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このドキュメントは、情報システム開発技術者が情報セキュリティの基本知識を体系的

に習得するために作成しています。 
 
情報システム開発のためには、関連技術だけでなく、関係する法律と情報倫理について

も身についておく必要があります。 
 
情報セキュリティに関しては、現在、さまざまな事業者から学習できる書籍や Web サ

イトが提供されていますが、公的部門からも無償で多数提供されています。 
 
このドキュメントでは、それらの内容を抜粋する形でまとめ、詳細は、書籍や Web サ

イトで情報が得られるように編集してあります。 
 
各種情報は原則として原文のまま掲載していますので、このドキュメント内では語尾や

日本語スタイルが統一されていません。 
以上を理解の上、ご活⽤ください。 
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1. 情報セキュリティを取り巻く環境 

2018 年度には、重要インフラのセキュリティ強化、IoT 機器の脆弱性の把握、企業経営
層のセキュリティリスク管理への参画等、様々な分野でセキュリティ対策が進展しました。
しかしその一方で、ランサムウェアや IoT 機器を狙ったサイバー攻撃、⼈間の弱点を狙っ
たネット上の詐欺等の手法は、更に巧妙化を続けています。2018 年度も、ビジネスメール
詐欺、フィッシングや偽警告等の詐欺攻撃の被害は後を絶ちませんでした。海外に目を移せ
ば、⼤規模な情報流出やランサムウェアによる被害等は引き続き起きています。対策が進ん
だので今後はセキュリティリスクが小さくなる、と考えるのは早計であると思います。 

 
2018 年度はまた、AI やキャッシュレス決済の急速な普及が実感された年でもあります。

当然ながら、AI やキャッシュレス決済の普及を後押しするために、それぞれのサービスの
脆弱性を把握し、起こりうる攻撃、あるいは悪⽤のリスクを正しく⾒定め、対応する必要が
あります。 

 
これから、AI やキャッシュレス決済の普及、デジタル・トランスフォーメーションの本

格化等で新しい IT 基盤によるサービスが次々と実⽤化されることでしょう。 
そうしたサービスを安全に利⽤するためにも、私達はそのサービスで⽣じうるリスクは

何か、提供されるデータやシステムは信頼できるか、等を考えることが求められます。もち
ろんこれは容易ではありませんが、サービス提供者、利⽤者、セキュリティ専門家等がそれ
ぞれの⽴場でリスクやその対処の方法について考え、少しずつでも情報を共有していくこ
とが⼤変重要であると思います。 

（資料１『情報セキュリティ白書 2019』（IPA））1 
 
 
 

 

  

 
1 資料１（PDF）『情報セキュリティ白書 2019 〜新しい基盤、巧妙化する攻撃：未知のリ
スクに対応する⼒を〜』（IPA：独立行政法人 情報処理推進機構） 
<https://www.ipa.go.jp/files/000079041.pdf> 

2. 情報社会を支える三本柱 

情報化時代に出現したさまざまな諸問題に対し、⼤きく３つの対処法が考えられます。 

（1）技術による防衛 
たとえば、コンピュータウイルスに対処するためのワクチンプログラムの開発や、不正アク
セスを防止するためのファイアウォールの改善など、さまざまな具体的方策が考えられま
す。これら技術による措置は不法⾏為からネットワークの安全を守り、あるいは被害を最小
限にとどめるのに⼤いに役⽴っています。著作権の問題についても、コピー防止プログラム
の開発などの技術的な対処がなされています。 

ただし、技術による防衛は決して万能ではありません。暗号技術１つをとっても、決して
破られない暗号は存在しないといわれています。システムを改善してネットワークセキュ
リティを高めても、侵入者はさらにその上を⾏く技術でアクセスしようとするでしょう。 

（2）法規制による抑止 
法律を制定し、違反者への処罰を明確にすることで、⼈びとの不法⾏為を抑止します。こ

れが第２の対処です。不正アクセス禁止法や個⼈情報保護法、著作権法といった種々の法律
が整備されることにより、やって良いことと悪いことの区別が明確になります。それらが⾏
動の基本となり、ビジネスや教育などの新たな可能性も広かっていきます。 

ただし、法による抑止⼒も決して万能ではありません。法は社会が安定的に営まれるため
の最低限のルールです。ネット上での小さな法律違反すべてを捕捉し、取り締まることは現
実的には不可能です。法には、こうした宿命があり、現実のネットワークの諸問題に 100％
対処しきれないことには留意が必要です。 

（3）倫理教育による啓発 
「ネットワーク社会の中で他⼈の権利を侵すことなく、お互いが快適に過ごすにはどう

したら良いか」というテーマを教育問題として捉えることは重要です。違反者には罰がある
からという抑止⼒だけに期待するのではなく、「これはやってはいけないこと」として⼈び
との心の中に定着させるためのアプローチであるといえるでしょう。教育によって醸成さ
れることが期待されるこうした価値観は、道徳とか倫理と呼ばれます。 

情報倫理は、「知の倫理」といわれます。「こういうことはいけない」ということを知って
いるかどうかが⾏為の分かれ目になることが多いからです。こうした教育は学校現場だけ
でなく、さまざまなメディアによる啓発活動も期待されます。 

（資料２『ケースで考える情報社会』（三和書籍））2 
 

 
2 資料２（書籍）『ケースで考える情報社会―これからの情報倫理とリテラシー』（三和書
籍）大島 武、寺島雅隆、畠⽥幸恵、藤⼾京⼦、⼭⼝憲⼆ （共著） 
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3. 情報の特性 

 私たちは、情報に満ちた社会の中で⽣活をしています。情報社会を主体的に⽣きるには、
情報というものをどのようにとらえ、向き合えばよいのか、それを考えてみることはたいへ
ん重要です。そのために、まず情報の特性を考えてみることにします。情報の特性を情報社
会の観点で考えると、次の(1)〜(6)に示すような特性と、その特性に起因する注意点が浮か
びあがってきます。 

(1) 受信者の存在 
(2) 意図の介在 
(3) 価値の個別性 
(4) 情報の残存性 
(5) 情報の⼤量複製 
(6) 情報の伝播性 

(1) 情報は受け取る⼈が存在する（受信者の存在） 
情報には、情報を創り発信する⼈（発信者）とともに、情報を受信し活⽤する⼈（受信者）

が存在します。送り手から出された情報を、受け手が受け取ることによって、はじめて情報
の意味が⽣じます。したがって、情報を発信する場合、受け手の存在を意識し、配慮して発
信する必要があります。また。自分が発信した情報は、予期できない第三者によって受け取
られる可能性があることも意識しましょう。 

(2) 情報の受信・発信には意図が伴う（意図の介在） 
情報は。ある意図を持って創造され発信されます。また、ある意図を持って受信され利川

されます。情報を発信する場合も受信する場合も、なんらかの意図が介在しています。 
したがって、情報の発信者は、情報発信の意図が明確にわかるように⼯夫することが⼤切

です。また。情報の受信者は、発信者の意図を理解しようとする努⼒が必要です。悪意に満
ちた情報もあります。発信者の意図を理解できず、発信者の罠にはまって不利益を被ること
も考えられます。 

(3) 情報の価値は⼈それぞれ（価値の個別性） 
情報の価値は、受信者によって異なります。情報を受け取る⼈の状況や目的、価値観によ

って、役⽴つ情報に成り得るか否かが決まるということです。ある⼈には非常に価値のある
情報でも。別の⼈にとっては、まったく価値のない情報である場合か多いのです。 

たとえば、情報を発信する場合、発信者の価値観のみで判断して、気に入った情報をメー
ルに添付してメーリングリストに流すといった⾏為は避けるべきです。情報の個別性を考
慮した情報発信のモラルか求められます。 

 

(4) 一度⽣じた情報は消えない（情報の残存性） 
知っている情報を、誰かに教えたとしても、自分の中の情報が減少したり、変化したり、

消滅したりしません。持っている物（物質）は、相手に渡すと自分の手元には残りませんが、
情報は、相手に渡してももとの情報は残ります。 

したがって、情報を不正にコピーしても、罪の意識を持ちにくい傾向があります。この情
報の残存性が、著作権を保護するモラルの形成を困難にしているとも考えられます。また、
一度⽣じた情報は消えないため、個⼈情報の流出や風評が起きないように⼗分注意を払う
必要があります。 

(5) ⼤量の複製が容易にできる（情報の⼤量複製） 
実際の物質とは異なり、情報は、複製して同一のものを創り出すことが容易です。特に、

情報がデジタル化されることによって、この情報の複製が容易に、短時間で⼤量にできるよ
うになりました。 

したがって、他者が苦労して創った著作物を、無断で複製して利⽤するような著作権を侵
害する⾏為が起こりやすいのです。また、どこかで個⼈情報が漏れると、次々とコピーされ、
被害が拡⼤していくという事態が起きます。 

(6) 情報はすぐに広がる（情報の伝播性） 
情報の伝播性とは、情報は⼈々の間を容易に伝播して、広められていく特性をいいます。

この伝播性を悪⽤して、マルチ商法やコンピュータウイルスなどのインターネット犯罪や、
デマ情報、ネットいじめ、チェーンメールなどの社会的な問題が拡⼤していく傾向にありま
す。 

（資料３『インターネットの光と影』（北大路書房））3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 資料３（書籍）『インターネットの光と影 Ver.6 〜被害者・加害者にならないための情
報倫理⼊門〜』（北大路書房）情報教育学研究会(IEC)情報倫理教育研究グループ (編集) 
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4. インターネットの特異性 

現在、インターネットは様々な問題を抱えています。しかし、トラブルはインターネット
だけに限ったものではありません。⼈が⾏き来する街の中でも、くつろいでいる居間でさえ
も起こり得るものであり、実際に発⽣しています。それにも関わらず、私たちはインターネ
ットに何らかの特異性を感じてしまうのはなぜでしょうか。それは、インターネットが現実
社会と異なる点が多いからでしょう。ここでは、インターネットの特異性について整理して
みましょう。 

(1) バーチャル 
(2) 匿名性 
(3) オープン性 
(4) 情報量の拡⼤、氾濫 
(5) 無料（フリー）の文化 
(6) パーソナル化 
(7) 格差の助⻑ 

(1) バーチャル 
文明の発展というものを振り返ってみると、今までできなかったことができるようにな

り、新たな発明が社会にうまく取り入れられた例は多くあります。例えば、運転シミュレー
ションも交通事故の減少に貢献しています。また、インターネットは、ビジネスの上でも⽣
活の上でも必要不可⽋となってきています。そこでのバーチャル性には抵抗がなく、現実⽣
活の中にすでにうまく取り入れられています。しかし、ネットゲームや出会い系サイトがそ
のバーチャル性をもって問題視されていることも事実です。 

 
インターネットは、私たちが今まで扱ったことがないデジタル空間とそこで展開される

だろう多くの可能性を示しました。その一方、その安全性は⼗分に確保されておらず、様々
な問題が⽣じています。それらを「危険」と言い捨てるのではなく、その原因を精査し技術
や法律の⾯から解決方法を探るべきでしょう。また、インターネットが⽣む様々な課題に対
して、私たちがどのような倫理的態度を示すかも考えていくべきでありましょう。 

(2) 匿名性 
「インターネットでは、相手が特定できない」「匿名が犯罪の温床になっている」とよく

言われます。しかし、インターネットを利⽤している時、PC やルーターには「IP アドレス」
という識別番号が振り分けられます。IP アドレスは世界で唯一であり、プロバイダの記録
をたどれば、誰がどの IP アドレスを使い、どの Web サイトにアクセスしたかを判別する
ことは難しくありません。インターネットは匿名ではありません。 

 

「インターネットは匿名社会だ」とよく言われるのは、サイトやブロバイダは IP アドレ
スに関わる個⼈情報を法律上むやみに公開することができないからです。インターネット
は本当の意味での匿名ではなく、一般の⼈にとっては、相手の情報に非常にアクセス「しに
くい」というだけのことに過ぎません。私たちはそれを「匿名性」と⾒なしています。そし
て、その「匿名性」はプロバイダやサイト管理者の手によって⽀えられている、不安定なも
のであることに気付かなければなりません。 

 
インターネット上に投稿されている情報をすべて洗い出すことで、ある特定の⼈の素性

を明らかにすることができます。つまり、私たちが SNS などに投稿する度に､私たちは自分
の「匿名性」を崩しているのです。事実、過激な発言や不適切な投稿をした⼈の実名、写真、
住所、⾞のナンバー、学歴、家族の名前と写真などを調査し公開する⼈たちがいます。情報
を発信する際には、インターネット上は「匿名ではない」と理解し､どのような発言が適切
かを常に留意すべきでしょう。 

 
電⼦乗⾞券や電⼦マネーの利⽤、SNS での発言など、それらの膨⼤な情報を分析し、新

たな商品開発・販売につなげようという試み、いわゆる「ビッグデータの活⽤」が進んでい
ます。そこでは個⼈のデータは匿名化されて売買されているが、本当に匿名化されているの
か、販売されたデータから個⼈の振る舞いが割り出されることがないのか、といったことが
⼤きな課題となります。 

(3) オープン性 
インターネットは、世界中のコンピュータネットワークを接続した巨⼤なネットワーク

です。インターネット上では、データは自分と相手のコンピュータ間を直接⾏き来するので
はなく、途中でいくつかのコンピュ一タ間を転送されて目的のコンピュータへ到着します。 

 
これらの通信技術は広く一般に公開されているものであることから、悪⽤が可能です。例

えば、途中で IP パケットを抜き取り中身を覗くことができます。また、PC 同士をインター
ネットを介して交信させる仕組みを悪⽤して第三者の PC を遠隔操作し、迷惑メールの発信
やウイルスをばらまかせるような攻撃もあります。 

 
このようにインターネットは、その規格が公開されており、誰でも利⽤できるオープン性

を創設当時から持っているので、誰もがそれらを利⽤し新しい技術を次々と開発し、便利な
社会を作り上げることができた反⾯、犯罪者もそれを利⽤できるという⾯を持っています。
新しい技術が⽣まれれば、それを悪⽤する⼈が必ず出てきます。悪⽤を防ぐ技術を開発すれ
ば､それを回避する手段が考えられ、堂々巡りとなります。根本的な解決は難しいです。 
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(4) 情報量の拡⼤、氾濫 
インターネットは情報を電気信号や光に換えて広範囲に伝送します。国や地域による差

はあるとしても、かつて私たちが経験したことのない速度で情報は世界を駆けめぐります。
速くなったのは通信速度だけではありません。次々と更新されるオンラインニュースは、そ
の内容の深さよりも、より早く現状を伝えることを目的にしています。 

 
発信が早くなることで必ずしも質が劣化するとは限りませんが、新聞や書籍は出版社の

編集というフィルターが入ることで質を保ってきたのに対して、乱⽴するブログや数分ご
とに流れるオンラインニュースのテロップでは、それぞれの内容の真偽を⼗分に確認した
り掘り下げることができません。誤っていたら修正記事を出せばよく、より優先されるのは
「旬」と「⼈より遅れてはならない」ということかもしれません。その結果、この細切れで
⼤量の情報が発信されては消えていきます。 

(5) 無料（フリー）の文化 
PC やインターネットには無料(フリー)文化が多くあります。Yahoo!や Google をはじめ

とした無料でメールが使えるホームページやブログを開設でき、自分が撮った動画を配信
できるサービスがあります。地図もインターネット上では無料で提供されています。無料と
はいえ質は高いです。動画投稿サイトにはプロ顔負けの作品がアップロードされ、SNS で
は多くのコミュニティが⽣まれています。 

 
地上波の⺠放テレビ番組は、無料である代わりに CM が入りますが、Google のモデルは

これとは異なります。どちらも、対価として何かを求めるという点では同じです。⺠放のテ
レビ番組では CM を⾒る時間と消費意欲を、インターネットの無料サービスでは個⼈情報
に限りなく近い情報を、私たちは⾒返りに提供しています。このようにして集められた個⼈
情報は、広告やマーケティングに利⽤されます。それによっては、私たちのニーズにあった
広告を受け取ることができます。その一方では誰かが私たちの振る舞いを⾒て記録してい
ます。このことを理解した上で無料サービスを利⽤すべきです。SNS で発言された膨⼤な
情報（ビッグデータ）を解析して、ビジネスに活⽤するようになってきました。無料で便利
なツールは魅⼒的ではありますが、それと引き替えに私たちが何を提供しているのかを知
るべきです。 

(6) パーソナル化 
インターネット創成期に⽐べると、インターネットの利⽤形態がパーソナル化されてい

ると思われます。電⼦メールは親書を送る通信手段としてパーソナルなものです。SNS は
メールよりもパブリックではありますが、掲示板よりずっとパーソナル化されています。
SNS のこの特性を利⽤して、従来の掲示板とは異なるような、仲間同士でのより深いコミ
ュニケーションが⾏われています。 

 
インターネットヘアクセスするクライアント機器が、未成年を中心に PC からスマートフ

ォンやタブレットへと移⾏しています。また、PC も１⼈１台があたり前となっています。
つまり、パーソナル化されたコミュニティへ、パーソナルな機器を使いアクセスすることが
当然となっています。成⼈であれば、より便利に深いコミュニケーションを取ることができ
ますが、未成年がトラブルに巻き込まれている場合、なかなか現状を把握し改善することが
難しいです。⼤⼈が進んで SNS を使ったり⼦ども達にヒアリングすることが、現状を知る
ための一歩でありましょう。 

(7) 格差の助⻑ 
インターネットは私たちの時間空間を拡⼤し、私たちがより早く、より多くの情報を扱う

ことを可能にしました。インターネットで検索することで、より便利なサービス、より安い
商品などの情報を入手できるようになりました。しかし、インターネットを使えない⼈には、
そのような情報を得る機会もありません。情報を効率よく得られる⼈はチャンスに恵まれ、
そうでない⼈はどんどん取り残されていきます。情報を持つ⼈と持たざる⼈の差がますま
す広がっています。 

 
情報を積極的に発信しているところには多くの情報が集まり、それ以外にはほとんど情

報が集まらないという格差もあります。インターネット創成期には、マスメディアなどに頼
ることなく誰もが平等に情報発信ができる新基盤として、インターネットが期待されまし
た。しかし蓋を開けてみれば、個⼈が Web サイトで情報を発信しても、その存在自体が世
に知られず、しかも皮肉なことに、そのサイトが新聞に取り上げられることでアクセスが爆
発的に増える、といったこともあります。デジタル技術の進歩とインターネットの高速化で、
格差はますます広がる傾向があります。 

（資料４『情報セキュリティ⼊門』（共立出版））4 
 

 
 
  

 
4 資料４（書籍）『情報セキュリティ⼊門 ―情報倫理を学ぶ人のために― 改訂版』（共立
出版）会⽥ 和弘 (著), 佐々木 良一 (監修) 
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5. 情報倫理 

1.1. 情報倫理とは 
⼈間は、一⼈で⽣活する場合には、自分の思うとおりの⽣活がある程度できます。しかし、

複数の⼈間が共同して⽣活する場合には、お互いの⽣活や⼈権を侵害しないように気遣う
し、何らかのルールを決めることが必要になってきます。そのルールは、いわゆる⼈の⽣き
る道から、もっとも強制⼒のある法律にまで及びます。 

 
情報社会では、LAN やインターネットなどの情報インフラが進展し、さらに、パソコン

やワークステーションの低廉化により、日常⽣活の場に、世界中につながる情報ネットワー
クが存在しています。その気になれば、世界中の不特定多数の⼈々に情報を発信することが
できますし、また受信することも可能な世の中になっています。つまり、個⼈が世界につな
がる情報環境と直結するに至っています。したがって、これまでは情報の専門家集団のみに
制限されていた⾏為が、多くの一般の市⺠にも波及し、容易に違法⾏為や罪を犯す可能性が
でてきたことになります。誰でもが⼈権侵害のような⾏為を⾏ったり、罪を犯したりする可
能性のある環境になってきています。 

 
情報倫理に関して、分野ごとに、あるいは種々の側⾯から議論され、規約として「⼈のな

すべきこと」という形で集約されているものがあります。 
 

情報社会の進展に伴い、情報犯罪、有害情報の社会に及ぼす影響の問題、これまでの社会
での倫理とは異なる、新しい倫理の問題が浮上してきています。いわゆる、情報倫理です。
これは、情報社会が新しい違法⾏為や犯罪を⾏うことを可能とする⼟壌を⽣み出したこと
にあります。と同時に、コンピュータがこれまでの道具と異なり、情報を制御する、機械を
も統括できる機械だということにあります。これに対して単純に法的な処置で防ぐべきで
ある、という議論があります。しかし、一方においては、本質的には個⼈の倫理に関係する、
との認識から、その本質から議論し、明確な展望のもとに、概念を形成し、それに基づいた
教育を⾏う必要があるともいわれています。いわゆる、新しい情報哲学に基づく情報倫理の
明確な概念形成とその教育です。 

資料５『情報リテラシ』（共立出版）5 
  

 
5 資料５『情報リテラシ 第 4 版』（共立出版）大野 豊（監修）佐藤章、神沼靖⼦（共著） 

1.2. 技術者にとっての情報倫理 
なぜ道徳的であらねばならないのか︖これらの倫理上の枠組みを論じる前に、我々はど

のように質問に答えることができるか、なぜ道徳的であらねばならないかについて考えて
みましょう。エンジニア、コンピュータ専門家、情報技術管理者等の⼈たちは、なぜ道徳性
や正しいことを⾏なうことに関心を持たなければならないのでしょうか︖何ゆえに他の⼈
たちの利害を考慮に入れ、正義、正直、寛容のような理想を追求すべきなのでしょうか︖ 

 
 専門家としての成功と、道徳に考慮し水を汚すことなく、健全な経営上の決断を下すこ

とを同時に達成することは難しいという⼈たちもいるでしょう。逮捕される可能性が非常
に少ないとか、まったくないことがわかっている場合、規範や道徳性を犯そうとする誘惑は
非常に強いものになります。道徳性はむしろ、成功したキャリアを目指す際の障害になると
いう⼈たちもいるでしょう。というのは、常に道徳を守るとはいえない競争者と争う必要が
あるからです。 

 
基本原則か道徳による義務によって規制されなければ、我々は社会⽣活を営む最低の条

件を満たすことはできません。我々の幸福は社会の幸福に⼤幅に依存しており、社会の幸福
は我々が進んで倫理的に責任をもって⾏動するかどうかに依存しています。我々の道徳的
な⾏動が、おおいに我々の利益にかなっていることは明確なのです。 

 
 哲学者は何世紀にもわたって、⼈間の性質は現実に、道徳的であることを強制する、道

徳的に⾏動しなければ⼈間としての可能性を実現することはできない、という点について
論じ続けてきました。同じように⼈間は、孤⽴したままで⼈間としての真の繁栄を遂げるこ
とはできません。そうできるのは、社会の中にあるときだけなのです。ここで我々は、道徳
的な⾏動は社会に利をもたらし、それが我々に利をもたらすという先の考えにふたたび戻
ることになります。 

 
技術者や管理者が、至上の道徳的な規範に従って⾏動する場合は、その職業の信頼性を高

め、彼らが属する組織の結束を強めるということには疑いがありません。彼らの個⼈として、
あるいは専門家としての「繁栄」は、相互の協⼒と仲間意識に依存し、調和の取れた社会で
しか存在しないのです。道徳について真剣に考え、技術上の、あるいは経営上の問題を解決
するために払うのと同じような注意をもって、倫理的なジレンマを分析することが求めら
れるのです。 

資料６『情報社会の倫理と法』（エヌティティ出版）6 

 
6 資料６（書籍）『情報社会の倫理と法 〜41 のケースで学ぶ』（エヌティティ出版） 
リチャード A.スピネロ（著）中⻄輝夫（訳）林紘一郎（監訳） 
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5 資料５『情報リテラシ 第 4 版』（共立出版）大野 豊（監修）佐藤章、神沼靖⼦（共著） 
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6 資料６（書籍）『情報社会の倫理と法 〜41 のケースで学ぶ』（エヌティティ出版） 
リチャード A.スピネロ（著）中⻄輝夫（訳）林紘一郎（監訳） 
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6. 情報倫理と情報セキュリティ 

情報セキュリティとは、情報の機密性。完全性、可⽤性を維持することである、情報社会
になって。コンピュータやネットワークが⼈間の活動に効率性や柔軟性、利便性をもたらし
た一方で。情報の氾濫。不正な情報の流布、情報操作、情報漏えい、著作権侵害、情報シス
テムやネットワークの障害などの問題が、社会や企業、そして私たちの暮らしに⼤きな影響
を与えている。これらの弊害を未然に防ぎ、被害に遭わないようにするために、私たちは情
報倫理や情報セキュリティについてしっかり学ばなければならない。弊害を起こす主な原
因には不正⾏為。過失。故障や障害の１つが考えられ。その解決のためには、ａ）情報技術
の確⽴、b）法律などの整備、c）個⼈の倫理観の確⽴が求められている。 

 
不正⾏為の予防には法律による規制が有効であるが、万全ではない。一方で、技術的な対

策も考えられ実施されている。情報が望まないところにわたっても解読できないようにす
る「暗号化」や、コピーを防止する「電⼦透かし」などの手段である。こうした法的規制や
技術的対策は、情報化社会の加害や被害の対処療法的な効果に限定され、後追いの宿命を背
負っているとも言える。 

 
技術的な側⾯で言えば。コンピュータやネットワークが扱うデータは、すべてを２値で表

すデジタルデータであり、次のような特性をもっている。 
① 複与と改変がきわめて容易であり、オリジナルとコピーの区別がつきにくい。また。

複写や改変の証拠を突き止めにくい。 
② データは。複写や伝送によって劣化しない。 
③ きわめて小さな媒体に⼤量のデータを記憶できる。そして経年変化も少ない。 
 
一方、インターネットは。善意の研究者や専門家の間で日頃の研究情報の交換を⾏うこと

を起源とすることもあり。ネットワークの信頼性や、⼤衆化による不注意な使⽤や不正利⽤
に対する配慮を⽋いている⾯がある。つまりインターネットは、その起源、特性およびデジ
タルデータの特性によって、先にあげた恩恵を与えるとともに。多くの弊害をもたらすこと
になったと言える。 

安心で豊かな情報化社会を実現するには、究極的には情報セキュリティに対する個⼈の
意識を高めるしかない。そのためには、故障や障害あるいは災害による被害を最小限に食い
止めるための対策を常にしておくこと。他⼈の権利を侵さず自分の権利はしっかり守るこ
と。犯罪やつまらないいさかいに巻き込まれないように心掛けることが必要である。これが
情報倫理にほかならない。 

 
 

 社会⼈としての倫理綱領と情報化社会対策 
情報倫理は情報化社会における倫理であって、特にコンピュータやネットワークなどの

情報システムを使って情報に関する活動を⾏う際の倫理といえる。山口⼤学・教育学部のテ
キスト（情報倫理）では、情報倫理を「情報化時代における個⼈と社会のあるべき姿」と捉
えている。順序としては、「社会のあるべき姿」が規定されて初めて「個⼈のあるべき姿」
が定まるのだが、社会のあるべき姿は⼗分には論議されていないためである。こうした情報
倫理には社会⼈あるいは市⺠として一般に順守すべきものもあれば、職業や地位に応じて
守らなければならないものもある。コンピュータや情報処理に関心をもつ⼈で組織されて
いる（一社）情報処理学会では、社会⼈としての倫理綱領を次のように定めている。 

1）他者の⽣命、安全。財産を侵害しない。 
2）他者の⼈格とプライバシーを尊重する。 
3）他者の知的財産権と知的成果を尊重する。 
4）情報システムや通信ネットワークの運⽤規則を順守する。 
5）社会における文化の多様性に配慮する。 

 
情報化社会に振り回されないための対策として以下があげられる。 
（1）Ｗｅｂ上の情報を鵜呑みにしない 
Ｗｅｂやメールから得た情報は正しい情報とは限らない。マスメディアによる情報操作

や情報ねつ造を⽤いての誘導が社会に影響を与えた事例も少なくない。また、Ｗｅｂ上の情
報は簡単に書き換えられるので、利⽤するときは参照した日付に注意を払おう。 

（2）不審なサイトにアクセスしない 
違法サイトや有害な情報を含んだサイト、不審なサイトにはアクセスしないよう心掛け

よう。一度だけしかアクセスしていないのに不当な料⾦請求書が送られてくるワンクリッ
ク詐欺などのトラブルに巻き込まれる可能性がある。有害サイトへのアクセスを禁止する
ようにブラウザを設定する方法も有効である。 

（3）身体的な影響に配慮しよう 
ディスプレイに向かって⻑時間の作業と集中して⾏うと、視⼒低下や肩こり、腰痛など肉

体的な障害を引き起こす。電磁波による健康被害にも注意を向けよう。 
（4）精神的な影響にも気をつけよう 
情報機器をうまく扱えないことにより引き起こされるテクノ不安症や、逆にパソコンを

毎日使っていないと不安を感じたり、パソコンや携帯電話などを通さないと⼈とのコミュ
ニケーションを取りにくいといったテクノ依存症などがある。 

資料７『コンピュータ概論 〜情報システム⼊門〜 第 7 版』（共立出版）7 

 
7 資料７『コンピュータ概論 〜情報システム⼊門〜 第 7 版』（共立出版） 
    魚⽥勝臣（編著）渥美幸雄、植竹朋文、大曽根匡、森本祥一、綿貫理明（著） 
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7. 情報セキュリティの基礎 

資料８『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』（NISC）より 

① OS やソフトウェアは常に最新の状態にしよう︕ 

（1） パソコン本体とセキュリティの状態を最新に保とう 
悪意の攻撃からパソコンを守る第一歩は、セキュリティを最新に保ち、各種のアップデー

トを⾏うことです。最近の機種では、OS 関連のアップデート処理は自動で⾏われるか、ア
ップデートを⾏うよう通知が出るようになっています。しかし、ときとして緊急でアップデ
ートを⾏ったほうがよいこともあります。セキュリティ関連ニュースサイトなどでそうい
った情報が流れていたら、自主的に更新処理をかけるようにしましょう。Office 製品など
OS のメーカーが作っている重要なソフトもここで同時にアップデートされます。 

次に、サイバー攻撃で狙われやすいソフトの更新を重点的に⾏いましょう。Adobe 社の
Flash Player や Acrobat Reader、Oracle 社 Java や各種のウェブブラウザは攻撃のター
ゲットになりやすいのです。 

また、機器そのものの基本プログラムを更新するファームウェアアップデートにも気を
配りましょう。こちらの更新通知は、自動で出る機器と出ない機器があるので、自分の機器
⽤のアップデート情報は、どのようにすれば入手できるか、事前に確認して気を配ってくだ
さい。 

セキュリティソフトも基本的にはインストールすると自動更新されるようになりますが、
日に一度は意識的にセキュリティソフトの画⾯を⾒ましょう。これにはセキュリティの状
態を確認する意味もあります。 
 
（2）スマホやネットワーク機器も最新に保とう 

スマホも同様に各種のアップデートの適⽤が必須です。 
スマホの場合、⽐較的アップデートの通知がわかりやすくなっており、自動アップデート

機能も充実しています。機器本体のファームウェアのアップデートでも、OS のアップデー
トでも、いつも使⽤している一般のアプリのアップデートでも、更新の通知が出たら、マメ
に適⽤するようにしましょう。そのためには、本体のファームウェア（ソフトウェア更新や
システムアップデートと書かれることも）や OS の更新が、設定メニュー上のどこにあるの
かと更新手順を確認しておきましょう。アプリの更新が自動になっているかも確認しまし
ょう。 

スマホアプリの自動更新は、設定によっては無線 LAN 接続時のみ自動で⾏うことになっ
ている場合もありますが、その設定でも更新時に権限変更で確認が必要な場合は自動更新
されないこともあるので、気がついたら未更新のアプリがたくさんたまったままになって
しまっていることもあります。日に一度は意識してアップデート画⾯に⾏き、更新作業をす

るように心がけましょう。 
また、ネットワークにつながる IoT 機器やスマート家電などは、こういった通知がなく、

アップデートが公開されても気づかず、セキュリティホールが開いたままになっているこ
ともあります。週 1 回でも月 1 回でもアップデートファイルが公開されているかチェック
しましょう。特にネットワークカメラなどは適切に管理しないと、攻撃者に不正に利⽤され
ることが⼤いにあります。 
 

② ウィルス対策ソフトを導入しよう 

（1）セキュリティソフトを導入して守りを固めよう 
悪意のハッカーが攻撃に使うマルウェア。単純なウィルス検知ソフト、あるいは対策ソフ

トの場合、このマルウェアを⾒つける方法は、主として「手配書」方式になっています。手
配書方式とは、あらかじめ検出したいマルウェアの特徴を、検知ソフト開発元からそれぞれ
のパソコンなどに送信しておき、マッチしたものを駆除する方式です。 

しかし、現在では攻撃者が、発送先ごとに送信するマルウェアを微妙に変えたり、狙いを
定めた相手には専⽤のマルウェアを開発したりする場合もあるので、この方法では⾒つけ
出すことが困難になりつつあります。そこで最近の総合セキュリティソフトでは「手配書」
方式に加えて、パソコンに入ってしまった後も監視を続け、不審な⾏動を取れば隔離や駆除
を⾏う、「ふるまい検知」や、機能的に怪しい部分を検出する「ヒューリスティック分析」
機能を持つものが出てきています。これにより未知のマルウェアにもある程度は対処でき
るわけです。 

それでも対処しきれないものもあります。システムの穴であるセキュリティホールが発
⾒され、それに対して開発元からセキュリティパッチが配布され、穴が塞がれる前に攻める
「ゼロデイ攻撃」を⾏うマルウェアです。この場合は手配書なども間に合わないので、現状
では決定的に有効な対抗措置がほとんどありません。しかし、そういったことを加味したと
してもパソコンに総合セキュリティソフトを導入することには多くのメリットがあります。
ぜひ導入してパソコンの守りを固めましょう。 
 
（2）必要ならばスマホにはセキュリティパックを検討しよう 

スマホの場合、その誕⽣がパソコンなどと⽐較して近年ということもあり、設計思想自体
により多くセキュリティの概念が盛り込まれています。したがってセキュリティを担うア
プリは存在しても、それが担う役割はあまり⼤きくありません。 

利⽤にあたって、そもそも不正なアプリをインストールしない、インストールするように
だまされない、インストールできる環境を作らないようにすれば、ある程度のセキュリティ
は確保できるのです。しかし、チェックするべき点を⾒落としてしまったり、だまされて気
づかないうちに不正なアプリをインストールしてしまったりした場合の検知や、詐欺メー
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7. 情報セキュリティの基礎 

資料８『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』（NISC）より 

① OS やソフトウェアは常に最新の状態にしよう︕ 

（1） パソコン本体とセキュリティの状態を最新に保とう 
悪意の攻撃からパソコンを守る第一歩は、セキュリティを最新に保ち、各種のアップデー

トを⾏うことです。最近の機種では、OS 関連のアップデート処理は自動で⾏われるか、ア
ップデートを⾏うよう通知が出るようになっています。しかし、ときとして緊急でアップデ
ートを⾏ったほうがよいこともあります。セキュリティ関連ニュースサイトなどでそうい
った情報が流れていたら、自主的に更新処理をかけるようにしましょう。Office 製品など
OS のメーカーが作っている重要なソフトもここで同時にアップデートされます。 

次に、サイバー攻撃で狙われやすいソフトの更新を重点的に⾏いましょう。Adobe 社の
Flash Player や Acrobat Reader、Oracle 社 Java や各種のウェブブラウザは攻撃のター
ゲットになりやすいのです。 

また、機器そのものの基本プログラムを更新するファームウェアアップデートにも気を
配りましょう。こちらの更新通知は、自動で出る機器と出ない機器があるので、自分の機器
⽤のアップデート情報は、どのようにすれば入手できるか、事前に確認して気を配ってくだ
さい。 

セキュリティソフトも基本的にはインストールすると自動更新されるようになりますが、
日に一度は意識的にセキュリティソフトの画⾯を⾒ましょう。これにはセキュリティの状
態を確認する意味もあります。 
 
（2）スマホやネットワーク機器も最新に保とう 

スマホも同様に各種のアップデートの適⽤が必須です。 
スマホの場合、⽐較的アップデートの通知がわかりやすくなっており、自動アップデート

機能も充実しています。機器本体のファームウェアのアップデートでも、OS のアップデー
トでも、いつも使⽤している一般のアプリのアップデートでも、更新の通知が出たら、マメ
に適⽤するようにしましょう。そのためには、本体のファームウェア（ソフトウェア更新や
システムアップデートと書かれることも）や OS の更新が、設定メニュー上のどこにあるの
かと更新手順を確認しておきましょう。アプリの更新が自動になっているかも確認しまし
ょう。 

スマホアプリの自動更新は、設定によっては無線 LAN 接続時のみ自動で⾏うことになっ
ている場合もありますが、その設定でも更新時に権限変更で確認が必要な場合は自動更新
されないこともあるので、気がついたら未更新のアプリがたくさんたまったままになって
しまっていることもあります。日に一度は意識してアップデート画⾯に⾏き、更新作業をす

るように心がけましょう。 
また、ネットワークにつながる IoT 機器やスマート家電などは、こういった通知がなく、

アップデートが公開されても気づかず、セキュリティホールが開いたままになっているこ
ともあります。週 1 回でも月 1 回でもアップデートファイルが公開されているかチェック
しましょう。特にネットワークカメラなどは適切に管理しないと、攻撃者に不正に利⽤され
ることが⼤いにあります。 
 

② ウィルス対策ソフトを導入しよう 

（1）セキュリティソフトを導入して守りを固めよう 
悪意のハッカーが攻撃に使うマルウェア。単純なウィルス検知ソフト、あるいは対策ソフ

トの場合、このマルウェアを⾒つける方法は、主として「手配書」方式になっています。手
配書方式とは、あらかじめ検出したいマルウェアの特徴を、検知ソフト開発元からそれぞれ
のパソコンなどに送信しておき、マッチしたものを駆除する方式です。 

しかし、現在では攻撃者が、発送先ごとに送信するマルウェアを微妙に変えたり、狙いを
定めた相手には専⽤のマルウェアを開発したりする場合もあるので、この方法では⾒つけ
出すことが困難になりつつあります。そこで最近の総合セキュリティソフトでは「手配書」
方式に加えて、パソコンに入ってしまった後も監視を続け、不審な⾏動を取れば隔離や駆除
を⾏う、「ふるまい検知」や、機能的に怪しい部分を検出する「ヒューリスティック分析」
機能を持つものが出てきています。これにより未知のマルウェアにもある程度は対処でき
るわけです。 

それでも対処しきれないものもあります。システムの穴であるセキュリティホールが発
⾒され、それに対して開発元からセキュリティパッチが配布され、穴が塞がれる前に攻める
「ゼロデイ攻撃」を⾏うマルウェアです。この場合は手配書なども間に合わないので、現状
では決定的に有効な対抗措置がほとんどありません。しかし、そういったことを加味したと
してもパソコンに総合セキュリティソフトを導入することには多くのメリットがあります。
ぜひ導入してパソコンの守りを固めましょう。 
 
（2）必要ならばスマホにはセキュリティパックを検討しよう 

スマホの場合、その誕⽣がパソコンなどと⽐較して近年ということもあり、設計思想自体
により多くセキュリティの概念が盛り込まれています。したがってセキュリティを担うア
プリは存在しても、それが担う役割はあまり⼤きくありません。 

利⽤にあたって、そもそも不正なアプリをインストールしない、インストールするように
だまされない、インストールできる環境を作らないようにすれば、ある程度のセキュリティ
は確保できるのです。しかし、チェックするべき点を⾒落としてしまったり、だまされて気
づかないうちに不正なアプリをインストールしてしまったりした場合の検知や、詐欺メー
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ルの検知、不正なアプリが仕込まれているウェブサイトのブロック、あるいは個⼈情報の流
出チェックなど、セキュリティ全般にかかわるサポート機能を補助的に導入したいかもし
れません。 

そういった場合は、携帯電話会社やプロバイダなどが、セキュリティアプリを含め、セキ
ュリティ機能をまとめて提供するパッケージを、精査した上で導入してもいいでしょう。な
お、メーカーが作ったスマホのセキュリティ思想は、定められた利⽤方法から外れると、と
たんに脆弱になり攻撃されやすくなるので、Android の「root 化」や iOS の「JailBreak」
といった改造は絶対にやってはいけません。また、高機能化するスマート家電など IoT 機
器についても他と同様にセキュリティ対策が必要になります。万全の対策を講じていきま
しょう。 

③ パスワードを強化しよう! 

（1）パスワードの安全性を高める 
攻撃者のサイバー攻撃には、相手の機器をマルウェアに感染させて乗っ取る方法の他に、

なんらかの手段で ID とパスワードを解明し、相手の機器を乗っ取る方法もあります。パス
ワードは利⽤しているウェブサービスなどから⼤量流出したものが使われる「リスト型攻
撃」、文字の組み合わせをすべて試す「総当たり攻撃」、パスワードによく使われる文字列を
利⽤する「辞書攻撃」などにより探し当てる方法や、IoT 機器のパスワードを購入時のまま
利⽤していると乗っ取られることもあります。総当たり攻撃を防ぐには、探り当てるまでに
膨⼤な時間がかかるようにするのが一番の防御手段で、それには 1 桁の文字の種類と桁数
による組み合わせを増やします。 

例えば数字だけなら 1 桁 10 通りしかありませんが、英字を入れると 36 通り、英⼤文
字小文字を入れると 62 通り、これに 26 文字の記号を入れると約 88 通りになります。こ
れに桁を増やして、累乗で組み合わせを増やすわけです。総当たり攻撃は、理論上攻撃し続
ければいつかは成功するのですが「時間がかかり事実上不可能な状態」にして防ぐのです。 

ログイン⽤パスワードであれば入⼒ごとに遅延がかかるので、英⼤文字小文字＋数字＋
記号混じりで 10 桁以上を安全圏として推奨します。しかし、より⻑くして安全性を高める
にこしたことはありません。 
 
（2）機器やサービス間でのパスワード使い回しは「絶対に」しない 

複雑なパスワードを使っても、それを複数の機器やサービスの間で使い回していれば意
味がありません。1 カ所から漏れればすべてログイン可能になってしまうからです。複雑
なパスワードを 1 つ決めて、あとはおしりに数字や規則性のある文字をつけるのも、2 つ以
上漏れれば推測されます。それぞれに複雑なパスワードを設定し、使い回しをしないことが
⼤切です。 

 

（3）パスワードを適切に保管する 
使い回しをせず充分な複雑さと⻑さを持ったパスワードは、総当たり攻撃では突破され

にくくなりますが、適切に管理しておかず、別の方法で盗まれてしまってはひとたまりもあ
りません。例えばパソコンや壁に貼っていれば、誰かがそれを⾒て覚えてしまいますし、テ
キストファイルにまとめておけばマルウェアに感染したときに流出し、多くのアカウント
が一気に乗っ取られるかもしれません。 

パソコンでウェブブラウザにパスワードなどを覚えさせる「自動入⼒」機能も要注意です。
あなたが席を離れた隙に、誰かがブラウザでウェブサービスを利⽤してしまうかもしれま
せんし、ノートパソコンならば本体ごと盗まれることもあります。パスワードは基本的に利
⽤する場所で保管してはいけないのです。しかし、多くのサービスで複雑なパスワードをそ
れぞれ設定したら、とても覚えきることはできません。ではどうしたらいいでしょう。一つ
は、パスワードを管理するノートに書いてパソコンとは別に保管する方法。もう一つはスマ
ホのパスワード管理アプリを利⽤する方法です。 

なお、後者の場合、クラウドでデータを保管する機能の利⽤は熟考し、過去に情報流出に
まつわるトラブルのあったアプリやサービスは利⽤を避けるようにしましょう。それは他
⼈の手元に ID やパスワードを保管することや、流出の危険が逆に増すことを意味するから
です。 

利⽤するところで保管するべきでないなら、スマホでパスワードを管理する場合リスク
はありますが、こういったアプリは後述の PIN コードや指紋認証＋暗号化で情報がガード
されます。盗まれても落としても、簡単に他⼈が使ったりすることはできません。ただ、管
理しているパスワードは、必ずバックアップするのを忘れないようにしましょう。 

 
（4）秘密の質問にはまじめに答えない。多要素や⽣体認証を使う 

各種のウェブサービスには、パスワードを忘れてしまった場合の本⼈確認、あるいはいつ
もと違うログインがあった場合の本⼈確認のために「秘密の質問」と呼ばれる機能がありま
す。これはあらかじめ利⽤者が、自分しか知らない質問と答えを設定しておいて、合い言葉
的にこれに答え、本⼈であることを証明するものです。この秘密の質問には、自分で質問を
作れるものもありますが、多くは「⽣まれた市は」とか「ペットの犬の名前は」のように、
⽣活に密着したものからしか選べなくなっています。 

しかし、SNS が普及している今、こういった個⼈にまつわる情報は簡単に SNS やネッ
ト上で⾒つけられることもあり、セキュリティの観点からは安全とはいえなくなっていま
す。ですから秘密の質問に答えを設定する場合はあえてまじめに答えず、SNS の情報など
から推測できないようにし、忘れないようにパスワード管理アプリなどに保存しましょう。 

また、サービスへのログインを安全に⾏うために、複数の要素を使って認証作業をする多
要素認証や二段階認証といった方法が提供されていれば必ず設定しましょう。これらの方
法では通常のパスワードの他に、使い捨てにする別のパスワードを、ハードウェアトークン
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ルの検知、不正なアプリが仕込まれているウェブサイトのブロック、あるいは個⼈情報の流
出チェックなど、セキュリティ全般にかかわるサポート機能を補助的に導入したいかもし
れません。 

そういった場合は、携帯電話会社やプロバイダなどが、セキュリティアプリを含め、セキ
ュリティ機能をまとめて提供するパッケージを、精査した上で導入してもいいでしょう。な
お、メーカーが作ったスマホのセキュリティ思想は、定められた利⽤方法から外れると、と
たんに脆弱になり攻撃されやすくなるので、Android の「root 化」や iOS の「JailBreak」
といった改造は絶対にやってはいけません。また、高機能化するスマート家電など IoT 機
器についても他と同様にセキュリティ対策が必要になります。万全の対策を講じていきま
しょう。 

③ パスワードを強化しよう! 

（1）パスワードの安全性を高める 
攻撃者のサイバー攻撃には、相手の機器をマルウェアに感染させて乗っ取る方法の他に、

なんらかの手段で ID とパスワードを解明し、相手の機器を乗っ取る方法もあります。パス
ワードは利⽤しているウェブサービスなどから⼤量流出したものが使われる「リスト型攻
撃」、文字の組み合わせをすべて試す「総当たり攻撃」、パスワードによく使われる文字列を
利⽤する「辞書攻撃」などにより探し当てる方法や、IoT 機器のパスワードを購入時のまま
利⽤していると乗っ取られることもあります。総当たり攻撃を防ぐには、探り当てるまでに
膨⼤な時間がかかるようにするのが一番の防御手段で、それには 1 桁の文字の種類と桁数
による組み合わせを増やします。 

例えば数字だけなら 1 桁 10 通りしかありませんが、英字を入れると 36 通り、英⼤文
字小文字を入れると 62 通り、これに 26 文字の記号を入れると約 88 通りになります。こ
れに桁を増やして、累乗で組み合わせを増やすわけです。総当たり攻撃は、理論上攻撃し続
ければいつかは成功するのですが「時間がかかり事実上不可能な状態」にして防ぐのです。 

ログイン⽤パスワードであれば入⼒ごとに遅延がかかるので、英⼤文字小文字＋数字＋
記号混じりで 10 桁以上を安全圏として推奨します。しかし、より⻑くして安全性を高める
にこしたことはありません。 
 
（2）機器やサービス間でのパスワード使い回しは「絶対に」しない 

複雑なパスワードを使っても、それを複数の機器やサービスの間で使い回していれば意
味がありません。1 カ所から漏れればすべてログイン可能になってしまうからです。複雑
なパスワードを 1 つ決めて、あとはおしりに数字や規則性のある文字をつけるのも、2 つ以
上漏れれば推測されます。それぞれに複雑なパスワードを設定し、使い回しをしないことが
⼤切です。 
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もと違うログインがあった場合の本⼈確認のために「秘密の質問」と呼ばれる機能がありま
す。これはあらかじめ利⽤者が、自分しか知らない質問と答えを設定しておいて、合い言葉
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法では通常のパスワードの他に、使い捨てにする別のパスワードを、ハードウェアトークン
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や⽣成アプリで作り、ログイン時に利⽤者に入⼒させます（メールや SMS・ショートメッ
セージを利⽤する方式もありますが、安全⾯で非推奨です）。 

そのほかにも、USB セキュリティーキーで利⽤者を確認する方法や、不正アクセスの兆
候を知る手段として、サービスに不審なログインがあったときにメールで利⽤者に通知を
送る機能も存在するので、あれば活⽤しましょう。また、最近の機器では 3 次元の⽴体的
な顔形状や、虹彩・指紋で本⼈確認をして機器のロック状態を解く、⽣体認証機能もありま
す。⽣体認証は本⼈のみが使える反⾯、指紋認証などは寝ている間に勝手にロック解除され
ることがあるなど善し悪しですが、肩越しの盗み⾒などよる暗証番号（PIN コード）の盗
難には強い機能でもあります。 

なお、⽣体認証はたいていは通常の PIN コードの入⼒の替わりなので、スマホでは失敗
すると通常の数字入⼒に戻ります。本体を盗まれてこの方式でロック解除されないよう、誕
⽣日などの個⼈情報は使わないようにしましょう。 

④ 共有設定を⾒直そう︕ 

共有設定とは、私たちが IT 機器上やインターネット上で使⽤するファイルや情報、ある
いは機器そのものに関して、自分だけでなく誰かと共同で利⽤するときに、安全性を保つた
めに必要な設定です。共有設定は、ファイルの管理を例にあげれば、単純に誰でも⾒られる
か⾒られないかを意味する「閲覧」、そのファイルを編集して内容を書き換えることができ
る「編集」、そしてファイルそのものを作ったり削除したりできる「所有」などの、⼤まか
に 3 つの権限があります。 

会社内でファイルを USB メモリのような媒体にコピーしなくても受け渡しをしたりす
ることを可能にするために、社内にネットワーク(LAN: Local Area Network) を引いてい
る企業であれば、ファイルを管理するサーバ(NAS: Network Attached Storage) 上にあ
る文章ファイルなどを⾒られる⼈を制限したり、あるいは誰かがうっかりファイルを消し
てしまわないように、こういったファイル毎の所有者設定や、同様の意味を成す資格設定を
しっかりしておく必要があります。 

SNS やクラウドストレージサービスのようなインターネット上のサービスに関する共
有設定の場合も上記と似ていますが、こちらの場合はだいたいは「公開設定」と呼ばれるこ
とが多いようです。つまり、どこまでの⼈が⾒たり開いたりしていいかを設定するわけです。
例えば SNS への投稿であれば、公開範囲として「自分だけ」「友だちまで」「友だちの友だ
ちまで」「（一般）公開」などがあります。 

プライベートな写真などをインターネット上のファイルストレージサービスにアップロ
ードしておいたのに、間違って一般公開にしていると、全世界の⼈がそれを⾒ることができ
るようになってしまうわけです。LAN 上の NAS でもストレージサービスでも、共有設定
はファイル単位やフォルダ単位で設定できるので、その整合性に気を付けないといけない
ことと、例えば臨時で誰かに特定のファイルを公開したい場合、設定ではなく「⾒たり編集

したりできる」リンクを送信することで共有することができるものもあり、この場合、その
リンクを知っている⼈は誰でも同じ権限を持つので、送信後の管理に特に注意が必要です。 

IT 機器そのものの利⽤にも、同様の設定があり、こちらの場合は共有というよりも利⽤
できる権限設定です。機器を管理し設定を変更できる「管理者」や、利⽤するだけの「利⽤
者」や「ゲスト」などがあり、これらは機器に対してログインするときの ID とパスワード
で管理されるので、資格管理をしっかり⾏って下さい。権限設定繋がりでいえば、会社の建
物や特定の部屋に入るための権限を設定している場合も、同じようにきちんとした管理が
必要です。例えば⼈事情報がある場所は⼈事の⼈間しか入れないようにしておく必要があ
りますし、社員の異動や退職が発⽣した場合、資格の無い⼈が⽴ち入りできないように、き
ちんと設定変更をしたり、入出⽤に IC カードや鍵などを使っている場合は、回収する必要
があります。 

また、こういったシステムも IT 機器を使っている場合は他のシステムと同じように、常
にアップデートする必要があり、それを怠ると攻撃者がシステムをクラッキングした上で
建物に物理的に侵入することもあります。攻撃者は⼈間の心の隙を突くソーシャルエンジ
ニアリングで社員をだまし、例えば建物管理や防犯システムの業者のふりをして、堂々とや
ってくるかもしれないので注意しましょう。⼈間の心理も攻撃の対象なのです。 

⑤ 脅威や攻撃の手口を知ろう! 

（1）脅威や攻撃の手口を知ろう 
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という孫⼦の諺ことわざがありますが、サイバー

セキュリティ上、危うい状況にならないためには、自らのセキュリティの状況が脅威にきち
んと対応できているかを知り、また、攻撃者の手口を知ることが重要です。知らないことが、
サイバー攻撃による被害がなくならない本質でもあるのです。それを知れば、なにが必要か
がわかり、さらにどのような情報が必要か地図が描けます。そうやってその危険性（ソーシ
ャルエンジニアリングのような⼈間の心の隙を突くような攻撃を含め）を知ることが、一番
の対策となるのです。 

では、どのようにしたら情報を入手できるのでしょう︖まずはセキュリティソフトを提
供している企業の発信に注意を払いましょう。そうした企業は SNS などで最新の攻撃情報
をいち早く配信していることが多いため、著名な企業のアカウントを複数フォローすると
いいでしょう。次に OS を作っているメーカーなどのアカウントです。ただし、そのアカウ
ントが発信するのは自社製品に関する情報のみですが、有益な情報が多くあります。 

もっと横断的な情報が欲しい場合は、IPA や NISC などの政府機関のアカウントやメー
ルマガジン、セキュリティや詐欺関連の対策機関の公式アカウント、セキュリティ系雑誌の
記事を追いかけるようにしておけば、⼤規模なサイバー攻撃やセキュリティホールの情報
をいち早く察知することができ、その対策を⽴てることが容易になります。 
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（2）より能動的に情報収集しよう 
そうした必要最低限の情報だけでなく、世界で起きているサイバー攻撃のトレンドなど

を知りたいなら、海外のセキュリティ関連企業や機関、サイバーセキュリティに関する情報
を提供しているウェブメディア、セキュリティ識者の SNS やブログなど参照するといいで
しょう。ただし、こうした情報は能動的に収集した上で取捨選択をする必要があり、さらに
必ずしも毎日アップデートされるわけではありません。 

このため初めは熱心に情報を収集していても、だんだんと飽きてきてあまり⾒に⾏かな
くなるかもしれません。しかし、油断しているときにこそ、自分にも関係するような攻撃が
起こるのが世の常です。 

そこで、RSS と呼ばれる仕組みを利⽤して、攻撃情報を収集できるようにしましょう。
RSS は気になるウェブサイトやブログを登録しておけば、記事の更新があれば時系列で情
報を串刺しして表示してくれます。そうした RSS を簡単に閲覧できるのが、RSS を管理
できるウェブサービスとスマホ⽤の RSS リーダーと呼ばれるアプリの組み合わせです。 

それらを利⽤すると、まるで SNS を閲覧する感覚で、毎日世界中のどこかで起きている
サイバー攻撃情報やトレンドが読むことができ、否が応でもセキュリティに関しての知識
が蓄積されるでしょう。常にアンテナの感度を上げていれば、新しいセキュリティホールが
発⾒されたとき、自社に影響がないか分かります。そうした感覚を持つことがサイバー攻撃
に対する最⼤の備えなのです。 

⑥ 常にバックアップを取ろう 

（1）何をするにもバックアップを取ろう 
各種のサイバー攻撃や、パソコン・スマホの故障などからいち早く復旧して事業を継続す

るには、システムやデータのバックアップが不可⽋です。特に近年は感染するとファイルを
暗号化して身代⾦を要求するランサムウェアの流⾏により、バックアップの重要性が格段
に上がっています。バックアップの方法は主にパソコンやスマホの OS の種類により異な
っています。パソコンの場合には、macOS 搭載の機器のように、外付けの補助記憶装置( ハ
ードディスクや SSD。以降記憶装置）を接続するだけでバックアップが⾏え、復旧もシス
テムとデータすべてをほぼ全自動で⾏えるものもあります。 

これに対して Windows 搭載機器では、データの差分バックアップと呼ばれる考え方で、
システムの復旧とデータの復元は、別に⾏うようになっています。スマホの場合も機種ベン
ダーによる差もありますがほぼ同様です。iOS 搭載機器はパソコン上に専⽤の同期ソフト
を導入して全体をバックアップします。この機能は機器を紛失した場合にも、新しい機器を
接続すると全自動で復元が⾏えます。Android に関しては標準ではパソコンに全体をバッ
クアップする機能はないので、Windows に似た、データのみをバックアップする形で⾏い
ます。 
 

（2）ランサムウェア・天災にも対応できるバックアップ体制 
ランサムウェアなどの、データを破壊することが多いマルウェアの対策にはバックアッ

プが有効ですが、では実際にどう運⽤するのでしょうか。ランサムウェアはパソコンなどが
感染すると、そのパソコンに繋がっている記憶装置すべてを暗号化してしまいます。仮にバ
ックアップしていても、常時接続したままにしていると、その外付け記憶装置まで巻き添え
で暗号化されることもあります。 

そのため、バックアップ自体はマメにしておくべきですが、常時接続はしておかないとい
う、かなり難しい運⽤が求められます。また、最近は⼤雨による水害で、事務所にあったパ
ソコンと外付け記憶装置が両方とも水没して復旧が困難になるという話もありました。 

これに対応する手段としては、バックアップの「3-2-1 ルール」というものがあります。
バックアップは本体を含め 3 個以上、2 種類以上の媒体、そして 1 個は遠隔地に置くとい
うものです。遠隔地とは、現実的には「クラウドサーバ」などの利⽤を意味します。会社に
同時に災害に遭わなそうな⽀社などがある場合は、そこにバックアップをおいてもいいで
しょう。 

クラウドサーバは最近では手頃になりましたが、それでも本体の全データをバックアッ
プできる容量は高価です。したがって、事業継続に必要な重要なデータを選別してバックア
ップすることになるでしょう。なお、最近のクラウドでのバックアップはランサムウェアの
巻き添えになりにくい規格のものもあるので、利⽤にあたっては調べてみましょう。 

⑦ ⼈間にもセキュリティホールがあることを知ろう 

デジタル世代のサイバー攻撃対策というと、機器やシステムで対抗することがクローズ
アップされがちですが、それはいってみれば会社の物理的な警備を固めるようなものです。
しかし、どんなに警備を固めても、内部の⼈間が心の隙を突かれて攻撃者を間違って招き入
れてしまえば、全く役に⽴ちません。 

機器やシステムのセキュリティと、心の隙を突く「ソーシャルエンジニアリング」に対抗
する⼈間のセキュリティは、⾞の両輪なのです。古典的なソーシャルエンジニアリングは、
⼈間の「急かされたり驚いたり、パニックになると正常に判断ができなくなる」状態や、「油
断」を直接的に攻撃してきました。デジタル世代のソーシャルエンジニアリングは、それに
加え BEC などの例に⾒られるように、相手が姿を現さず、メールなどを使って攻撃が⾏わ
れます。こちらの方が、「姿を現すことにより物理的に発⾒されるリスクを軽減できる」か
らです。 

マルウェアを仕込んだウェブサイトに誘導するリンクを送ったメッセージや、内部の⼈
間になりすまして偽装したマルウェアを開かせようとする攻撃について、これらはいずれ
も相手の「油断」を突いています。心の隙を突くソーシャルエンジニアリング攻撃を防ぐに
は、ソーシャルエンジニアリングにはどういったパターンがあるのかと、それが実際に私た
ちに対する攻撃で使われる場合、どういった方法があるのかを知り、送られてきたとき「あ
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の手だ︕」と気づけたり、「なにか怪しい」と察知できるようにスキルを向上する必要があ
ります。まずは、私たちには避けがたい心の隙があることを認識しましょう。 

⑧ 困ったら各種窓口にすぐ相談しよう 

自らサイバー攻撃に気づいたり、あるいは第三者からの連絡で気づいた場合は、直ちに処
置を取り、その後必要な各種窓口に相談しましょう。IT に詳しい社員などがいればその⼈
を中心に対処しましょう。一番最初にするべきは電源を落とさないままインターネットか
ら切断することです。これはマルウェアなどの拡散を防ぎつつ、後々警察に連絡をする場合
の証拠保全になります。 

次に、連絡するには状況を把握しなければならないので、なるべく分かる範囲で 5W1H 
のように分けて事象を記録しましょう。いつから始まったのか、どのようなことがあったの
か、誰が作業していたのかなどです。当然のことながらその間、攻撃が⾏われたと思われる
パソコンなどの機器は使わず、その他の機器や紙のメモで記録します。サイバー攻撃を受け
たときに相談するサービスを契約している場合はそちらに相談し、無い場合は、IPA の「情
報セキュリティ安心相談窓口」のウェブサイトを検索して、類似の例がないか調べてから、
電話やメールで相談しましょう。 

情報を消されたり、なにか機器を故障させられたり、あるいは情報を盗難されるなど、明
確な被害がある場合は、各都道府県警のサイバー犯罪相談の窓口などに相談しましょう。そ
して自社や団体で扱っている個⼈情報を盗まれたり消されたりしてしまった場合、「望まし
い対応」として、原因究明や再発防止策の策定、そして「努⼒義務」として個⼈情報保護委
員会などへの速やかな報告が求められます。 

⑨ 総合的に攻撃のコストがかかるようにして防ごう 

サイバー攻撃を⾏う攻撃者は、例外的な軍事や産業スパイ、名をあげること自体を目的に
採算度外視でやる悪意のハッカーなどではない場合、なんらかの利益目的の⾏動が多いの
です。それは彼等にとってのビジネスであり、ビジネスはコストパフォーマンス、つまりい
かに手間をかけず⼤きな利益を⽣むかが重要です。 

そういった攻撃者の視点から⾒ると、攻撃されにくい環境を作るにはどうしたらいいか
が⾒えてきます。例えば現実世界では、泥棒は防犯がしっかりしていて警戒が厳重な家より
も、鍵をかけていなかったり窓を開けっ放しで外出したりするような家の方に侵入します。 

その方が彼等にとって安全、つまり手間（コスト）がかからないからです。これはネット
の世界でも同様です。侵入するまでに幾重にも難関があり、侵入を試みたら形跡を記録され
（ログ）、場合によってはしかるべき管理者に通知が⾏き、パスワードを破ろうとしても複
雑で突破できない。システムも最新で攻撃するにもセキュリティホールが⾒あたらない。セ
キュリティソフトも導入されている。さらにファイルを盗めても複雑な暗号化がされてい
れば、解読までに何百年もかかってしまい使えない。普通の攻撃者なら敬遠します。横を⾒

たら、セキュリティホールは放置、パスワードは非常に簡単だったり無しだったり、ファイ
ルは暗号化されておらず、さらにパスワードはたくさんのサービスで全部同じものを使い
回している。これならば攻撃者にとってどっちに⾏くのがコストパフォーマンスがいいか
明らかでしょう。ですから侵入することがとても⾯倒くさく、攻撃したくなくなるような環
境を構築するのが安全への近道です。 

資料８『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』（NISC）8 
 
  

 
8 資料８（PDF）『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』 
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 
協⼒ 総務省、経済産業省、中小企業庁、独立行政法人情報処理推進機構 
<https://www.nisc.go.jp/security-site/blue_handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
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8. サイバー攻撃 

資料 9『インターネットの安全・安心ハンドブック』（NISC）より 

① サイバー攻撃のイメージ 

（1）サイバー攻撃って誰がやっているの︖どうするの︖ 
サイバー攻撃は、誰がなんの目的でやっているのでしょう。軍事スパイや産業スパイ︖ 

それともハッカー︖いわゆるスパイの目的は、軍事機密や先進の研究内容など、自国や企業
にとって有益な情報の入手です。 

それに対し、私たちが普段遭遇するサイバー攻撃は、主として個⼈情報や⾦銭など、攻撃
する者にとって利益につながるものを目的としています。スパイは、目標の達成が絶対条件
なので、ありとあらゆる手段で攻撃を⾏うため、どんなにセキュリティが厳重でも侵入を試
みます。それは、やっかいな存在で、現状完璧には防ぐことができません。 

一方、利益目的のサイバー攻撃は、攻撃する者にとってはビジネスとしての性格を持って
います。例えば、「ここはセキュリティがしっかりしているので手間がかかる（≒費⽤がか
かる）のでやめよう」「ここなら手間がかからない（≒安くすむ）からここから盗もう」と
いうように、攻撃しやすい方に流れる傾向があり、セキュリティレベルを高めることで、あ
る程度攻撃を受けにくくすることができるのです。完璧に防ぐことは難しくても、努⼒をす
れば被害に遭う確率を減らせると考えていいでしょう。 

サイバー攻撃への対処は、ヒーローが登場する勧善懲悪のアニメのように、きっちり解決
をしたり、あるいは0 と1 のデジタルのようにかっちりと防いだりすることはできません。
まずは安全を確保する手段を、石垣を築くように地道に積み上げる必要があるのです。 
 
（2）攻撃者が使う武器「マルウェア」 

●どんな種類があるの︖ 

先ほどのハッカーやクラッカーの例と同じように、今ひとつ正しく⽤いられていないの
が、「コンピュータウイルス」や、単に「ウイルス」という⽤語です。攻撃者がサイバー攻
撃を⾏う場合、相手のコンピュータをなんらかの悪意のプログラムに感染させ、これをコン
トロールする方法がよく⽤いられます。 

この攻撃に使われるプログラムをまとめて「ウイルス」と呼びがちです。しかし、攻撃⽤
プログラムは本来「マルウェア」もしくは「不正なプログラム」と呼ぶのが正しく、「ウイ
ルス」とはそのマルウェアの中の一種で、コンピュータ上のファイルが感染し、そのファイ
ルに寄⽣して活動するタイプのものを指す限定的な名称なのです。現実世界に例えるなら、
「マルウェア」とは病気を起こす原因の総称「病原体」にあたり、「病原体」の一種で細胞
に寄⽣しないと増殖できないものを「ウイルス」と呼ぶのと同様です。 

そして、病原体にはウイルスのほかにも、単独で存在することができる細菌、原虫や寄⽣
虫などがあります。マルウェアにも同様に、独⽴していて非自己増殖型の「トロイの⽊⾺」
と呼ばれるものや、独⽴型かつ自己増殖型の「ワーム」があります。 

また、機能による分類としては「ボット」「ランサムウェア」「キーロガー」などの呼び方
もあります。これは、病原体の⾏動形態を表す症状の名前のようなものです。ただ、一般に
広がった「ウイルスという言葉がマルウェアと同じ意味で使われる」事実もあるため、その
整合性を取るために「広義のウイルス」といった言い方も存在します。 

●どのような機能を持つものがあるの︖ 

マルウェアを機能別に分けると、このようなものがあります。 
• 悪意のボット（Bot） 
ボットとはRobot の略で、悪意のものは感染すると攻撃者にコンピュータが乗っ取られ、

別のコンピュータへの攻撃などに使われる。 
• ランサムウェア 
感染すると、コンピュータ上のファイルが暗号化された上で、攻撃者から元に戻すための

身代⾦を要求される。 
• キーロガー 
⽐較的古いマルウェアで、感染するとキーボードの入⼒を記録して攻撃者に送信する。攻

撃者はこれを利⽤してパスワードなどを盗む。 
また、例えば、「トロイの⽊⾺」は、最初にコンピュータに侵入する時は害がないような

ふりをして、侵入したらマルウェアの本性を現したり、外部からボットやランサムウェアを
呼びこんだりして悪事を働き始める特性を持ちます。これは、「トロイアの⽊⾺」という神
話から取った名称ですね。 

●どんなものが感染したり、感染させたり、悪さをするようになるの︖ 

マルウェアに感染するものといえば、おそらく真っ先にパソコンやスマートフォン、タブ
レットなどを想像するでしょう。そして「マルウェアはコンピュータが感染する悪意のプロ
グラム」です。しかし、実際には、ご家庭で使っている無線 LAN(Wi-Fi) アクセスルータ、
ネットワークプリンタ、ネットワークカメラ、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、はては
POS レジなども感染するそうです。 

こういった機器はコンピュータではないのになんで感染するのでしょうか。この「コンピ
ュータが感染する」と「コンピュータじゃないものまで感染している」ことの矛盾を解く鍵
は、「現代の電⼦機器は、コンピュータに⾒えないものでも、実はコンピュータが内蔵され
ている」というところにあります。こういった機器が、インターネットにつながりデータを
やりとりする以上、マルウェアに感染する可能性があるわけです。特に、I o T（Internet 
of Things）「モノのインターネット」の時代が訪れ、私たちの周りに存在する様々な電⼦機
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8. サイバー攻撃 

資料 9『インターネットの安全・安心ハンドブック』（NISC）より 

① サイバー攻撃のイメージ 

（1）サイバー攻撃って誰がやっているの︖どうするの︖ 
サイバー攻撃は、誰がなんの目的でやっているのでしょう。軍事スパイや産業スパイ︖ 

それともハッカー︖いわゆるスパイの目的は、軍事機密や先進の研究内容など、自国や企業
にとって有益な情報の入手です。 

それに対し、私たちが普段遭遇するサイバー攻撃は、主として個⼈情報や⾦銭など、攻撃
する者にとって利益につながるものを目的としています。スパイは、目標の達成が絶対条件
なので、ありとあらゆる手段で攻撃を⾏うため、どんなにセキュリティが厳重でも侵入を試
みます。それは、やっかいな存在で、現状完璧には防ぐことができません。 

一方、利益目的のサイバー攻撃は、攻撃する者にとってはビジネスとしての性格を持って
います。例えば、「ここはセキュリティがしっかりしているので手間がかかる（≒費⽤がか
かる）のでやめよう」「ここなら手間がかからない（≒安くすむ）からここから盗もう」と
いうように、攻撃しやすい方に流れる傾向があり、セキュリティレベルを高めることで、あ
る程度攻撃を受けにくくすることができるのです。完璧に防ぐことは難しくても、努⼒をす
れば被害に遭う確率を減らせると考えていいでしょう。 

サイバー攻撃への対処は、ヒーローが登場する勧善懲悪のアニメのように、きっちり解決
をしたり、あるいは0 と1 のデジタルのようにかっちりと防いだりすることはできません。
まずは安全を確保する手段を、石垣を築くように地道に積み上げる必要があるのです。 
 
（2）攻撃者が使う武器「マルウェア」 

●どんな種類があるの︖ 

先ほどのハッカーやクラッカーの例と同じように、今ひとつ正しく⽤いられていないの
が、「コンピュータウイルス」や、単に「ウイルス」という⽤語です。攻撃者がサイバー攻
撃を⾏う場合、相手のコンピュータをなんらかの悪意のプログラムに感染させ、これをコン
トロールする方法がよく⽤いられます。 

この攻撃に使われるプログラムをまとめて「ウイルス」と呼びがちです。しかし、攻撃⽤
プログラムは本来「マルウェア」もしくは「不正なプログラム」と呼ぶのが正しく、「ウイ
ルス」とはそのマルウェアの中の一種で、コンピュータ上のファイルが感染し、そのファイ
ルに寄⽣して活動するタイプのものを指す限定的な名称なのです。現実世界に例えるなら、
「マルウェア」とは病気を起こす原因の総称「病原体」にあたり、「病原体」の一種で細胞
に寄⽣しないと増殖できないものを「ウイルス」と呼ぶのと同様です。 

そして、病原体にはウイルスのほかにも、単独で存在することができる細菌、原虫や寄⽣
虫などがあります。マルウェアにも同様に、独⽴していて非自己増殖型の「トロイの⽊⾺」
と呼ばれるものや、独⽴型かつ自己増殖型の「ワーム」があります。 

また、機能による分類としては「ボット」「ランサムウェア」「キーロガー」などの呼び方
もあります。これは、病原体の⾏動形態を表す症状の名前のようなものです。ただ、一般に
広がった「ウイルスという言葉がマルウェアと同じ意味で使われる」事実もあるため、その
整合性を取るために「広義のウイルス」といった言い方も存在します。 

●どのような機能を持つものがあるの︖ 

マルウェアを機能別に分けると、このようなものがあります。 
• 悪意のボット（Bot） 
ボットとはRobot の略で、悪意のものは感染すると攻撃者にコンピュータが乗っ取られ、

別のコンピュータへの攻撃などに使われる。 
• ランサムウェア 
感染すると、コンピュータ上のファイルが暗号化された上で、攻撃者から元に戻すための

身代⾦を要求される。 
• キーロガー 
⽐較的古いマルウェアで、感染するとキーボードの入⼒を記録して攻撃者に送信する。攻

撃者はこれを利⽤してパスワードなどを盗む。 
また、例えば、「トロイの⽊⾺」は、最初にコンピュータに侵入する時は害がないような

ふりをして、侵入したらマルウェアの本性を現したり、外部からボットやランサムウェアを
呼びこんだりして悪事を働き始める特性を持ちます。これは、「トロイアの⽊⾺」という神
話から取った名称ですね。 

●どんなものが感染したり、感染させたり、悪さをするようになるの︖ 

マルウェアに感染するものといえば、おそらく真っ先にパソコンやスマートフォン、タブ
レットなどを想像するでしょう。そして「マルウェアはコンピュータが感染する悪意のプロ
グラム」です。しかし、実際には、ご家庭で使っている無線 LAN(Wi-Fi) アクセスルータ、
ネットワークプリンタ、ネットワークカメラ、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、はては
POS レジなども感染するそうです。 

こういった機器はコンピュータではないのになんで感染するのでしょうか。この「コンピ
ュータが感染する」と「コンピュータじゃないものまで感染している」ことの矛盾を解く鍵
は、「現代の電⼦機器は、コンピュータに⾒えないものでも、実はコンピュータが内蔵され
ている」というところにあります。こういった機器が、インターネットにつながりデータを
やりとりする以上、マルウェアに感染する可能性があるわけです。特に、I o T（Internet 
of Things）「モノのインターネット」の時代が訪れ、私たちの周りに存在する様々な電⼦機
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器がコンピュータ化し、インターネットにつながるようになると、今より多数の IoT 機器
が感染する可能性があります。 

しかし、こういった悪意の攻撃によってマルウェアに感染してしまうかもしれないこと
よりも、もっと深刻な問題があります。それは、⼈間の心の隙を突いたサイバー攻撃です。
機器を強制的にマルウェアに感染させるためには、セキュリティホール(脆弱性)と呼ばれる
プログラム上の弱点が必要です。セキュリティホールがあるということは、家の鍵が壊れて
いるようなものです。 

しかし、日々セキュリティのアップデート(修正) が⾏われ、⼤抵のセキュリティホール
はすぐにふさがれます。そういった場合でも、持ち主をだまして自らマルウェアをインスト
ールさせれば、外から無理⽮理侵入せずとも、内側から簡単に悪事を働くことができてしま
います。 

これを実現するのが後ほど説明する「標的型メール」など、心の隙を突くタイプの攻撃で
す。問題はこの心の隙が、コンピュータのセキュリティホールのように簡単にはふさげない
ことにあります。セキュリティ意識は、本⼈が必要性を認識しないと向上しないからです。 

どんなにサイバー攻撃に対する防御を固めても、⼈間をだます攻撃手法はいくつも存在
し、こちらはなかなか防げない。このこともよく知ってください。そして、被害者が友⼈や
職場の仲間に次々に感染を広げていって、様々な機器が持ち主の知らぬところで乗っ取ら
れ、勝手に攻撃者によるサイバー攻撃に使われることもあるのです。そう、被害者であるは
ずのあなたが、いつの間にか攻撃に参加させられ、時に加害者的⽴場になることもあるので
す。まずは、防ぐための知識を得て⾏動をおこしましょう。 

② サイバー攻撃の例 

サイバー攻撃が、実際にはどのように⾏われるのか、いくつかの例をあげて⾒てみましょ
う。攻撃者はマルウェアを添付した電⼦メールをあなたに送ったり、マルウェアを仕込んだ
ウェブサイト（ホームページ）に誘導したりして、あなたのパソコンなどをマルウェアに感
染させます。そして、画像や重要情報を気づかれないように盗ませたり、盗んだ ID とパス
ワードで勝手に物を購入し、換⾦したりもします。 

また、メールや SMS で偽の銀⾏サイトに誘導し、お⾦を不正送⾦させる、「フィッシング
詐欺」などを⾏うこともあります。もっと直接的にターゲットにお⾦を要求する方法もあり
ます。「ランサムウェア」に感染させ、あなたのパソコンなどのデータを勝手に暗号化し、
「暗号化を解除してほしければ身代⾦を払え」と脅迫してお⾦を要求するのです。 

ほかにも、感染させたパソコンや機器をボットネットと呼ばれる不正な仕組みに勝手に
参加させ、所有者が知らないうちに、どこかのウェブサーバに⼤量のアクセス要求を送って
反応できなくする「DDoS 攻撃」などに利⽤することもあります。持ち主は知らないうちに
攻撃に協⼒してしまうわけです。攻撃者はこの攻撃⽤の不正な仕組みを時間制で貸し出し
て、対価としてお⾦を稼ぐこともあります。 

③ 一⾒サイバー攻撃に⾒えない「ソーシャルエンジニアリング」攻撃 

「サイバー攻撃」ではなく一般的な犯罪で、みなさんがよく聞くものにはなにがあるでし
ょう。たぶん「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」など、⼈をだましてお⾦を巻き上げる「特
殊詐欺」があげられると思います。関係機関が常に注意喚起をしていますが、未だに多くの
方が被害に遭っています。パソコンに例えると、セキュリティホールを必死に埋めようとし
ているのになかなか埋まらず、目の前で次々とサイバー攻撃が⾏われてしまっているよう
な状況です。 

それが終わらない理由は、⼈間の「心の隙」というセキュリティホールを突いた攻撃だか
らであり、⼈間のセキュリティホールは対策が難しいためです。そして、サイバー攻撃でも、
この⼈間の心の隙を突くものがたくさんあります。例えば、⼤企業ですらだまされる「ビジ
ネスメール詐欺（BEC）」の発端になる「標的型メール」。送りつける相手をよく調査・分析
した上で、本⼈宛かつあたかも仕事の関係のメールに⾒える文⾯に、マルウェアなどを添付
して送り付け、本⼈がうっかりファイルを開くと感染させられてしまいます。こういった攻
撃による被害を軽減するためには、多くの⼈々がサイバーセキュリティに加えて「心の隙」
についても詳しくなり、サイバー攻撃だけでなく、こういったハイブリッドな攻撃に関する
危機意識が、みんなの心の中に常識として根付くようになることが重要なのです。この心の
隙を突く攻撃は広い意味で「ソーシャルエンジニアリング」と呼ばれマニュアル化されてい
ます。 

資料 9『インターネットの安全・安心ハンドブック』（NISC）9 
 
 
 
  

 
9 資料 9（PDF）『インターネットの安全・安心ハンドブック』内閣サイバーセキュリティ
センター（NISC） ／ ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック 
Ver4.03 

<https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
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器がコンピュータ化し、インターネットにつながるようになると、今より多数の IoT 機器
が感染する可能性があります。 

しかし、こういった悪意の攻撃によってマルウェアに感染してしまうかもしれないこと
よりも、もっと深刻な問題があります。それは、⼈間の心の隙を突いたサイバー攻撃です。
機器を強制的にマルウェアに感染させるためには、セキュリティホール(脆弱性)と呼ばれる
プログラム上の弱点が必要です。セキュリティホールがあるということは、家の鍵が壊れて
いるようなものです。 

しかし、日々セキュリティのアップデート(修正) が⾏われ、⼤抵のセキュリティホール
はすぐにふさがれます。そういった場合でも、持ち主をだまして自らマルウェアをインスト
ールさせれば、外から無理⽮理侵入せずとも、内側から簡単に悪事を働くことができてしま
います。 

これを実現するのが後ほど説明する「標的型メール」など、心の隙を突くタイプの攻撃で
す。問題はこの心の隙が、コンピュータのセキュリティホールのように簡単にはふさげない
ことにあります。セキュリティ意識は、本⼈が必要性を認識しないと向上しないからです。 

どんなにサイバー攻撃に対する防御を固めても、⼈間をだます攻撃手法はいくつも存在
し、こちらはなかなか防げない。このこともよく知ってください。そして、被害者が友⼈や
職場の仲間に次々に感染を広げていって、様々な機器が持ち主の知らぬところで乗っ取ら
れ、勝手に攻撃者によるサイバー攻撃に使われることもあるのです。そう、被害者であるは
ずのあなたが、いつの間にか攻撃に参加させられ、時に加害者的⽴場になることもあるので
す。まずは、防ぐための知識を得て⾏動をおこしましょう。 

② サイバー攻撃の例 

サイバー攻撃が、実際にはどのように⾏われるのか、いくつかの例をあげて⾒てみましょ
う。攻撃者はマルウェアを添付した電⼦メールをあなたに送ったり、マルウェアを仕込んだ
ウェブサイト（ホームページ）に誘導したりして、あなたのパソコンなどをマルウェアに感
染させます。そして、画像や重要情報を気づかれないように盗ませたり、盗んだ ID とパス
ワードで勝手に物を購入し、換⾦したりもします。 

また、メールや SMS で偽の銀⾏サイトに誘導し、お⾦を不正送⾦させる、「フィッシング
詐欺」などを⾏うこともあります。もっと直接的にターゲットにお⾦を要求する方法もあり
ます。「ランサムウェア」に感染させ、あなたのパソコンなどのデータを勝手に暗号化し、
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資料 9『インターネットの安全・安心ハンドブック』（NISC）9 
 
 
 
  

 
9 資料 9（PDF）『インターネットの安全・安心ハンドブック』内閣サイバーセキュリティ
センター（NISC） ／ ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック 
Ver4.03 

<https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
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9. 情報セキュリティインシデント別の手口と対策 

資料９『情報セキュリティ白書 2019』（IPA）より 

1. 標的型攻撃 

標的型攻撃とは、ある特定の企業・組織や業界を狙って⾏われるサイバー攻撃である。不
特定多数の相手に対して無差別にウイルスメールやフィッシングメールを送信する攻撃等
とは異なり、標的型攻撃は、特定の企業・組織や業界が保有している機密情報の窃取や、シ
ステム・設備の破壊・停止といった、明確な目的を持って⾏われる。また、標的型攻撃は⻑
期間継続して⾏われることが多く、攻撃者が標的とする組織の内部に数年間潜入して活動
していたと考えられる事例も日本国内で確認されている。 

 
（a）利⽤者向けの対策 
標的型攻撃への対策としては、複数の対策を多層的に組み合わせて防御することが有効

であるとされている。その一要素として、「利⽤者の注意⼒」も重要になっている。 
• ソーシャルエンジニアリングに対する注意⼒の向上 
• 不審メールに対する注意⼒の向上 
• マクロ機能の危険性の理解 
• オンラインストレージサービスを悪⽤した手口の理解 
• Microsoft OLE オブジェクトの危険性の理解 
 
（b）組織体制による対策 
利⽤者が標的型攻撃メール等の不審なメールを受信した際に連絡すべき窓口が組織内に

周知されていることも、標的型攻撃対策として重要である。連絡窓口が周知されていない場
合、利⽤者はどこに連絡をすれば良いか分からず、結果として組織が攻撃を受けていること
に気付くのが遅れてしまう可能性がある。また、外部からの情報提供によって組織が標的型
攻撃を受けていることに気付くこともあるが、その場合も、外部からの連絡を受ける窓口が
重要となる。 

組織内部・外部における適切な連絡体制の整備、セキュリティインシデントの調査、分析、
セキュリティの教育・啓発活動の実施等を⾏う組織・体制のことを CSIRT（Computer 
Security Incident Response Team）と呼ぶ。セキュリティインシデントの未然防止、も
しくはインシデント発⽣時の迅速な対応を⾏うために、CSIRT を組織内に設置することは
有効な手段となる。また、組織内外から得られる、インシデント関連情報を集約し、最高情
報セキュリティ責任者（Chief Information Security Officer︓CISO）や担当役員が連携し
てインシデントに対応する体制を整備することが重要である。 

 

（c）ウイルス感染を想定した訓練と教育組織内に CSIRT 等の体制を整えるだけでなく、
実際のインシデント発⽣時に適切な対応ができるように、対応能⼒を維持・向上させる取り
組みが必要となる。例えば、利⽤者向けの取り組みでは、疑似的な標的型攻撃メールを利⽤
者に送信して、そのメールへの対応を調査する訓練（標的型攻撃メール訓練）がある。 

 
（d）システムによる対策 
ウイルス感染対策等の一般的なセキュリティ対策に加え、標的型攻撃に関してシステム

で実施すべき対策の例を以下に示す。 
• 不審なメールを確保できる仕組みの確⽴ 
• ファイルの実⾏防止 
• 保護ビューの設定 
• PowerShell の実⾏の制限 
• ログの取得と監視 
• アクセス制御の実施 
• 適切な修正プログラムの適⽤ 

 

2. ビジネスメール詐欺（BEC） 

ビジネスメール詐欺は、巧妙な騙しの手口を駆使した偽のメールを組織・企業に送り付け、
従業員を騙して送⾦取り引きに関わる資⾦を詐取する等の⾦銭被害をもたらす攻撃である。
攻撃の準備として、企業内の従業員等の情報が狙われたり、情報を窃取するウイルスが使⽤
されたりすることもある。 
 

（a）ビジネスメール詐欺への対策 
ビジネスメール詐欺の被害に遭わないようにするための対策を以下にまとめる。これら

の対策を通じて、ビジネスメール詐欺の手口を理解するとともに、不審なメール等への意識
を高め、以下のような組織内の体制を強化しておくことが重要である。 

• ビジネスメール詐欺の周知徹底 
• 組織内外での情報共有 
• 送⾦処理のチェック体制強化 
• 類似ドメインへの対応 
• ウイルス・不正アクセス対策 
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3. DDoS 攻撃 

DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃は、一般に、Web サーバ等の攻撃対象に
対して多数の端末からデータを送信することで、攻撃対象のリソースに負荷をかけ、サービ
ス運⽤を妨害する攻撃を指す。 
 

（a）DDoS 攻撃への対策 
DDoS 攻撃への対策では、DDoS 攻撃そのものの被害に遭わないための対策に加えて、

管理、所有する端末のボット化やリフレクター攻撃への意図しない加担を防ぐための対策
も求められる。 

 
• DDoS 攻撃の被害に遭った場合の対策 
DDoS 攻撃によって送られてくる通信データを遮断し、サービスを提供するサーバやネ

ットワークのリソースを保護する対策が必要である。正常なアクセスと DDoS 攻撃による
アクセスを、いかにして切り分けるかが対策のポイントとなる。 

 
• 攻撃に加担しないための対策 
以下に挙げるように、自組織や個⼈で使⽤する端末、ネットワーク機器、IoT 製品がDDoS 

攻撃に悪⽤されないように、ウイルス対策や適切な設定変更等の対策が必要である。また企
業においては、自組織の端末を悪⽤された場合、それを早期に検知できるように通信の監視
を⾏うといった対策も推奨する。 

 

4. ソフトウェアの脆弱性を悪⽤した攻撃 

2018 年度は、Windows の脆弱性を対象とした攻撃が多く報告されている。Windows 
の脆弱性以外にも、多くの Web アプリケーション開発で使⽤されるフレームワークである
Apache Struts2 や、Web サイト構築に使⽤されるコンテンツマネジメントシステム
（Content Management System︓CMS）に存在する既知の脆弱性を狙った攻撃が報告さ
れている。また、IoT 機器を対象とした新たなウイルスが報告されている。ぞれぞれに対し
て組織的な対策が求められる。 
 

5. ランサムウェア 

ランサムウェアとは、パソコン及びネットワーク接続された共有フォルダ等に保管され
たファイルを暗号化する、または画⾯ロック等によりパソコンを使⽤不可にするウイルス
の総称である。それらの復旧を条件に身代⾦を⽀払うように促す脅迫メッセージを表示す

るソフトウェアであることから、「ransom」（身代⾦）と「software」（ソフトウェア）を
組み合わせた造語で、ランサムウェアと呼ばれている。2017 年は 5 月の Wanna Cryptor
（別名 WannaCry）の流⾏を皮切りに、ランサムウェアによる攻撃が⼤幅に増加していっ
た。2018 年になって落ち着きを⾒せているものの、Wanna Cryptor やその亜種による攻
撃は現在も続いており、新種のランサムウェアも確認されている。 

 
（a）ランサムウェアの感染に備えた対策 
ランサムウェアに感染した場合、要求どおりに⾦銭を⽀払っても暗号化されたファイル

を復号できる保証はない。万が一、感染してしまった場合を想定した対策としてファイルの
バックアップが有効であり、以下を推奨する。 

• 重要なファイルは定期的にバックアップを取得する。 
• バックアップに使⽤する装置・媒体は、バックアップ時のみ対象機器と接続する。 
• バックアップ中に感染する可能性を考慮し、バックアップに使⽤する装置・媒体は複数

⽤意する。 
• バックアップの妥当性（バックアップが正常に取得できているか、現状のバックアップ

手法がランサムウェアに対して有効か）を定期的に確認する。 
 

6. パスワードリスト攻撃 

2018 年度は、パスワードリスト攻撃が原因とされる不正ログイン事案が多数発⽣、報道
された。アカマイ・テクノロジーズ合同会社の調査結果によれば、2018 年 5 月から 6 月
までの不正なログイン試⾏が 83 億件以上検出されていた等、パスワードリスト攻撃によ
る脅威の増加が世界規模で確認されている。 
 

（a）パスワードリスト攻撃へサービス利⽤者の対策 
パスワードリスト攻撃は、複数の Web サービスで同一パスワードを設定していることを

前提として、不正ログインを試みる手口である。そのため、サービス利⽤者が取るべき対策
としては、パスワードの使い回しをしないことである。 

（b）サービス提供者の対策 
パスワードリスト攻撃では、基本的に一つの ID に対して 1 回のみのログイン試⾏とな

るため、正規の利⽤者がたまたま認証に失敗したログイン⾏為との区別が難しく、サービス
提供者が攻撃の検知や対策がしにくい手口と言攻撃を早期に検知する方法としては、例え
ば WAF を導入して、複数の ID に対して同一の送信元からのログイン試⾏ではないか、従
来と異なる環境（海外からのアクセス等）からのログイン試⾏ではないかといったことから
判断、対処する等が挙げられる。 
 

34

4-3_情報セキュリティの知識教材_本文.indd   34 2020/02/19   15:17



3. DDoS 攻撃 

DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃は、一般に、Web サーバ等の攻撃対象に
対して多数の端末からデータを送信することで、攻撃対象のリソースに負荷をかけ、サービ
ス運⽤を妨害する攻撃を指す。 
 

（a）DDoS 攻撃への対策 
DDoS 攻撃への対策では、DDoS 攻撃そのものの被害に遭わないための対策に加えて、

管理、所有する端末のボット化やリフレクター攻撃への意図しない加担を防ぐための対策
も求められる。 

 
• DDoS 攻撃の被害に遭った場合の対策 
DDoS 攻撃によって送られてくる通信データを遮断し、サービスを提供するサーバやネ

ットワークのリソースを保護する対策が必要である。正常なアクセスと DDoS 攻撃による
アクセスを、いかにして切り分けるかが対策のポイントとなる。 

 
• 攻撃に加担しないための対策 
以下に挙げるように、自組織や個⼈で使⽤する端末、ネットワーク機器、IoT 製品がDDoS 

攻撃に悪⽤されないように、ウイルス対策や適切な設定変更等の対策が必要である。また企
業においては、自組織の端末を悪⽤された場合、それを早期に検知できるように通信の監視
を⾏うといった対策も推奨する。 

 

4. ソフトウェアの脆弱性を悪⽤した攻撃 

2018 年度は、Windows の脆弱性を対象とした攻撃が多く報告されている。Windows 
の脆弱性以外にも、多くの Web アプリケーション開発で使⽤されるフレームワークである
Apache Struts2 や、Web サイト構築に使⽤されるコンテンツマネジメントシステム
（Content Management System︓CMS）に存在する既知の脆弱性を狙った攻撃が報告さ
れている。また、IoT 機器を対象とした新たなウイルスが報告されている。ぞれぞれに対し
て組織的な対策が求められる。 
 

5. ランサムウェア 

ランサムウェアとは、パソコン及びネットワーク接続された共有フォルダ等に保管され
たファイルを暗号化する、または画⾯ロック等によりパソコンを使⽤不可にするウイルス
の総称である。それらの復旧を条件に身代⾦を⽀払うように促す脅迫メッセージを表示す

るソフトウェアであることから、「ransom」（身代⾦）と「software」（ソフトウェア）を
組み合わせた造語で、ランサムウェアと呼ばれている。2017 年は 5 月の Wanna Cryptor
（別名 WannaCry）の流⾏を皮切りに、ランサムウェアによる攻撃が⼤幅に増加していっ
た。2018 年になって落ち着きを⾒せているものの、Wanna Cryptor やその亜種による攻
撃は現在も続いており、新種のランサムウェアも確認されている。 

 
（a）ランサムウェアの感染に備えた対策 
ランサムウェアに感染した場合、要求どおりに⾦銭を⽀払っても暗号化されたファイル

を復号できる保証はない。万が一、感染してしまった場合を想定した対策としてファイルの
バックアップが有効であり、以下を推奨する。 

• 重要なファイルは定期的にバックアップを取得する。 
• バックアップに使⽤する装置・媒体は、バックアップ時のみ対象機器と接続する。 
• バックアップ中に感染する可能性を考慮し、バックアップに使⽤する装置・媒体は複数

⽤意する。 
• バックアップの妥当性（バックアップが正常に取得できているか、現状のバックアップ

手法がランサムウェアに対して有効か）を定期的に確認する。 
 

6. パスワードリスト攻撃 

2018 年度は、パスワードリスト攻撃が原因とされる不正ログイン事案が多数発⽣、報道
された。アカマイ・テクノロジーズ合同会社の調査結果によれば、2018 年 5 月から 6 月
までの不正なログイン試⾏が 83 億件以上検出されていた等、パスワードリスト攻撃によ
る脅威の増加が世界規模で確認されている。 
 

（a）パスワードリスト攻撃へサービス利⽤者の対策 
パスワードリスト攻撃は、複数の Web サービスで同一パスワードを設定していることを

前提として、不正ログインを試みる手口である。そのため、サービス利⽤者が取るべき対策
としては、パスワードの使い回しをしないことである。 
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7. フィッシングによる詐欺 

フィッシング（Phishing）は、クレジットカード情報、個⼈情報、銀⾏口座情報、アカウ
ント情報（ユーザ ID・パスワード）等を、正規の企業等を装って、利⽤者から騙し取る攻
撃である。近年仮想通貨の普及に伴い、仮想通貨関連サービススの認証情報が狙われる事例
も確認されている。 

 
(a) フィッシングに対する対策 
• フィッシングの手口の基本を知る 
• メール・SMS 内のリンクを安易にクリックしない 
• メール・SMS の真偽は確かな情報源で確認する 
• システム的なセキュリティ対策を実施する 

8. 偽の警告や偽サイトを⽤いた詐欺等 

不安や恐怖心の喚起や、利得による誘惑等で、インターネットを利⽤する⼈を騙す手口に
は、「仮想通貨を要求する脅迫メール」「偽セキュリティ警告」「偽サイト」など様々なもの
が存在する。 

 

（a）偽の警告や偽サイトを⽤いた詐欺等への対策 

こうした不審メールが届いた場合に冷静な確認と対処ができるよう、日頃から最新の動
向を確認し、様々な不審メールが存在することを理解しておくことが望ましい。パスワード
については、漏えいがあった場合の被害低減のためにも、日頃から使いまわしをしないよう、
習慣づけたい。偽のセキュリティ警告が表示される原因は、Web サイトに設置された広告
枠に不正プログラムを含む広告が配信されることで偽の警告画⾯へリダイレクト（自動転
送）される、あるいは Web サイトに故意または改ざんにより不正プログラムがあることで
偽の警告が表示される等が推測される。EC サイトを利⽤する際は、各組織の注意喚起を参
考に、対象サイトに偽サイトの特徴がないかを確認する習慣を付けるのが望ましい。 

9. 情報漏えいによる被害 

2018 年度も、外部からの攻撃、操作ミス等による過失、内部者の故意による不正のいず
れかを主な要因とする多数の情報漏えい被害が発⽣している。 

（a）対策 

それぞれの原因について、情報漏えい被害を発⽣させないための対策項目を以下に示す。 
・外部からの攻撃への対策 

・⼈為的な過失への対策 
・内部者の不正への対策 
・自組織以外での情報漏えい被害を想定した対策 

資料９『情報セキュリティ白書 2019』（IPA）10 
 
 
 
  

 
10 資料９『情報セキュリティ白書 2019 〜新しい基盤、巧妙化する攻撃：未知のリスクに
対応する⼒を〜』（IPA：独立行政法人 情報処理推進機構） 
<https://www.ipa.go.jp/files/000079041.pdf> 
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10. 情報セキュリティ関連の法律 

10.1.  法律違反の事例 

資料 10 『国⺠のための情報セキュリティサイト』（総務省） 
「不正に入手した他⼈の ID とパスワードを使って、サーバに侵入した」 

⇒ 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 第 3 条（不正アクセス⾏為の禁止）の違反
になる可能性があります。 

 
「不正に入手した他⼈の ID とパスワードを知り合いに電⼦メールで送った」 

不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 第４条（他⼈の識別符号を不正に取得する⾏
為の禁止）、第５条（不正アクセス⾏為を助⻑する⾏為の禁止）の違反になる可能性があり
ます。 

 
「不正に入手した他⼈の ID とパスワードを使って、プロバイダのメールサーバにアクセス
し、勝手に電⼦メールを閲覧した。」 

⇒ メールサーバに不正にアクセスしたことで、不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 
第 3 条（不正アクセス⾏為の禁止）の違反になる可能性があります。また、プロバイダのサ
ーバに保存されている電⼦メールを許可なく閲覧したことで、電気通信事業法 第 4 条第
1 項の違反になる可能性があります。 

 
「プロバイダのサーバに侵入し、サーバに保管されていたホームページの内容を消去した
り、書き換えたりした。」 

⇒ プロバイダのサーバに保管されていたデータの消去や書き換えは、刑法 第 234 条の
2（電⼦計算機損壊等業務妨害）に該当する可能性があります。また、書き換えたホームペ
ージの内容によっては、刑法 第 175 条（わいせつ物頒布等）や刑法 第 230 条（名誉毀
損）に該当する可能性があります。 

 
「Web サーバの脆弱性（ぜいじゃくせい）を利⽤してサーバに侵入した。」 

⇒ 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 第 3 条（不正アクセス⾏為の禁止）の違反
になる可能性があります。 

 
「ホームページ上で海賊版のソフトウェアを販売した」 

⇒ 著作権法の違反になる可能性があります。また、海賊版ソフトの交換も同法の違反に
なる可能性があります。 

 

「ファイル共有ソフトを利⽤して、アクセスしてきた不特定多数の利⽤者にソフトウェア
を配信した。」 

⇒ 著作権法の違反になる可能性があります。また、実際に配信しなくても、他⼈の著作
物を著作者に許可なくインターネット等でダウンロード可能な状態にしておくことも、同
法の違反になる可能性があります。 

 
「インターネットのオークションサイトで存在しない商品を出品し、落札者に現⾦を振り
込ませて騙し取った」 

⇒ 刑法 第 246 条（詐欺）に該当する可能性があります。 
資料 10 『国⺠のための情報セキュリティサイト』（総務省）11 

 
 
 
 
 
 
  

 
11 資料 10（Web）『国⺠のための情報セキュリティサイト〜安心してインターネットを使
うために〜』（総務省） 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/index.html 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/01.html 
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10.2.  情報セキュリティ関連法律 

総務省『国⺠のための情報セキュリティサイト』 
（ https://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/joho̲tsusin/security/basic/legal/index

.html）では、以下の法令の関係条文が記載されています。 
 刑法 
 サイバーセキュリティ基本法 
 著作権法 
 電気通信事業法 
 電⼦署名及び認証業務に関する法律 
 電⼦署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 
 電波法 
 特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律 
 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 
 有線電気通信法 
 
NISC『関連法令等』（内閣サイバーセキュリティセンター）ページ 
（https://www.nisc.go.jp/law/）では、以下の法令の概要や本文が記載されています。 
 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 
 電⼦署名及び認証業務に関する法律 
 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）（平成 12 年法律第 144 号） 
 サイバーセキュリティ基本法 
 サイバーセキュリティ戦略本部令 
 内閣官房組織令 

 
 
 
  

11. 情報セキュリティ関連 Web サイト一覧 

●みんなでしっかりサイバーセキュリティ ／内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 
https://www.nisc.go.jp/security-site/ 
NISC が運営する、サイバーセキュリティ関連の情報を発信する普及啓発用サイト。 
 
●国⺠のための情報セキュリティサイト ／総務省 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ 
総務省が運営する、情報セキュリティに関する基礎的なことを学べるサイト。企業向けの

対策についても触れられている。 
 
●ここからセキュリティ！ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/ 
IPA が運営する情報セキュリティを学べるサイト。さまざまなサイトのコンテンツを集約

して分類されている。ポータルサイト的存在。 
 
●情報セキュリティ 安心相談窓⼝ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/ 
IPA が国⺠に向けて開設している、一般的な情報セキュリティ（主にウイルスや不正アク

セス）に関する窓⼝。 
 
●情報セキュリティ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/ 
IPA が解説するサイトで最新のセキュリティ情報や、情報セキュリティ啓発コンテンツな

どを提供している。 
 
●情報セキュリティ対策支援サイト ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://security-shien.ipa.go.jp/ 
IPA が中小企業における情報セキュリティ対策の水準向上の支援を目的として設置した

サイト。「学びたい」「始めたい」「続けたい」を支援する。 
 
●インターネットの安全・安心ハンドブック ／内閣サイバーセキュリティセンター

（NISC） 
https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html#ebook 
各種電⼦書籍版の一覧がある（無料配信)。 
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10.2.  情報セキュリティ関連法律 

総務省『国⺠のための情報セキュリティサイト』 
（ https://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/joho̲tsusin/security/basic/legal/index

.html）では、以下の法令の関係条文が記載されています。 
 刑法 
 サイバーセキュリティ基本法 
 著作権法 
 電気通信事業法 
 電⼦署名及び認証業務に関する法律 
 電⼦署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 
 電波法 
 特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律 
 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 
 有線電気通信法 
 
NISC『関連法令等』（内閣サイバーセキュリティセンター）ページ 
（https://www.nisc.go.jp/law/）では、以下の法令の概要や本文が記載されています。 
 不正アクセス⾏為の禁止等に関する法律 
 電⼦署名及び認証業務に関する法律 
 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）（平成 12 年法律第 144 号） 
 サイバーセキュリティ基本法 
 サイバーセキュリティ戦略本部令 
 内閣官房組織令 

 
 
 
  

11. 情報セキュリティ関連 Web サイト一覧 

●みんなでしっかりサイバーセキュリティ ／内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 
https://www.nisc.go.jp/security-site/ 
NISC が運営する、サイバーセキュリティ関連の情報を発信する普及啓発用サイト。 
 
●国⺠のための情報セキュリティサイト ／総務省 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ 
総務省が運営する、情報セキュリティに関する基礎的なことを学べるサイト。企業向けの

対策についても触れられている。 
 
●ここからセキュリティ！ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/ 
IPA が運営する情報セキュリティを学べるサイト。さまざまなサイトのコンテンツを集約

して分類されている。ポータルサイト的存在。 
 
●情報セキュリティ 安心相談窓⼝ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/ 
IPA が国⺠に向けて開設している、一般的な情報セキュリティ（主にウイルスや不正アク

セス）に関する窓⼝。 
 
●情報セキュリティ ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://www.ipa.go.jp/security/ 
IPA が解説するサイトで最新のセキュリティ情報や、情報セキュリティ啓発コンテンツな

どを提供している。 
 
●情報セキュリティ対策支援サイト ／独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
https://security-shien.ipa.go.jp/ 
IPA が中小企業における情報セキュリティ対策の水準向上の支援を目的として設置した

サイト。「学びたい」「始めたい」「続けたい」を支援する。 
 
●インターネットの安全・安心ハンドブック ／内閣サイバーセキュリティセンター

（NISC） 
https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html#ebook 
各種電⼦書籍版の一覧がある（無料配信)。 
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資料２ 
『ケースで考える情報社会【第２版】―これからの情報倫理とリテラシー』（三和書籍） 

大島 武、寺島雅隆、畠⽥幸恵、藤⼾京⼦、⼭⼝憲⼆ （共著） 
〔目次〕 
第１章 インターネット 
第２章 ネット利用のマナー 
第３章 個人情報とプライバシー 
第４章 電⼦商取引 
第５章 知的財産権 
第６章 メディアリテラシー 
第７章 ネットワーク不法行為 
第８章 情報技術とセキュリティ 
第９章 情報倫理とリテラシー 
 

資料３ 
『インターネットの光と影 Ver.6 〜被害者・加害者にならないための情報倫理⼊門〜』
（北大路書房）情報教育学研究会(IEC)情報倫理教育研究グループ (編集) 
〔目次〕 
序 章 インターネットと情報社会 
第 1 章 インターネットと個人情報 
第 2 章 インターネットと知的財産権 
第 3 章 インターネットと生活 
第 4 章 インターネットとビジネス 
第 5 章 インターネットと教育 
第 6 章 インターネットとコミュニケーション 
第 7 章 インターネットと犯罪 
第 8 章 インターネットとセキュリティ 
終章 健全な情報社会をめざして 
 

資料４ 
『情報セキュリティ⼊門 ―情報倫理を学ぶ人のために― 改訂版』（共立出版） 

会⽥ 和弘 (著), 佐々木 良一 (監修)  
〔目次〕 

第 1 章 インターネット社会と情報倫理 
第 2 章 インターネット社会が抱える問題 
第 3 章 情報セキュリティの技術的対策 

第 4 章 インターネット社会と法 
第 5 章 情報倫理教育へむけて 
 

資料５ 
『情報リテラシ 第 4 版』（共立出版） 

    大野 豊（監修）佐藤章、神沼靖⼦（共著） 
第 1 章 情報の概念 
第 2 章 情報社会への適応 
第 3 章 情報技術 
第 4 章 身近な情報処理環境 
第 5 章 情報社会の倫理 
 

資料６ 
『情報社会の倫理と法 〜41 のケースで学ぶ』（エヌティティ出版） 

リチャード A.スピネロ（著）中⻄輝夫（訳）林紘一郎（監訳） 
〔目次〕 

第 1 章 倫理上および政策分析のための枠組み 
第 2 章 サイバー空間における表現の自由 
第 3 章 知的財産権問題 1 ―ソフトウェアの財産権 
第 4 章 知的財産権問題 2 ―デジタル音楽、相互接続性、不法侵⼊ 
第 5 章 プライバシーと情報アクセス 
第 6 章 セキュリティとサイバー犯罪 
第 7 章 法的責任、信頼性と安全性の問題 
第 8 章 公正な競争とインターネットアクセス 
 

資料７ 
『コンピュータ概論 〜情報システム⼊門〜 第 7 版』（共立出版） 
    魚⽥勝臣（編著）渥美幸雄、植竹朋文、大曽根匡、森本祥一、綿貫理明（著） 
〔目次〕 

第 1 章 コンピュータとその利用 
第 2 章 ビジネスと情報システム 
第 3 章 コンピュータの誕生からネットワーク社会へ 
第 4 章 情報の表現 
第 5 章 ハードウェアの仕組み 
第 6 章 ソフトウェアの役割 
第 7 章 ネットワークと情報システム 
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資料２ 
『ケースで考える情報社会【第２版】―これからの情報倫理とリテラシー』（三和書籍） 
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資料３ 
『インターネットの光と影 Ver.6 〜被害者・加害者にならないための情報倫理⼊門〜』
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第 8 章 情報システムの構築と維持 
第 9 章 情報倫理と情報セキュリティ 
 
資料８ 
『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』 
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 
協⼒ 総務省、経済産業省、中小企業庁、独立行政法人情報処理推進機構 
<https://www.nisc.go.jp/security-site/blue_handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
〔目次〕 

プロローグ サイバー攻撃ってなに？ 
1 サイバー攻撃の具体例 
2 誰が攻撃するの？ 
3 どう攻撃されるの？ 

第 1 章 まずは情報セキュリティの基礎を固めよう 
0 まずは情報セキュリティの基礎 8 項目を理解しよう 
1  OS やソフトウェアは常に最新の状態にしよう! 
2 ウィルス対策ソフトを導⼊しよう! 
3 パスワードを強化しよう! 
4 共有設定を見直そう! 
5 脅威や攻撃の手⼝を知ろう! 
6 常にバックアップを取ろう 
7 人間にもセキュリティホールがあることを知ろう 
8 困ったら各種窓⼝にすぐ相談しよう 
9 総合的に攻撃のコストがかかるようにして防ごう 

第 2 章 パソコン・スマホ・IoT 機器のより進んだ使い方やトラブルの対処の仕方を知ろ
う  

1 パソコンのセキュリティ設定 
2 スマホのセキュリティ設定 
3 IoT 機器のセキュリティ設定 

第 3 章 被害に遭わないために、加害者的立場にならないために 
1 攻撃者に乗っ取られるとこんなことが起こる 
2 社会的信用を失墜しないように 
3 よくある攻撃の手⼝と対策 
4 それでも攻撃を受けてしまったときの対処 

第 4 章 会社を守る、災害に備える、海外での心構え 

1 災害時の会社のために事業継続計画(BCP)を作ろう 
2 大災害やテロに備える 
3 海外でスマホやタブレットを活用するために 

第 5 章 IT を使った効率化によるセキュリティコスト捻出 
1 社内・社外のセキュリティ向上 
2 適切な個人情報の取り扱いのために 
3 取引先の監督を徹底 
4 テレワークとアウトソーシング 
5 フリー素材とコンテンツ利用のスキル 
6 情報発信とプロモーション 

第 6 章 セキュリティをより深く理解して、インターネットを安全に使う 
1 パスワードを守る、パスワードで守る 
2 通信を守る、無線 LAN を安全に利用する 
3 ウェブサイトを安全に利用する。暗号化で守る 
4 メールを安全に利用する、暗号化で守る 
5 データファイルを守る、暗号化で守る 

エピローグ デジタル世代の小さな会社と NPO の未来 
 

資料 10 
『インターネットの安全・安心ハンドブック』内閣サイバーセキュリティセンター
（NISC） ／ ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック Ver4.03 

<https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
〔目次〕 

はじめに〜サイバーセキュリティは「公衆衛生」の時代に〜 
プロローグ サイバー攻撃ってなに？ 

1. サイバー攻撃のイメージ 
第 1 章 基本のセキュリティ〜ステップバイステップでセキュリティを固めよう〜 

1. 4 つのポイントでセキュリティを守る 
2. 環境を最新に保つ、セキュリティソフトを導⼊する 
3. 複雑で⻑いパスワードと多要素認証で侵⼊されにくくす 
4. 攻撃されにくくするには、手間（コスト）がかかるようにする 
5. 心の隙を作らないようにする（対ソーシャルエンジニアリング） 

第 2 章 サイバー攻撃にあうと、どうなるの？ 最新の攻撃の手⼝を知ろう  
1. 攻撃者に乗っ取られるとこんなことが起こる 

第 3 章 パスワード・Wi-Fi・ウェブ・メールのセキュリティをより理解して、インターネ
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第 8 章 情報システムの構築と維持 
第 9 章 情報倫理と情報セキュリティ 
 
資料８ 
『小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック』 
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 
協⼒ 総務省、経済産業省、中小企業庁、独立行政法人情報処理推進機構 
<https://www.nisc.go.jp/security-site/blue_handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
〔目次〕 

プロローグ サイバー攻撃ってなに？ 
1 サイバー攻撃の具体例 
2 誰が攻撃するの？ 
3 どう攻撃されるの？ 

第 1 章 まずは情報セキュリティの基礎を固めよう 
0 まずは情報セキュリティの基礎 8 項目を理解しよう 
1  OS やソフトウェアは常に最新の状態にしよう! 
2 ウィルス対策ソフトを導⼊しよう! 
3 パスワードを強化しよう! 
4 共有設定を見直そう! 
5 脅威や攻撃の手⼝を知ろう! 
6 常にバックアップを取ろう 
7 人間にもセキュリティホールがあることを知ろう 
8 困ったら各種窓⼝にすぐ相談しよう 
9 総合的に攻撃のコストがかかるようにして防ごう 

第 2 章 パソコン・スマホ・IoT 機器のより進んだ使い方やトラブルの対処の仕方を知ろ
う  

1 パソコンのセキュリティ設定 
2 スマホのセキュリティ設定 
3 IoT 機器のセキュリティ設定 

第 3 章 被害に遭わないために、加害者的立場にならないために 
1 攻撃者に乗っ取られるとこんなことが起こる 
2 社会的信用を失墜しないように 
3 よくある攻撃の手⼝と対策 
4 それでも攻撃を受けてしまったときの対処 

第 4 章 会社を守る、災害に備える、海外での心構え 

1 災害時の会社のために事業継続計画(BCP)を作ろう 
2 大災害やテロに備える 
3 海外でスマホやタブレットを活用するために 

第 5 章 IT を使った効率化によるセキュリティコスト捻出 
1 社内・社外のセキュリティ向上 
2 適切な個人情報の取り扱いのために 
3 取引先の監督を徹底 
4 テレワークとアウトソーシング 
5 フリー素材とコンテンツ利用のスキル 
6 情報発信とプロモーション 

第 6 章 セキュリティをより深く理解して、インターネットを安全に使う 
1 パスワードを守る、パスワードで守る 
2 通信を守る、無線 LAN を安全に利用する 
3 ウェブサイトを安全に利用する。暗号化で守る 
4 メールを安全に利用する、暗号化で守る 
5 データファイルを守る、暗号化で守る 

エピローグ デジタル世代の小さな会社と NPO の未来 
 

資料 10 
『インターネットの安全・安心ハンドブック』内閣サイバーセキュリティセンター
（NISC） ／ ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック Ver4.03 

<https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html> 
PDF: <https://www.nisc.go.jp/security-site/files/blue_handbook-all.pdf> 
〔目次〕 

はじめに〜サイバーセキュリティは「公衆衛生」の時代に〜 
プロローグ サイバー攻撃ってなに？ 

1. サイバー攻撃のイメージ 
第 1 章 基本のセキュリティ〜ステップバイステップでセキュリティを固めよう〜 

1. 4 つのポイントでセキュリティを守る 
2. 環境を最新に保つ、セキュリティソフトを導⼊する 
3. 複雑で⻑いパスワードと多要素認証で侵⼊されにくくす 
4. 攻撃されにくくするには、手間（コスト）がかかるようにする 
5. 心の隙を作らないようにする（対ソーシャルエンジニアリング） 

第 2 章 サイバー攻撃にあうと、どうなるの？ 最新の攻撃の手⼝を知ろう  
1. 攻撃者に乗っ取られるとこんなことが起こる 

第 3 章 パスワード・Wi-Fi・ウェブ・メールのセキュリティをより理解して、インターネ
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ットを安全に使おう 
1. パスワードを守る、パスワードで守る 
2. 通信を守る、無線 LAN を安全に利用する 
3. ウェブサイトを安全に利用する、暗号化で守る 
4. メールを安全に利用する、暗号化で守る 
5. データファイルを守る、暗号化で守る 

第 4 章 スマホ・パソコンのより進んだ使い方やトラブルの対処の仕方を知ろう 
1. スマホのセキュリティ設定 
2. パソコンのセキュリティ設定 
3. それでも攻撃を受けてしまったときの対処 

第 5 章 SNS やインターネット関連の犯罪やトラブルから、自分や家族を守ろう。災害に
備えよう 

1. SNS やネットとのつきあい方、守り方 
2. サイバー関連でやってはいけないこと 
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