

　　例）大量の迷惑メール（4-6 参照）が届く

・情報漏えい

　　例）パスワードが盗まれてハードディスクに保管した情報が流出

　　　　社員が顧客情報を保存していた USB を紛失

・誹謗中傷

　　例）インターネット上の掲示板に事実無根の噂が投稿されて拡散

・コンピュータやソフトウェアの不具合による事故や障害

・コンピュータウイルスに感染

・政府や企業のサーバーに侵入され、システムが破壊

・肖像権の侵害

　　例）イベント参加時の写真が許可なく Web サイトに掲載された
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　これらのトラブルは悪意ある行為によってのみならず、パソコンの操作ミ

スも含め、犯罪を意図していない場合でも発生することがあります。思わ

ぬところに多くの危険が潜み、誰もが加害者にも被害者にもなりうるのが、

インターネットによる被害の特徴といえます。

　さらにインターネットによる被害は甚大な規模に及ぶこともあり、とき

には 1 人の不注意な書き込みが、所属する企業の社会的な信用を失墜させ

ることにもなりかねません。

4-2　フィッシング詐欺とは？

　別人になりすまして電子メールを送りつけたり、有名な会社名をかたっ

て偽の Web サイト（フィッシングサイト）に誘導して、クレジットカード

番号やアカウント情報（ログイン ID やパスワード）などの個人情報を盗み

出す行為を、「フィッシング詐欺」といいます。

　有名なサイトと似ている URL を使用したり、本物と区別がつかないよう

な画面を偽造するなど巧妙な手口も多く、一見して詐欺とは見抜けないケー

スが増加しています。

＜フィッシングサイトへの誘導手口＞

■電子メールで誘導
　銀行やクレジットカード会社からの連絡メールを装い、本物そっくり

な偽サイトにユーザーを誘導して、口座番号やクレジットカード番号な

どを入力させて情報を盗み取ります。
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■電子掲示板や SNS から誘導
　電子掲示板や SNS などの投稿サイトに、悪質なサイトのリンクを張っ

て誘導します。

■偽 URL で誘導
　本物の URL を装い、偽サイトの URL にアクセスさせます。

4-3　ワンクリック詐欺とは？

　Web サイトや電子メールに記載された URL を一度クリックしただけで、

一方的に不当なサービスへの入会などの契約成立を宣言され、料金の支払

いを求められる詐欺行為を、「ワンクリック詐欺」といいます（図 4-1）。

＜詐欺の手口＞

・ 電子メールや電子掲示板への投稿などにより、利用者の興味を引く。典型

例として、アダルト系、出会い系の Web サイトを装ったものが挙げられる。

・ いかにも正当な契約手続きが完了しているかのように見せかけ、利用料を

不正に請求する。

・ 利用者が気付かないよう、あえてわかりにくいところに不当な利用規約な

どを表示する。

・ 料金請求を求める際に、携帯電話の個体識別番号やパソコンの固有識別番

号、利用している通信プロバイダの情報を表示し、あたかも利用者を特定

しているように見せる。

・ 期限内に支払わない場合、「延滞料が加算される」「法的措置を講ずる」「取

り立て業者を向かわせる」といった脅迫的な内容で、利用者に支払いを迫

る。
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　類似の手口として、「ツークリック詐欺」「スリークリック詐欺」と呼ば

れるものも出てきています。これらは、クリック後に確認をとる画面を表

示して電子消費者契約法に基づいているように見せかけ、キャンセルして

も強制的に契約させられてしまうといったもので、十分な用心が必要です。

4-4　詐欺や犯罪から身を守るには

　インターネットによる詐欺や犯罪に巻き込まれないためには、その対策

を知っておくことが大切です。

■丁寧な事前確認
　あえて利用規約を長文にしたり、ブラウザ上で見えづらく表示され

るようにして、利用規約を読まないでクリックさせる手口があります。

Web サイトへアクセスする際は必ず利用規約や注意事項を確認し、電

子掲示板の文面はきちんと読むなど、常に事前確認を怠らないようにし

ましょう。

図 4-1 ワンクリック詐欺の流れ

クリック

subject：広告
こんにちは。期間限定商品を発売しますので、以下のサイトをご確認ください！
http://www.abc.com

○○○商店
入場！

会員登録いただき、ありがとうございます。
ご利用金額：5000円
お振込み先：△△△銀行　　◇◇支店

電子メール

Webサイト

クリック
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■不当な請求は無視
　クリックミスにより、見るつもりがなかったのに誤って Web サイト

を閲覧したことで料金を請求された場合は無視することが肝心です。

　この際、相手に連絡を行う必要はありません。支払い拒否の意思表示

や支払い理由の確認として業者に連絡を取ることは、相手に自分の個人

情報を渡すことにつながるからです。

　こういった手口は電子契約法※で規制されており、支払い義務は発生

しません。同様に、コンピュータの操作ミスなどで契約する意思を持た

ずに申し込んだ場合にも、救済措置が用意されています。

※電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

　どうしても心配な場合は、支払いをする前に、総務省電気通信消費者

相談センターや消費生活センター、警察などに相談するといいでしょう。

■迷惑メール対策
　インターネットによるトラブルの発端となることが多いのが、知らな

いメールアドレスから送信されてくる迷惑メールです。

　迷惑メール対策としては、そうしたメールをできるだけ受信しないよ

うに、あらかじめ推測されにくいメールアドレスを設定したり、不特定

多数に向けたメールを受信しないように情報機器を設定しておくことが

有効です。

　最近は、Web サイトを表示した際に自動的にウイルスを埋め込む悪

質なサイトも増えています。初めて訪問する Web サイトには危険が潜

んでいるかもしれないと常に頭の片隅で意識し、できる限り事前に調べ

てから利用するようにするといいでしょう。

8-3_インターネット・リテラシー教材_本文.indd   37 2020/03/04   14:06



38

4-5　新たな詐欺の手口

　インターネットによる詐欺は、下記の事例のように日々新たな手口が生

まれています。

　偽サイトに誘導する従来のフィッシング詐欺とは異なる、新たな詐欺の

事例です。あらかじめ利用者のコンピュータにウイルスを感染させ、不正

な入力画面をポップアップさせるようにして、インターネットバンキング

口座に関する個人情報を盗み取ります。

　本物のインターネットバンキングの Web サイトとともに不正なポップ

アップ画面が表示されるため、知らなければ真偽を判断するのは非常に難

しいといえます。

　対処方法としては、金融機関がポップアップ画面でユーザー情報の再入力

を求めることはありませんので、画面が表示されても入力しないようにし

ましょう。また、利用しているインターネットバンキングの機能や操作方法、

注意事項などはしっかり確認しておき、そこに記載のない操作はしないよ

被害概要

　インターネットバンキングを利用している金融機関から、「お知らせ」

というタイトルのメールが届いた。

　そこに書かれたリンクをクリックすると、その金融機関の Web サイト

が表示された。同時に別の画面が現れ、ユーザー確認のためにインター

ネットバンキングの ID や暗証番号、秘密の質問の答えの再入力が要求さ

れた。表示された画面には暗号化通信のSSLの鍵マークも表示されており、

フィッシング詐欺ではないと思った。

　しかし、画面の指示に従い、ID や暗証番号、秘密の質問の答えを入力

したところ、インターネットバンキング口座の預金を取られてしまった。

事例解説
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うにするといいでしょう。

4-6　迷惑メール・チェーンメールとは？

　電子メールに関する主な被害として、「迷惑メール」と「チェーンメール」

が挙げられます。

■迷惑メール（スパムメール）
　受信者の意向を無視して、無差別かつ大量に一括送信される電子メー

ルのことを「迷惑メール」または「スパムメール」といいます。迷惑メー

ルには単なる広告活動のものもありますが、不正な Web サイトへ誘導

させるものなどもあります（図 4-2）。

■チェーンメール
　受信者に対し、特定多数へ当該メールを配布するように求める電子

メールのことを、「チェーンメール」といいます。「このメールを転送し

ないと不幸になる」といった文面で、他者への文書の転送を促します。

　迷惑メールやチェーンメールの受信が増えると、重要なメールが埋も

れてしまうなど、メールの使用に支障が生じます。被害がさらに広がる

ので、これらのメールは転送しないようにしましょう。

図 4-2 迷惑メールの例

この度は商品のご注文を有難うございます。

注文した商品は掃除機です。

以下の商品を購入した覚えのない方は、
以下のサイトよりキャンセルを行ってください。

http://www.google.co.jp

8-3_インターネット・リテラシー教材_本文.indd   39 2020/03/04   14:06



40

■メールトラブルへの対策
　迷惑メールやチェーンメールが届くようになる原因の一つとして、電

子掲示板などの Web サイトへの書き込みや懸賞への応募などによって

電子メールアドレスが流出した可能性が考えられます。

＜事前の対策＞

・電子掲示板などに電子メールアドレスを不用意に入力しない

・第三者から推測されにくい電子メールアドレスを使用する

＜事後の対策＞（迷惑メールやチェーンメールが頻繁に送られてくるようになったら）

・受信した迷惑メールは無視

・電子メールアドレスを変更する

・通信プロバイダが提供する迷惑メールフィルタ機能を利用する

4-7　テクノストレスとは？

　コンピュータを限度を超えて長時間利用することが、心身に悪影響を及

ぼすことがあります。これを「テクノストレス（techno stress）」、「VDT 症

候群（visual display terminal）」といいます。インターネットの普及が進み、

一般ユーザーでもコンピュータやスマートフォンを長時間利用する人が増

えてきたことで、こうした問題が顕在化してきました。

＜身体への影響＞

・画面を長時間見続けることで、視力低下や視力障害につながる

・キーボードやタッチパネルの操作で、手首や首の炎症を起こす──など
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■対策
　長時間の使用を避けること、休憩をとりながら使用することなどを心

がけ、身体への負担の軽減に努めましょう。

＜心への影響＞

・ オンラインゲームなど、インターネットに依存してしまう「インターネッ

ト中毒」に陥る

■対策
　インターネット中毒は、学校や会社に通えなくなるなど日常生活に支

障を来すことも多く、社会問題化しています。ゲームをするときは時間

を決めるといった日ごろの心がけが大切なのは当然ですが、万が一日常

生活が困難になるなどインターネット中毒の兆候を感じた場合は、家族

や周囲の人に相談し、カウンセリングを受けるなどの対応も必要となっ

てきます。
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第 5章　コンピュータウイルスの概要と対策

5-1　マルウェアとは？

　不正あるいは有害な動作を行う意図で作成された、悪意のあるソフトウェ

アやプログラムの総称を「マルウェア（malware）」といいます。マルウェ

アという語は、「malicious（悪意のある）」と「software」を組み合わせてで

きた造語です。

＜代表的なマルウェア＞

■コンピュータウイルス（computer virus）
　他のファイルやソフトウェアに寄生して、不正や有害な動作を行い

ます。

　被害例） ・ハードディスクに保管されているファイルが消去される

 ・コンピュータを起動できないようにされる

■ワーム（worm）
　コンピュータウイルスのようにファイルなどに寄生するのではなく、

単独で実行可能で、自ら複製して感染を広げる（自己増殖）、悪意のあ
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るプログラムです。ネットワークを介して、攻撃先のシステムのセキュ

リティホール（脆弱性：安全性をおびやかす弱い部分）を悪用して侵

入するケースが多く見られます。

　被害例） ・コンピュータ内のファイルが破壊される

 ・ハードディスクがフォーマット（初期化）される

■トロイの木馬（Trojan horse）
　他のプログラムに紛れ込んで侵入し、ユーザーの知らない間に不正

な行為を行うプログラムです。ファイルなどに寄生するのではなく、

単独で実行可能ですが、自己増殖機能はありません。ギリシア神話に

出てくる「トロイの木馬」のように、無害を装って攻撃を仕掛けるこ

とから名付けられました。

　ネット接続の設定や、ファイアウォールシステム（インターネット

からの不正な侵入を防ぐシステム）の設定などを変更し、攻撃者が被

害者のパソコンを乗っ取ってさまざまな被害をもたらします。

　被害例） ・キーロギング（キーボードで入力した情報を盗み取ること）

 ・プログラムの追加／削除

 ・ファイルの追加／削除

 ・アンチウイルスソフトの無効化

 ・被害者のデスクトップ画面の撮影

 ・パスワードの奪取

 ・Web から悪意あるプログラムをダウンロード
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■スパイウェア（spyware）
　ユーザーの意図に反してインストールされ、ユーザーに気付かれな

いように活動するプログラムです。何らかのソフトウェア内に混入し

ていることが多く、パソコン内のデータや Web サイトの訪問履歴など

のユーザー情報を抜き取ったりします。

【代表的なスパイウェア】

■キーロガー（key logger）
　ユーザーがキーボード入力した内容を記録するプログラム。入力し

たパスワードなどの情報が不正に第三者に取得されるといった被害が

ある（図 5-1）。

■バックドア（back door）
　コンピュータに進入することを目的としたプログラム。バックドア

が仕掛けられたコンピュータが遠隔操作されるといった被害がある。

■ボット（bot）
　コンピュータを、ネットワークを通じて外部から遠隔操作するため

のプログラム。他者のコンピュータに対してスパムメールを送信する

など、知らないうちにさまざまな攻撃活動に加担してしまうといった

被害がある（図 5-2）。

図 5-1 キーロガー

暗証番号

暗証番号銀行

ひひひ。この暗証番号を
使って、自分の銀行口座
に振り込みをしよう。

2 インターネットバンキン
グで振り込みをしよう。
暗証番号を入力。

1

キーロガーを
仕込まれた被害者

悪意のある
ユーザー
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■ランサムウェア（ransomware）
　ユーザーのコンピュータを “ 人質 ” とし、その “ 解放 ” のために身

代金（ランサム）を要求することが目的のプログラム。被害者はハー

ドディスクドライブの強制的な暗号化やシステムが使用不能になるな

ど情報やデータへのアクセスが制限され、この制限を解除するために、

金銭の振り込みを要求される。

5-2　ウイルスの主な感染経路

　コンピュータウイルスは、次のようなユーザーの操作を利用してコン

ピュータに入り込み、感染します。

・コンピュータウイルスが含まれるファイルを開いたり、実行したりする

・コンピュータウイルスが含まれる電子メール添付ファイルを開く

・悪質な Web サイトを閲覧する

・インターネットへ接続する

図 5-2 ボット

A社の
サーバー

ボットに感染したインターネット利用者

悪意のある
ユーザー

遠隔操作による
攻撃の指令

一斉にA社の
サーバーに攻撃だ！
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　他人から借りた CD/DVD メディアや USB メモリ内、インターネットから

ダウンロードしたファイル内、電子メールの添付ファイルに、コンピュータ

ウイルスが潜んでいるかもしれません。

　ファイルを開かせるために、ユーザーの気を引くようなファイル名になっ

ていたり、ファイルのアイコンを偽造したりしている場合があるので、不審

なファイルは開かないなど十分に気をつけるようにしましょう。

　また、ネットワークに接続しているコンピュータの中から脆弱性のあるコ

ンピュータを探し、ウイルス感染したファイルを送り込む場合もあります。

脆弱性を解消していないと、Web サイトを閲覧するだけで感染するおそれも

あるため、注意が必要です。

5-3　コンピュータウイルス対策

　コンピュータウイルスの感染を防ぐための有効な対策として、下記が挙げ

られます。

■利用しているソフトウェアを更新
　ソフトウェアのメーカー各社は、ソフトウェアにおけるウイルス対

策を継続的に強化しています。最新のバージョンにアップグレードす

ることで、プログラムの弱点（脆弱性）を改善したものを利用するこ

とができます。

■利用しているオペレーティングシステムを更新
　Microsoft 社の Windows に関しては、Windows Update を行い、

常に最新の状態にしておくことで、Windows の脆弱性を取り除くこ

とができます。

8-3_インターネット・リテラシー教材_本文.indd   46 2020/03/04   14:06



47

■ウイルス対策ソフトを導入
　使用するコンピュータには、必ずウイルス対策ソフトを導入しま

しょう。また、その際、常に最新のウイルスに対応できるように、ウ

イルス対策ソフトのウイルス検知用データも更新することが大切で

す。

■怪しい Web サイトやメールに注意
　ウイルスは悪意のある Web サイトで配布されていたり、メールに

添付されたりなど、さまざまな経路でコンピュータに侵入してきます。

悪意のある Web サイトに接続する可能性のある迷惑メールや掲示板

内などのリンクはクリックしないように注意するほか、不審なメール

の添付ファイルは開かないようにしましょう。SNS などで用いられ

る短縮 URL が、有害サイトなどへの誘導に使われる例も出てきてい

るので用心が必要です。

　Web ブラウザは、サイト上でさまざまな処理ができるように、各種のプロ

グラムを実行できる機能をもっています。これらのプログラムの脆弱性を突

いたウイルスが埋め込まれたサイトを閲覧すると、ウイルスに感染するおそ

れがあります。

　特に最近増えているのが、Web ブラウザへ機能を追加するアプリケーショ

ン（プラグインソフト）の脆弱性を悪用するケースです。また、従来は “ 怪

しいサイト ” を訪問しなければ問題はないと思われていましたが、近年は正

規の Web サイトが不正侵入により書き換えられ、ウイルスが仕込まれてし

まうケースも急増しています。

最近の Web サイト閲覧上の注意
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　さらに、無料のウイルス対策ソフトを装い、悪意のあるプログラムをイン

ストールさせようとする「偽セキュリティソフト」など、巧妙で悪質な手口

による被害も増えています。たとえばサイト上に「あなたのコンピュータは

ウイルスに感染しています」といったメッセージを表示し、利用者を偽のウ

イルス対策ソフトを配布する Web サイトに誘導し、感染させる手口です。

　信頼できるサイトか確認し、少しでも怪しいと思われるサイトで配布して

いるプログラムはインストールしないようにしましょう。
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第 6章　インターネットのセキュリティ対策

6-1　ユーザー認証による本人確認

　インターネットでは、通信している相手が本人かどうかを「認証

（authentication）」して確認します。しかし、物理的な距離が離れている相

手が本人かどうか、実際に目で見て確認するわけにはいきません。そこで、

使われているのが「ユーザー認証」という仕組みです。

　ユーザー認証は、ID とパスワードなどの本人しか知らない情報を組み合

わせた「アカウント情報」を用いて行われます。

■ ID：一人ひとりのユーザーを区別するために割り振る文字列

■パスワード：  ID を割り振られた本人だけが知り得る情報。入力するこ

とで ID を持つ本人であることを確認する

　ID とパスワードを入力して、情報機器やインターネットサービスの利用

を開始することを「ログイン」、利用を終了して機器やサービスから離れる

ことを「ログアウト」といいます。

　認証方法には、人間の身体的特徴を認証に用いる「生体認証（バイオメト

リクス認証）」という技術も用いられています。指紋や瞳の虹彩などが多く

使用され、パスワードの忘却や紛失などのリスクを防止できるというメリッ

トがあります。ただし、身体的特徴は任意に更新することができないため、

何らかの方法で生体認証情報の複製を作られてしまうと、以降、その認証方

法を用いた全てを利用できなくなってしまうというデメリットもあります。

生体認証のメリットとデメリット
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6-2　適切なパスワード設定と管理

　パスワードは、本人しか知り得ない重要な情報です。パスワードが第三者に

知られてしまうと、本人以外の人がその人になりすまして、インターネット上

のさまざまなサービスを勝手に使用することができてしまいます。場合によっ

ては、巨額の被害を受けてしまうかもしれません。そのため、パスワードは絶

対に他人に漏えいすることがないよう、推測しづらい数値や文字列の羅列と、

利用可能な記号なども用いた複雑な文字列で作成するようにしましょう。

　ただし、複雑なパスワードを設定すると、本人がそのパスワードそのもの

を忘れてしまうリスクも発生します。パスワードの管理方法は、メモ帳やパ

ソコン内のテキストファイル、パスワード管理アプリを利用するなどさまざ

まですが、そうした管理方法がセキュリティ上問題ないのかも含めてしっか

りと検討し、適切な管理を行うことが大切です。

6-3　パスワードの暗号化

　パスワードは通常、第三者の理解できない暗号化されたデータで、コン

ピュータに保存する必要があります。仮にパスワードがそのままの文字列で

保存されていた場合、第三者に簡単にパスワードを抜き取られてしまう危険

があるためです。

　「暗号化（encryption）」とは、データの内容を他人にはわからなくするた

指紋認証と虹彩認証
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めの技術です。データを暗号データにする作業を「暗号化」、暗号データを

元データに戻すことを「復号（decryption）」といい、暗号化は「鍵（キー、

key）」と呼ばれる特殊なデータを使用して行われます。

　インターネット上でデータを暗号化して送受信する代表的な技術に、「SSL

（Secure Sockets Layer）」があります（図 6-1）。クレジットカード番号や個

人情報を取り扱う Web サイトで、情報の改ざんや情報の盗み取りを防止する

ために広く利用されています。また、SSL は暗号化に加え、電子証明書（6-4

参照）により通信相手が本人であることを証明し、なりすましを防止するなど、

今日のインターネットの安心・安全を支えています。

　SSL による暗号化の具体例として、インターネットバンキングで利用者登

録する場合を挙げることができます。入力された情報は暗号化されて金融機

関の Web サーバーに送られ、通信の途中で情報が盗み見られることを防いで

いるのです。

　SSL を使ったサイトに接続するには、一般的な「http://」で始まるアドレ

スではなく、「https://」で始まるアドレスのサイトに接続します。また、SSL

を利用したサイトに接続すると、アドレスバーの色が緑色に変わったり鍵の

マークが表示されたりします（図 6-2）。

図 6-1 SSL による暗号化

アクセスポイント「https//abc.com」
にアクセス

無線LANの暗号化

SSLによる通信経路の暗号化

図 6-2 SSL サイト鍵マーク
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　これらをチェックすることで、SSL 通信を使っているサイトかどうかを確認

できます。Web ブラウザの種類やバージョンによっては、他の場所に保護を示

すマークが表示されることもあるので、普段利用している Web ブラウザのど

こに、どのようなマークが出るかをあらかじめ確認しておくといいでしょう。

6-4　電子証明書とは？

　「電子証明書（Electronic certifi cate）」とは、間違いなく本人であるという

ことを証明するために、電子的に発行してもらう証明書のことです。現実世

界における運転免許証や印鑑証明書、パスポートなどの身分証明書と同様に、

インターネット世界においてはこの電子証明書が身分証明書の役割を果たし

ます。これにより、本人確認の認証や、本人以外からのアクセスを制御する

ことなどができ、盗聴・改ざん・なりすまし・事後否認を防止します。

　電子証明書は、信頼できる第三者機関（認証局）に依頼し、高度な暗号化

技術に基づいて発行してもらいます。証明書の種類としては、Web サイト向

けに発行されるサーバー証明書、パソコンやスマートフォンなどのデバイス

向けに発行されるデバイス証明書、個人や組織向けに発行されるクライアン

ト証明書などがあります（図 6-3）。

図 6-3 Web ブラウザでの電子証明書確認画面例
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6-5　ファイアウォールとは？

　外部のネットワークに接続した環境にとって必須の情報セキュリティ対策

のひとつが、「ファイアウォール（fi rewall）」です。外部のネットワークから

の攻撃や不正なアクセスから、自分たちのネットワークやコンピュータを防

御するためのソフトウェアやハードウェアをさします（図 6-4）。「ファイア

ウォール」とは本来「防火壁」という意味で、火災のときに被害を最小限に

食い止める役割をすることになぞらえて、ネットワークやコンピュータを守

るものを示すようになりました。

　ファイアウォールは、ネットワーク通信を行う際に、その通信をさせるか

どうかを許可あるいは拒否する仕組みで、下記のような機能をもちます。

・ 外部からの不正なパケット（データ通信の際の分割された単位）を遮断す

る機能

・ 許可されたパケットだけを通過させる機能

　なお、通信をどう扱うかの判断は、通信の送信元と宛先の情報でなされ、

通信の内容は判断基準にはなりません。

図 6-4 ファイアウォール

ファイアウォール

悪意のある
ユーザー

悪意のない
ユーザー
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6-6　フィルタリングとは？

　「フィルタリング（filtering）」は、専用のソフトウェアやサービスなどを用

いることで Web サイトをふるいにかけ、不必要な情報を排除（アクセス制限）

することができる仕組みです。

　アダルトサイトや薬物・犯罪に関するサイトといったいわゆる有害サイト

をユーザーに見せないようにするなど、青少年保護の目的が主ですが、そも

そも有害サイトを閲覧することはコンピュータウイルスに感染するリスクも

高いため、セキュリティ対策としても有用とされています。

6-7　ソーシャル・エンジニアリングとは？

　コンピュータ上のセキュリティ対策以外に気をつけなければならないこと

として、「ソーシャル・エンジニアリング（social engineering）」があります。

これは、パスワードなどの情報を、コンピュータやネットワークの管理者や

利用者などから、会話の最中に巧みに聞きだす、盗み聞く、盗み見るなど、

通信技術によらない社会的な方法で入手することをいいます。

　技術的にセキュリティを強化しても、付箋にパスワードを書いていたり、

電話などでパスワードを話したり、ログインしたままコンピュータから離れ

たりすれば、ソーシャル・エンジニアリングの被害に合う危険性があるため、

十分な注意が必要です。

6-8　スキミングとは？

　「スキミング（skimming）」は、カード犯罪で多く使われる手口のひとつで、

磁気カードに書き込まれている情報を抜き出し、まったく同じ情報を持つカー

ドを複製する犯罪です。
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　スキミング対策としては次のような点に気をつけるといいでしょう。

・暗証番号の徹底管理

・第三者にカードを渡さない

・怪しい店ではカードを利用しない─など

　万が一スキミングをされてしまった場合でも、被害を最小限に抑えるため

に、カード利用明細を頻繁にチェックしたり、現金口座を複数に分散させて

おくといった対応も有効です。

6-9　スマホで必要なセキュリティ対策

　普及に伴い、スマートフォンでパソコン以上に重要な情報を管理すること

も増えてきました。そのため、セキュリティ対策もパソコン以上に徹底する

必要があります。

　具体的には、下記のようなセキュリティ対策を行うといいでしょう。

・ OS やアプリは、常に最新の状態にアップデートする。

・  信頼できる場所以外で、重要な情報の通信やアプリのインストールをしない。

・  「提供元不明のアプリはインストールしない」設定にしておく（Android 端末）。

・ 不審な「アクセス許可」が無いかを確認する（Android 端末）。

・ セキュリティ対策ソフト（アプリ）を利用する 。

　また、盗難や紛失などスマートフォンそのものを失ってしまった際の被害

を最小限に抑えるため、端末にパスコードロックを掛けておくことも大切で

す（図 6-5）。
図 6-5 パスコードロック
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第 7 章　インターネットに関連する法制度の現状

7-1　製作者を守る著作権

　CD の不正コピーや不正ダウンロードが音楽業界の衰退につながるのでは

ないかといった危惧がなされているように、お金を惜しんで利己的な行為を

行う先には、よい作品が生まれない、つまらない未来が待っています。音楽、

映像、写真、イラストなど、インターネットで閲覧できるほとんどのものは

誰かが著作権を有しているのであり、著作物に対する敬意と保護の精神をも

つことが大切です。

　著作物が製作者に無断で世間に広がった場合、製作者の努力や才能が侵害

されるだけでなく、彼らの収入源を奪うことにもつながります。

　著作物を権利者の許諾を得ずに複製したり、インターネット上に無断で掲

載して誰でもアクセスできる状態にすることは、著作権侵害にあたります。

　新聞や雑誌などの記事にも著作権はあり、引用の範囲を超えて掲載した場

合は著作権侵害になるので注意が必要となります。

　絵や写真などの市販の素材集や、インターネットで素材を提供している

Web サイトなどでは、「使用する際、権利者に許諾を求める必要はない」旨

を記載している場合があります。しかし、そのような素材であっても、商業

利用には制限が設けられていることもあるため、利用する前に必ず規約を

しっかり読んでおくことが大切です。

　また、人物の写真については、撮影した人が著作権を有するだけでなく、

写っている人も肖像権をもつため、インターネット上に掲載するにはそうし

たすべての権利者の許諾が必要になるケースもあります。
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7-2　著作権、肖像権、パブリシティ権とは？

■著作権
　著作物に対する著作者の権利を「著作権」といい、知的財産権のひとつ

に数えられます。「著作権法」により、自分が制作した画像や楽曲、撮影し

た写真などを、他人が無断で公開したりすることを防ぎ、著作権を保護す

ることが定められています。権利者に無許可で複製したり、インターネッ

ト上に掲載したりすることは著作権侵害に該当するため、情報を発信する

際には十分に気をつける必要があります（図 3-1）。

■肖像権
　写真や絵画など自分の肖像を、他人に無断で撮られたり使用されたりし

ない権利を「肖像権」といいます。個人の人格やプライバシーの保護を目

的としており、他人の顔写真を許可なくインターネット上に掲載するのは

肖像権の侵害となります。

■パブリシティ権
　タレントなどの顔や姿などの経済的利益を保護するための、「パブリシ

ティ権」という権利もあります。広くは肖像権に含まれ、肖像権と同様、

タレントなどの写真を無許可でインターネット上に掲載することは権利侵

害にあたります。

図 7-1 著作権侵害の例

私の撮った写真 私の撮った写真

自分の
ホームページ

他の人の
ホームページ

無断で掲載
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7-3　さまざまな権利侵害

■違法ダウンロード
　有償で提供されている音楽や映像、電子書籍が無許可でインターネット

上にアップされていることを知り、そこから自分のパソコンや情報機器、

録音／録画装置に無断で保存することを「違法ダウンロード」といいます。

たとえ目的が私的使用であっても著作権を侵害する行為にあたり、罰則の

対象となります。

■名誉毀損
　相手の名誉を傷つけ、損害を与える行為を「名誉毀損」といいます。刑

法では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無

にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処

する。」と規定されています。

　「公然と事実を摘示し」というのは、公共施設や職場、インターネットの

掲示板など不特定多数の人が認識できるような場所で、具体的な事実を示す

ことです。インターネット上に「○○は前科者だ」など、相手の名誉を傷つけ、

不利益を生じさせるような書き込みをすることも名誉毀損にあたります。

■わいせつ物頒布
　わいせつ物の公開も刑法に規定があります。規定では、「わいせつな文書、

図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の

懲役又は二百五十万円以下の罰金もしくは科料に処する。販売の目的でこ

れらの物を所持した者も同様とする。」とされています。

7-4　特定商取引法とは？

　消費者トラブルを防ぐために、事業者の不公正な勧誘行為を取り締まる法

律として、「特定商取引法」が制定されています。具体的な規定としては、「事
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業運営者の情報開示」「商品やサービスの価格と支払い時期、提供期間の適切

な提示」「事実と著しく異なる情報を表示し消費者に誤認を与えることの禁止」

「表示を裏付ける資料の提出」「未承認者に対するメールの禁止」「顧客の意に

反する申込みをさせる広告の禁止」などが挙げられます。こうした規定に違

反する Web サイトで商取引を行わないように注意が必要です。

7-5　電子契約法とは？

　インターネットショッピングなどの電子商取引における契約は、「電子契約

法（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律）」に

規定されています。これにより、電子商取引を行う際は、申込みが完了する

前にユーザーが申込み内容を確認できるように措置を講じなければならない

こととされています。申込み内容の確認がないまま注文が完了する Web サイ

トは違法の可能性が高いので、商品購入は避けるべきでしょう。

7-6　不正アクセス禁止法とは？

　利用する権限を持たないコンピュータに、インターネットや LAN などの

ネットワーク経由で不正に接続しようとすることを、「不正アクセス」といい

ます。「不正アクセス禁止法」により、コンピュータへの侵入や、遠隔操作で

使用することは禁じられています。

7-7　個人情報保護法とは？

　「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、個人を識別できる情報を

いいます。単独で個人を識別できない情報であっても、他の情報と組み合わ
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せることで特定の個人を識別できるものも個人情報と見なされます。

　具体的には、氏名、住所、性別、生年月日、勤務先、電話番号、電子メー

ルアドレス、指紋認証デバイス、マイナンバー、親族情報などが挙げられます。

そのうち、氏名、住所、性別、生年月日は基本四情報と呼ばれています。

　私たち一般消費者の個人情報は、販売戦略に活用できる情報源として経済

的な価値が認められています。そこで、個人情報が本人のあずかり知らぬと

ころで売買の対象となったり、企業から個人情報が盗み出されたりする事件

が絶えず発生しています。

　また、個人情報の漏えいは、USB メモリやノートパソコンの紛失・盗難が

原因で発生することもあります。

　個人情報の漏えいが起きないように、日本では、1989 年に「行政機関個人

情報保護法（行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関

する法律）」が施行され、2006 年にはすべての地方自治体で「個人情報保護

条例」が制定されました。さらに、企業活動を中心とする個人情報保護に関

する法律として、2005 年に「個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）」

が施行されるなど、さまざまな措置がとられてきました。

　ネットショッピングやネットバンキングなどのサービスを利用する際には

個人情報の登録が求められますが、安易に登録することはせず、登録する前

にしっかりとセキュリティ面を確認することが大切です。また、個人のホー

ムページやブログを開設する場合には、記載する個人情報について十分に考

慮しておく必要があります。

7-8　青少年インターネット環境整備法とは？

　青少年を有害サイトから守ることを目的とした法律として、2009 年に施行
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された「青少年インターネット環境整備法（青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律）」があります。

　この法律では、青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させ

ることや、フィルタリングの普及促進により青少年の有害情報の閲覧機会を

最少化することなどを基本として、インターネット関係事業者に対する義務

や、保護者やインターネットの利用者による青少年を有害情報から守るため

の取り組みなどが規定されています。

7-9　特定電子メール法とは？

　携帯電話やスマートフォンの普及は迷惑メール（スパムメール）の増加を

もたらしていますが、業務の妨げやインターネット回線を混雑させる迷惑メー

ルに対しては、その送信を取り締まるべく、2002 年に「特定電子メール法（正

式名称：特定電子メールの送信の適正化等に関する法律）」が施行されていま

す。

　同法により、事業者が広告メールを送信する際には送信者情報を表示する

ことが義務付けられており、偽った場合は 1 年以下の懲役または 100 万円以

下の罰金が科せられます。

7-10　出会い系サイト規制法とは？

　面識のない異性との交際を希望する者同士が、電子掲示板を通して、電子

メールやチャットなどで互いに連絡できるようにするサービスを提供する

Web サイトを「出会い系サイト」といいます。

  出会い系サイトを通じたトラブルは多数報告されており、「会員登録したら

高額な金額を請求された」「出会い系サイトで知り合った人から脅された」「自

分のプロフィールを使用して誰かが偽の会員登録をしていた」といった事例
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が代表的です。

　警視庁の発表によると、そうした出会い系サイトに関連した事件の被害者

の多くは 18 歳未満です。

　「出会い系サイト規制法（インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘

引する行為の規制等に関する法律）」では、18 歳未満の人が出会い系サイト

を利用することを禁止しています。

　本章で紹介してきたような法律が施行された後も、法の隙間をついた事件

や犯罪が発生しています。それに伴い、「個人情報保護法」「青少年インターネッ

ト環境整備法」などは法改正が執り行われており、規制はより強化されてい

ます。

　日頃から新聞やニュースなどでインターネット関連の法制度の動向に目を

配り、世の中の動きを捉えていくことが大切です。

法改正に注目しよう
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