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はじめに 

この伝え方の手引きは、株式会社カスペルスキーが作成した、「セキュリティとモラルのガイドブ

ック」（2016年 3月版）を利用して、セキュリティとモラルに関するセミナーや勉強会を実施する

ために作成されたものです。そのため、セットとなるスライドを利用する事を想定して記述されて

います。 

 「セキュリティとモラルのガイドブック」の著作権は株式会社カスペルスキー、その他本文中に出

てくる社名、製品名、サービス名などは各社の登録商標もしくは商標です。 

 本伝え方の手引きのタイトル番号とガイドブックの番号は対応しています。 

スライドと同様にセキュリティの技術的な側面を厳密に表現する事よりも、より一般のユーザが理

解出来ることを優先しているため、技術的に厳密性に欠ける部分や、可能性の低い事象については

あえて触れていない等の特徴があります。 

各項目は最大 5 分程度で解説することを想定して作成されており、すべてを解説するのに 90 分

程度の時間を利用することを想定しています。 
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１．偽のショッピングサイトに騙されない 

【概要】 

  利用者が増えると共に、様々なトラブルが増えているネットを利用した通信販売。特に偽のショッピ 

ングサイトに騙されないようにする。すなわち、詐欺に遭わないようにするという内容。 
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【伝え方のポイント】 

  前提として、騙す方はプロであり仕事として仕掛けてくるので、ネット利用の有無にかかわらず、詐 

欺にあわない様にするというのは難しい。という認識を持ってもらう。 

似ている項目として項目 No2で取りあげられているオークションがあるので、この項目とあわせて 

解説するのも良い。 

スライドでは対策として、 

   ・事業所の基本情報の確認 

   ・支払い方法の確認 

   ・個人情報の取り扱いの確認 

   ・https通信の確認 

  （スライド順）を挙げているが、毎回これら全てを確認するのは現実的ではないかも知れない。 

  最低、https通信と支払い方法（特に振込口座の名義）を確認する様に強調する。 

  Webサイトを開いた時に証明書に関するエラー（著作権の都合上、スライドにすることはできない 

が、” 証明書のエラー”で画像検索すると沢山出てくるので、実際に見せるのが良い）が出たり、振 

込口座の名義が個人名の場合かなりの確率で詐欺である。 

  買い物をする場合、通常買う物「バックが欲しい」「靴が欲しい」と商品で検索をしたり探したりす 

るために発生する詐欺と言っても良い。「お店も選ぶ」という視点を持てるようにする。 

 

【補足情報】 

  これらの詐欺（詐欺サイトの出現）は、お中元、お歳暮、バレンタイン、クリスマス、母の日、父の

日など世の中のイベントに合わせて増加する。とくにこれらの時期には普段ネットショッピングをしな

い人が利用する事で騙されるケースが多い。クリスマスシーズンの高校生の被害は多く報告されている。 

国民生活センター（http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html）の、判例・事例には簡単な事例や

統計情報（http://www.kokusen.go.jp/category/jirei_hanrei.html）が掲載されているので、傾向や最

新の事例を参照すると良い。 

 httpsに関しては、証明書のエラーについて警告しているが、エラーを出さずに騙す方法もある事を知

っておくべき。受講者のレベルに合わせて必要に応じて解説をすると良い。 
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２．オークション詐欺に引っかからない 

【概要】 

  オークション詐欺にあわないようにする。項目１と同様にネットの利用いかんにかかわらず詐欺対 

策の話。 
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【伝え方のポイント】 

  項目１と関連が深いので、あわせて一つの項目として話しても良い。 

  前提として、騙す方はプロであり仕事として仕掛けてくるので、ネット利用の有無にかかわらず、詐 

欺に合わない用にするというのは難しい。という認識を持ってもらう。 

  落札前後に注意する点を挙げているが、著作権の問題を回避するのが難しいためスクリーンショッ 

トを利用していない。講座の際には実際にオークションサイト（yahooオークション： 

http://auctions.yahoo.co.jp/ 楽天オークション：http://auction.rakuten.co.jp/）にアクセスす 

るか、その時だけ見せる画像を準備しておいて見せる事が望ましい。 

  対策としては、仲介サービスを利用する事を強く推奨する。 

 

【補足情報】 

  ほしいものを少しでも安く。という思いや、正規のルートで販売されなくなった物を手に入れたいな 

ど、オークションを利用するシチュエーションでは”欲しい”という気持ちが強く、ゆえに騙されるケ 

ースも後を絶たない。 

また、騙されなかったとしても特定のアーティストの Liveチケットなどオークションでの売買が禁 

止されている物を購入すると、Liveに入れないなどの結果を招くこともあるので、受講者の年齢層 

によっては紹介すると良いだろう。 

また、オークション利用者の動向などはニールセンのニュースリリース 

（http://www.netratings.co.jp/news_release/）などで確認できるので参考にすると良い。 

歴史的な経緯ではペニーオークションという形式のオークションも存在したが、圧倒的に詐欺的な 

ものが多く、2010年の秋以降ほとんど見られなくなった。（詳細は https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

ペニーオークション 参照） 

また、ビジネスモデル特許として有名になった逆オークション（購入希望者が、希望する商品を掲載 

し、それに対して販売者が値段を設定する方式）も話題にはなったが実際に日本で利用された例はほ 

とんどない。 

 

 

  



  セキュリティとモラルのガイドブック 伝え方の手引き［第 2.2版］ 

 

5 

 

３．動画サイトで視聴用ツールを入れない 

【概要】 

動画を閲覧するために専用のツールが必要と言われ、ウイルスをイントールしてしまい被害に

遭うケース。ウイルスの侵入経路の一つとして認識して貰う。 
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【伝え方のポイント】 

合法なサイトを合法に（成人が）利用する場合、著作権保護のための仕組みとして専用のツール

が必要な場合がある。また、デジタル放送を録画し DVDやブルーレイに焼いた映像も専用のツ

ールが必要になるため、動画を再生するために専用のツールが必要。という状況に抵抗が低く

なっているため見分けるのが難しい。 

可能な限り、合法なサイトであっても専用ツールの導入には慎重になるべき。対策には挙げて

いないが、サイトやツールについて検索してみるのも対策としては有効である。 

また、対策では信頼出来るサイトの例を挙げているが、Vectorのダウンロードページにも紛ら

わしいダウンロードボタンが表示されるので、実際にアクセスして解説するとよい。 

また紛らわしいダウンロードボタンについては、Adblock などのブラウザの広告ブロック機能

を使うとブロックできる。 

オークションと同様にどうしても見たい。という気持ちからウイルス対策ソフトの警告を無視

してしまうなど、みずから危険な行動に出てしまうこともある。自制に自信が無い場合は自分

（大人）が使うアカウントにもペアレンタルコードを設定したり、フィルタリングの年齢を未

成年に設定するなどして、ダウンロードに至るまでのステップを多くすることで冷静になる機

会を強制的につくるという対策もある。 

【補足情報】 

ガイドブックでの対策、「信頼出来るサイトからダウンロードする事」と言う部分について、「ど

こが信頼出来るのか」という課題が残るが、講習の中でディスカッションしたり、講師自身が普

段どの様に選択しているか、どの様なサイトを利用しているかを紹介すると良いだろう。 
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4．個人の情報を入力させるサイトに注意 

【概要】 

サービスは無料でも会員登録を求めるサイトは数多くある。また、個人情報の登録でプレゼン

トやスタンプ、ポイントがもらえるサイトも増えてきている。この場合自分の個人情報と引き

換えにサービスを受けていると考えるべき。 

自分に関する情報を自分でコントロールする。という視点をもつ。 
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【伝え方のポイント】 

  前提として、ここで言っている個人情報というのは個人情報保護法で定義している個人情報で 

  はないので、その点をはっきりしておく。また、状況によっては個人情報保護法について簡単 

  説明をしておく。（詳細は補足参照） 

  提供する情報によっては住所を特定されてしまうケースがある。住所を特定されてしまうと被 

  害の内容が深刻になる。（ストーキング、身に覚えのない訴訟を起こされるなど） 

  ケースバイケースで判断すると面倒くさいので、あらかじめサービスの必要性と提供する情報 

  について自分でルールを決めておくのも良い。 

  対策では個人情報保護指針（プライバシーポリシー）を確認する事を挙げているが、実際にはな 

  かなか難しいので、基本的に提供した情報はすべて使われると考えた方が良い。 

 

【補足情報】 

  個人情報保護法（正確には個人情報の保護に関する法律）について、個人情報保護法は、個人を  

  特定できる情報（顔写真、名前と住所の組み合わせなど）を 5000件以上、すぐに検索出来る状 

  態で保存した個人情報データベースを保有している事業者を、個人情報取り扱い事業者として、  

  その事業者を対象に適正な個人情報の取り扱いを求める法律。 

  色々な所で、プライバシーと個人情報が混同されるケースが見受けられる。国内には明示的な 

  プライバシーを保護する法律はなく、憲法上の基本的人権の一部として扱われる。 

  wikipedia：https://ja.wikipedia.org/wiki/個人情報の保護に関する法律 

  プライバシー権に関する法的側面のまとめ 

   http://www.mc-law.jp/kigyohomu/16077/ 
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５．パスワードを安全に管理するには？ 

【概要】 

特定のサービスにかぎらず、パスワード管理の重要性に関する項目。 

ガイドブックでも使い回しが最も危険と位置づけており、使い回しをしない具体的な手段、工

夫が望まれる。 
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【伝え方のポイント】 

ガイドブックにもあるとおり、使い回しをしないというのが至上命題。そのための解決方法と

して、ガイドブックではパスワード生成に関するノウハウを紹介しているが、パスワード管理

ツールを利用するのが現実的な対応といえる。（ただし、カスペルスキーでは国内向けにはパス

ワード管理ツールを提供していないためセミナーの性質によっては紹介の仕方に注意が必要。） 

また、パスワードではなくメールアドレス（ID）の方をサービスによって使い分けるという手

法も有効ではあるが、こちらはある程度のリテラシーが必要である。 

（ちなみに、Gmailでは hogehoge+yahoo@gmail.com のように＋を付けたアドレスは＋を

付けて居ないアドレスと同じように扱われる（この場合。hogehoge+yahoo@gmail.com と

hogehoge@gmail.comは同じアドレスとして扱われる）ので、この原理を利用するのが簡単。） 

一方で、パスワードを管理するのは、「不正にログインされないため」という本質を考えると、

二段階（もしくは二要素）認証を設定出来るサービスでは必ず設定する事で、パスワードを使い

回していても不正にログインされる可能性を非常に低く抑えることができる。 

 

【補足情報】 

  時間やテーマに応じて、実際に二段階認証（もしくは二要素認証）を設定するデモを実施しても 

  よい Twitter、Facebook、Gmailなどよく使われているサービスについて取りあげると良いだ 

   ろう。とくに Twitter、Facebookについては投稿の公開範囲に関する項目などもあるので、そ 

   ちらとあわせてデモを実施するのもよい。 

  また、自分が利用している（もしくは過去に利用・登録していた）サービスから認証情報が漏れ 

  た事が確認された場合は、すぐに認証情報を変更（利用していない場合は退会処理）した方がよ 

  いので、その点についても取りあげると良い。 
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６．無料ゲームやアプリの追加課金に注意 

【概要】 

主にスマートフォン向けのゲームは、基本無料だがアイテムなどで課金をする形式のものが主

流となっている。子供が、課金されるとわからずに課金してしまうケースもさることながら、大

人がはまってしまい高額課金になるケースもある。 

また、一般的なアプリでも、広告の非表示や、機能の追加などで課金をするケースが多くなって

きているため、ゲームに限らず注意が必要。 
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【伝え方のポイント】 

子供の不作為による課金については、原則大人のスマホは子供一人では触らせない。という事

を徹底する。これは課金問題にかぎらず全般的に言える事。 

また、ノートにも記載があるとおり課金ユーザはごく一部である事を理解する事で、高額な課

金を防ぐ。また、クレジットカード情報を削除して手間を増やすことで課金を抑止する手法も

有効。 

また、Android では設定により購入時にパスワードを求める設定も可能。ただし、月々の通信

料金と一緒に支払う形態に関しては、各通信事業者が上限を設定出来るようにしているので、

それらを利用すると良い。 

【補足情報】 

  MMD研究所（https://mmdlabo.jp/investigation/）の調査データには課金に関するデータも 

  掲載されることがあるのでチェックしておくとよい。 

   また、“ゲーム 課金”などで検索すると重課金したユーザの後悔している事例もあるので、状況 

   に応じて共有すると良い。 

  各キャリアの料金上限設定の案内サイト（2016年７月現在） 

  ソフトバンク 

   http://www.softbank.jp/mobile/service/payment/amount/ 

  au 

   http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/service/20110603-01.html 

  docomo 

   http://ent.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/term/tell_term.html 

  また、スマホの OSやアプリの配布元の機能で制限をかける事も出来る（2016年 7月現在） 

iPhone（iOS）による機能制限 

 設定する事で、アプリ内課金や、不適切なコンテンツへのアクセスを制限できる。 

 https://support.apple.com/ja-jp/HT201304 

   Google Playの認証の設定 

設定する事で、アプリ購入の際に認証を必須にする事が出来る。 

 https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=ja 
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７．公衆Wi-Fiは使い方が重要 

【概要】 

公衆無線Wi-Fiには盗聴される可能性があるので注意が必要である。 
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【伝え方のポイント】 

確かに、公衆無線Wi-Fiには技術的には盗聴される可能性がある。 

しかし、経済目的の犯行を考えた場合、効率が悪いので実際に盗聴される可能性は低いといえ

る。 

スライドの注意点に挙げている、他のサービスのアカウントを入力させて（アカウント連携で

はなく）SNSに勝手に投稿する（される）というケースが海外では実在するので注意が必要。 

Wi-Fiに関しては、アクセスポイントのなりすましの危険性がもっとも高い。なりすましのアク

セスポイントに接続してしまうと、何でもあり。な状態になってしまうので外出先でのインタ

ーネット接続はテザリングやモバイルルータを利用するのが理想的。 

 

【補足情報】 

  Wi-Fiについては、以下のファイルに詳細をまとめた。（リンク先は PDF） 

   http://bit.ly/1IF0kYH 

  また、上記文書を元に 2015年 6月 13日に SPREADで行った勉強会のスライド（PDF） 

   http://bit.ly/1IF1AuU 

  も参考にすると良い。 

   上記２資料に関しては二次利用する際は、著作者（shinichi@fuchi.info）まで連絡をお願いし 

  ます。 
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８．事業者設定のフィルタリングはWi-Fi接続では効かないことも 

【概要】 

携帯電話の契約の際、18 才未満の契約者に関しては、保護者からの申し出がある場合を除き、

フィルタリングが義務化されている。（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）しかし、このフィルタリングについては利用状況（利用する回線）に

よっては有効にならない場合があるので注意が必要。 
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【伝え方のポイント】 

携帯電話会社によるフィルタリングは、原則的に携帯電話網を利用して接続しているときのみ

有効である。docomo などでは、docomo Wi-Fi を利用している時にも有効な仕組みを取って

いるが、基本的に Wi-Fi を利用している時にはフィルタリングは有効ではない事を知っておく

べき。但し、携帯電話会社によってそのサービスは様々で、変更なども多い。自分の契約してい

る会社のサービスをきちんと把握する事が重要。しかし、携帯電話会社の契約などはわかりに

くいことも多いため、どの様な状況でも使うことができるアプリケーションタイプのものを利

用するのが良い場合もある。 

【補足情報】 

  Android向けでは、i-filterや yahooあんしんネットなどのアプリが多く使われている。 

  iphoneでは標準の機能でフィルタリングと同様の機能であるペアレンタルコードが利用で   

  きるので子供の利用する端末では設定しておくと良い。一部のセキュリティ対策ソフトでも対 

  応しているものもある。 

 

 

 

 

 

  



  セキュリティとモラルのガイドブック 伝え方の手引き［第 2.2版］ 

 

17 

 

９．世界中の誰でも読めることをしっておこう 

【概要】 

項目 11 とも関連している。基本的にネットに書き込むことは世界中の誰でも見ることができ

るという事を知っておく。SNSの設定なども関連するが、思わぬ所から流出することもある。 
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【伝え方のポイント】 

脅迫や業務妨害などについては、書いただけで逮捕の対象となるので注意が必要。 

所属組織内の処罰だけでなく法律的な責任を問われることもあることを知っておく。 

また、名誉棄損は相手が名誉棄損と認識すれば、事実であるかどうかにかかわらず訴訟を起こ

される点にも注意。（事実なら問題ないと勘違いされているケースが多い） 

また、炎上がきっかけで住居などを特定されて嫌がらせやストーカー犯罪に巻き込まれる事例

もあった。 

子供の場合、「世界中の誰でも見られる」というより、「お父さんとかお母さんにも見られるよ」

と言ったほうが当事者意識を強く持つことができる。 

【補足情報】 

実際には投稿する際に自制する事は難しく、だからこそ様々な事例が後を絶たない。 

具体的な行動をともなう対策として、「自分の投稿を見なおす習慣をもつ」という事が考えられ

る。 

自分の投稿やメッセージを 3 日～１週間に一度は見なおすことによって、自然に自制出来る様

になる。 

実際に不適切な書き込みをした後、どうなったのかという事例を話すとより効果的。 

http://matome.naver.jp/odai/2138349249194869701 

などに、その後のまとめがある。 
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10．SNSの詐欺やトラブルに注意 

【概要】 

SNS をきっかけにした詐欺や出会い系サイトなどへの誘導や、デマサイトに騙されないように

という注意喚起。 

SNSでの交流では、居所情報（関連情報ふくむ）を公開しない、直接会わないと言うのが原則。 

基本的に出会い系サイトは使わない。無料で課金ゲームのアイテムが手に入る。などとうたっ

た、いわゆるポイントサイトなどに誘導するデマサイトに騙されないように、現実でもオンラ

インでもうまい話は無いと言う事を認識する。 
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【伝え方のポイント】 

SNS の利用に関しては、おもわぬ情報から居場所などがわかってしまう事があるので注意が必

要（この点については項目 12の補足に詳細がある） 

出会い系サイトについては利用しない。という事を徹底できるかがポイント。どうしても我慢

できないという人は、専用のメールアカウントを用意して、データなどを何もいれていない厳

重に管理された環境で利用する。 

ゲームの課金アイテムが無料で手に入るというのも、100%詐欺（にちかい）と考えて問題無い。 

あからさまにわかるものは良いが、最近はゲームの掲示板を出会い系のように利用しているケ

ースもあるため、そのような掲示板にも個人に紐付く情報は書き込まない。 

トラブルに巻き込まれそうになったら、速やかに関係機関に相談するのが良い。 

   

【補足情報】 

  スライド内で紹介しているサイトには統計情報なども掲載されているため、時間があれば実際 

にサイトにアクセスして、共有するのも良い。 

  東京ローカルではあるが、“こどものネット・ケータイのトラブル相談「こたエール」”という 

東京都青少年・治安対策本部青少年課の窓口もある。 

0570-783-184 

http://www.tokyohelpdesk.jp/ 
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11．公開範囲の設定に気をつけて 

【概要】 

Twitterや Facebookなど各種 SNSの公開範囲の設定に注意する。 

全公開にはしない。と言うのを原則に、使っていく中で友達（繋がり）が変化していく事も 

考える（想像する)ことが重要。 
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【伝え方のポイント】 

SNSは原則、限定的な公開範囲で利用するべき。 

そうしていても、アカウント情報が漏えいしたり、友達が IDパスワードを盗まれることによっ

て投稿が漏えいすることもある。また、当初は友達だけだった繋がりが仕事の関係者が入って

くるなど友達の範囲が変わることもある。 

【補足情報】 

また、定期的に過去の投稿を全て削除するという方法もあるが、炎上した場合などは、いわゆる

魚拓をとられたりまとめサイトに流用されるのでその場合の効果はうすい。 

また、自ら利用している まとめサービス（ついろぐなど） なども注意が必要。 
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12．住所や電話番号など個人の情報を聞かれても答えない 

【概要】 

掲示板や SNSで住所や電話番号など、自分自身や居場所を特定できる情報は教えない。 
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【伝え方のポイント】 

住居、会社、学校を特定されるのは致命的。 

特に住居（住所）を特定されると、身に覚えのない訴訟を起こされたり、ストーカー被害に遭っ

たりと、深刻な被害に繋がるケースが多い。 

多くのネットワーク上のトラブルがあるが、これらの情報が知られてしまうかどうかと言うの

が大きな違いになる。 

【補足情報】 

良く買い物に行く場所や、駅の名前などふとしたところからも情報が漏れる。 

セールや、取り扱い商品の書き込み、電車の遅延情報の書き込みなどで特定される場合もある。 

また、写真はより多くの情報を得る事が出来るのでより注意が必要である。 

意外な所からの特定の手法については、以下の資料を参考にすると良い。 

http://bit.ly/1TEgqHj 

上記資料に関しては二次利用する際は、著作者（shinichi@fuchi.info）まで連絡をお願いし 

ます。 
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13．LINEの IDを隠す方法を知っておく 

【概要】 

各種 SNSの”繋がり方”は複雑化しており、SNSという性格上基本的に積極的に繋がる設定が標

準となっている。知らないまま利用していると、思わぬ人と繋がったり、犯罪に巻き込まれる事

もある。 
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【伝え方のポイント】 

IDを安易に教えてしまったり、検索出来る様にしておくと、犯罪目的の人間にお友達になられ

てしまう可能性がある。つきまとわれたり、脅迫されたりするケースもある。 

もちろん ID は安易に他人に教えないというのは鉄則として、ID 検索をオフにする事できちん

と対策する。 

また、ID検索のオフに加えて、アドレス帳からの自動追加もオフにする。 

これは、電話番号の機械的なリストを作成してアドレス帳に登録することで誰とでも友達にな

れてしまうという攻撃を防ぐため。 

【補足情報】 

ここでは LINEが挙げられているが、研修・セミナーを実施する時点で利用されているアプリケ

ーションについて触れるのがよいだろう。 

また、設定方法や機能は変更になるので、その点についても確認をしておく必要がある。 
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14．写真をどこで撮ったかバレちゃう！？位置情報に注意 

【概要】 

写真についたジオタグから撮影場所が分かってしまうことに関する注意喚起。 

自宅などで撮影した写真にジオタグが付いていると自宅の場所が分かってしまう。 
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【伝え方のポイント】 

スマホなどで撮影した写真にはジオタグと呼ばれる位置情報（緯度経度）が記録されているこ

とがある。（最近ではデジカメでも GPS機能がついてるので注意） 

自宅で撮影した写真にジオタグがついて、漏えいするとピンポイントで住居が特定されて、様々

な被害にあう事になる。 

カメラの位置情報はデフォルトでオフにしておくのが良い。 

ただし、標準以外のカメラアプリを利用している人も多いのでその場合は各アプリケーション

の設定を確認する必要があるので注意。 

ただし、Facebook、Twitter、メッセンジャーに関してはアップロード、送信する際に位置情報

を自動で削除するようになっている、 

【補足情報】 

 ジオタグは exif情報という形式でそれぞれの写真に保存されている。 

exif にはジオタグのほかに、撮影時のカメラの設定情報などのほかに、写真のサムネイルも保存

されている。肖像権や著作権などの問題で写真を加工しても、サムネイルは無加工のままなので

その点にも注意が必要となる。 

研修・セミナーの際にはツールを利用して実際に exif情報などを確認するのも有効。 

ExifReader 

http://www.rysys.co.jp/exifreader/jp/download.html 
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15．スマートフォンやタブレットは必ずロックしておこう 

【概要】 

スマートフォンやタブレットのロック（パスワードの設定）は、いろいろなトラブルを避けるた

めに設定しておくべき。 
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【伝え方のポイント】 

ロックしないまま放置すると各種情報を盗み見去れたりSNSなどに勝手に投稿されたりする可

能性がある。（各種アプリはパスワードを記録していて、ログイン動作が必要ないため） 

また、子供が勝手に操作してメッセージを送信したり、電話をかけてしまって、ビジネス上で問

題が起きることもある。 

また、ポケットに入れていて誤って各種操作が実行されてしまうということもある。 

盗難、紛失を考えても自動ロックの設定と共に、パスコードロックを設定しておくべきである。 

パスコードロックが面倒くさいという人に対しては、iphone であれば指紋認証（Touch ID）、

Android であれば機種によって顔認証（トラステッドフェイス）などの入力を必要としない手

段もあるので、それらの紹介をするのも効果的。 

【補足情報】 

参考までに、iphoneのパスコードは標準で 4桁の数字だが、設定で「簡易なパスワード」をオ

フにすると 100桁以上（文字含む）を設定可能になる。 

Android端末のパターンロック認証は 14万 704通りで、これは大文字・小文字の区別をした

アルファベット 3 文字の組み合わせとほぼ同数である。3 文字というと強度が低い印象を受け

るが、簡単には総当たりはできないため、FBIでも解除できなかったという逸話がある。 

 

参考：パターンロック認証で使われるドットに 1から 9までの番号を振り、ドットをなぞる順

序を数字で羅列することでパターンを文字化した全リスト。 

https://raw.githubusercontent.com/delight-

im/AndroidPatternLock/master/OUTPUT.txt 
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16．実はうっかり侵害しているかも!?著作権や肖像権 

【概要】 

SNS や動画共有サイトへの投稿内容に関しては、著作権や肖像権を侵害してしまう場合がるの

で注意が必要。 

基本的に、自分で作成したもの（コンテンツ）以外は確認が必要であると認識したほうがよい。 
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【伝え方のポイント】 

著作権や肖像権は非常に難しい問題で、最終的には裁判をしてみなければわからないというケ

ースが多い。そこで、セミナーなどでは以下の様な明らかに注意が必要なケースを取りあげる

のが無難である。 

   ・雑誌や新聞の記事の写真およびテレビ番組の写真 

     自分が掲載されている（執筆した）ものでも許可が必要。 

   ・人物の顔がわかる写真 

    顔の判別ができるかできないかは SNS等の自動タグ付けに認識されるかどうかを目安 

     にするという判断基準もある。 

  スライドでは、車のナンバーも挙げているが、車のナンバーは権利関係には抵触しないが、状況

によっては個人を特定できる情報なので顔と同様に気を付けた方がよい。 

【補足情報】 

著作権や肖像権はポイントに挙げた通り、判断が難しいものが少なくない。 

著作権と肖像権については一般的には、以下の様な事例が考えられる。 

・他人が撮影した（もしくは写真集などの）有名人などの人物写真の無断利用 

  著作権違反（複製権や公衆送信権の侵害が考えられる） 

・自分で撮影した有名人などの人物写真を本人（被撮影者）の許諾なく利用 

  肖像権の侵害（有名人の場合、パブリシティ権の侵害に当たる場合も） 

まずは、自分の投稿でしっかりとルールを守って行くというのが無難であり、他人の投稿を注

意すると、相手によってはそれをきっかけに炎上する事もあり得るので慎重になるべきである。 

また、最近では著作権の問題として、フリーの素材集のサイトに著作権違反の素材（写真）が掲

載され、それを利用した人が著作権違反に問われるという事例も出ている。 

他人のコンテンツ（文章や写真）を利用するときには、作成者の確認が取れる範囲で利用するこ

とが望ましい。 
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17．知らない人からメールが届いても返信しない 

【概要】 

有効なメールアドレス収集目的で配信されている迷惑メールに返信しないようにする。 
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【伝え方のポイント】 

有効（使われている）メールアドレスを探索しリスト化して迷惑メール配信業者や、DMリスト

として販売する業者が存在する。 

これらの業者は機械的にメールアドレスを作成、送信して送信エラーにならなかったアドレス

や返信のあったアドレスをリスト化している。 

迷惑メールに返信したり、配信停止希望を出したりすると、実在するアドレスだと伝える事に

なってしまう。 

実在する事がわかってしまうと、迷惑メールやフィッシングメールが増えることになる。 

単純に迷惑メールと言っても、10分間で数百通受信するというケースもあるので軽視はできな

い。 

迷惑メールを判断する手段として、送信者が自分自身になっていないか、心辺りのある相手であ

るかを確認する。（技術的にはメールの fromは簡単に詐称できるが、念のため確認する。） 

件名に「重要」「緊急」「要対応」など目を引くタイトルがつかわれていないか、文字化けしてい

ないか（海外の業者が送信している場合、環境の問題から文字化けしている事もある。文字化け

は特定の文字だけなど部分的な場合もある）などのポイントで見極める。 

また最近では「アドレス変更したんでよろしく」などの文面で、誰からでも来る可能性のあるメ

ールを送信し、「誰ですか？」という返信を誘うものもあるので注意が必要。 

IPAでは 

「標的型攻撃メールの例と見分け方」が公開されているので参考になる。 

  https://www.ipa.go.jp/files/000043331.pdf 

【補足情報】 

  スライドでも紹介している、迷惑メール相談センターでは、メールのヘッダの確認の仕方も掲 

  載している。ある程度技術的なことがわかる層の研修であれば実物のメールを利用しながら確 

  認するのも有効。 

   http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/header.html 
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18．架空請求に応じない 

【概要】 

  各種の架空請求に応じない、騙されないように注意喚起。 

  最近では、手口が巧妙化したり、強引（ほかの操作ができなくしてしまったり）になってきてい 

  る。インターネットのトラブルで最も多いとされている。 
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【伝え方のポイント】 

請求に応じると、応じた分の経済的被害に加えて、「騙される人」として、業者の名簿に登録さ

れて、何度も騙されることもある。 

請求は無視する。完全に無視する。退会手続きなどの連絡も一切しない。 

法的手続きを思わせるものもあるが無視する。 

ただし、裁判所から郵送されてきたものについては、本当に少額訴訟（上限 60万円）や法的な

支払督促（上限無し）である場合があるので注意が必要。 

不安なときは消費生活センターに相談する。 

 

【補足情報】 

  さらに、一歩進んで裁判所からの郵便物を偽装する手口もではじめている。 

  この点については法務省でも注意喚起している。 

  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html 

  架空請求に類するトラブルの時は、自身で請求元の団体などを調べるなどの姿勢が必要。 
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19．ネットバンキングで注意する事 

【概要】 

  ネットバンキングでは、フィッシングによるアカウントの流出と、ウイルスによる不正送金 

  が注意点となる。 

  フィッシングに関しては主にオンラインバンキングだけでなく各種ポイントを現金化（現金と 

  同様のポイントに交換）できるサービス、サイトに関連したものが多い。同じサイトに対するフ 

  ィッシングが時間をおいて再発することもあるため、これらのサイト、サービスの利用には注 

  意を払う必要がある。 
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【伝え方のポイント】 

ネットバンキング関連では、フィッシングによる被害が多いが、架空請求と同じで、一度の経済

的被害に加えて、繰り返し被害に遭う場合もある。 

一般的な対策として、メールの送信元の確認、また、メールの内容（指示）で webサイトに行

く場合はメールの中のリンクではなく、ブックマークや検索から行くようにする。発信元に確

認する。などの対応があるが、原則的にはメール内のリンクは利用しないという習慣を持つの

がよい。 

また、日頃から、フィッシング対策協議会のwebサイトを見ておくとフィッシングメールを見

分けるポイントがわかる。 

加えて、フィッシング情報に関しては SPREAD の web サイトでもわかりやすい解説と共に掲

載されているので、こちらも併せて確認しておくとよい。 

また、正規のサイトにアクセスしていてもウイルスなどに感染していて不正送金されてしまう

ケースもゼロとは言えない。基本的なウイルス対策（項目 21～24）は、この観点からも重要で

ある。 

【補足情報】 

  フィッシングを誘うメール自体は日本語が稚拙であるなど比較的判別しやすいケースもあるが、 

  フィッシングサイトそのものは、本物のサイトと区別できない出来栄えなので、誘導されてし 

  まうと被害を防ぐのは難しい。 

  万が一、フィッシングサイトに認証情報をはじめとする各種情報を入力してしまった際には、 

  該当するサービスの認証情報をすぐに変更する事が必要である。 

  最近のセキュリティ対策ソフトではフィッシングサイトへのアクセスを未然に防いでくれる 

  のもあるため、それらの機能を利用するのも有効である。 
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20．知っておきたいメールのセキュリティ設定 

【概要】 

利用しているメールソフトの設定をキチンとしておかないと迷惑メールやウイルス付きメール

などを受信してしまい、それらの攻撃（被害）にあうことがある。 
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【伝え方のポイント】 

ウイルス感染以外にも迷惑メールが増えることで本来対応するべき重要なメールを見逃すなど

の被害も考えられる。各メールソフト（サービス）によって設定出来る機能・項目は異なるが、

メール内の画像は非表示に、メールの形式も HTMLではなくテキストで受信。添付ファイルを

自動で開く様な設定はオフに。などが確認のポイントとなる。 

【補足情報】 

日本ビジネスメール協会の 2014年の調査（ビジネスメール実態調査 2014）によると、利用さ

れているメーラー（メールシステム）の上位 5つは以下のとおりである。 

 Gmail（Google Apps含む） 33.61％ 

 Microsoft Outlook   30.31％ 

 Thunderbird             13.50％ 

 Windows Live メール     10.62％ 

 Outlook Express              8.65％ 

デモなどを検討するときには、上記のシェアを参考にするとよい。 

ただし、上記のシェアはビジネスメールなので一般ユーザとは異なる。異なる点として予想さ

れるのは Yahoo Mailの利用と考えられる。 
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21.Windowsは最新状態にアップデートしておこう 

【概要】 

Windowsをアップデートしないと、脆弱性（セキュリティホール）を放置する事になり攻撃が

容易に成功してしまうことになる。 

  



  セキュリティとモラルのガイドブック 伝え方の手引き［第 2.2版］ 

 

42 

 

【伝え方のポイント】 

基本的にWindowsアップデートは自動で実行されるように設定しておく。 

（Microsoftは毎月第二火曜日に定例のアップデートの配信を実施している） 

また企業などにおいて、予備機などで普段は電源が入っていない、ネットに繋がっていないな

どの機材には注意が必要。（定期的にメンテナンスする必要がある） 

実際には、Windowsだけでなく、利用しているアプリケーションについても最新の状態にして

おく必要がある。 

Microsoft製品はWindows Updateで対応できるが、それ以外のアプリケーションに注意をは

らう。 

【補足情報】 

  この基本的な対策ができていないケースが多く、いまだに 1990年代に見つかったセキュリテ 

  ィホールへの攻撃が成功している。 

  また、Apple,Adobe,Java関連などでは多くの脆弱性が見つかっているため特にアップデート 

  に注意する必要がある。 

  講習では受講者の背景に合わせて、上記のソフトウェアや関連のソフトウェアについて、実際 

  に設定画面を見せる、もしくはデモを見せるとより効果的。 
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22．セキュリティソフトは必ず入れておこう 

【概要】 

セキュリティ対策の基本中の基本。セキュリティソフトは必ず導入する。 
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【伝え方のポイント】 

セキュリティソフトを入れないでパソコンを利用するのは現代では考えられない。 

ネットだけでなく USBなどの媒体など様々なところから脅威がやってくる。 

費用の問題から、無料のソフトウェアや Microsoft 標準の EMET だけで済ませようとするユー

ザは多い。 

もちろん、それらだけでも守備できる範囲はあるが、多様化する脅威に対しては十分とは言え

ない。また、EMET については各種セキュリティソフトの補完的位置づけであるため併用する

のが望ましい。 

 

【補足情報】 

  具体的な製品を紹介するときには、研修やセミナーのスポンサードも考慮に入れて紹介する必 

  要がある。 

  セキュリティソフトには無料のものや、無料に近いものなどもふくめて様々なものがあるが、 

  有償で信頼出来るものを選択する。 

  最近は、ほとんどのソフトウェアが一定期間試用できる様になっているので、実際に試用して 

  みて決めるのも有効な手段。 
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23．セキュリティソフトの定義データベースは常に更新する 

【概要】 

セキュリティソフトを導入していても、定義ファイル（パターンファイル、シグネチャと呼ばれるこ

とも）を更新しておかなければ、セキュリティソフトは事実上機能していない事になり、攻撃の脅威

にさらされることになる。 
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【伝え方のポイント】 

ほとんどのセキュリティソフトでは更新は自動で行われるように設定出来るため、自動で更新

できるように設定しておく。 

また、自動更新であっても、予備機などで普段は電源が入っていない、ネットに繋がっていない

などの機材には注意が必要。（定期的にメンテナンスする必要がある） 

【補足情報】 

  実際には、最近のセキュリティ対策ソフトはウイルスの定義ファイルだけで無く、フィッシン 

  グサイトなどへのアクセスを防ぐためのフィルタ用リストなど更新が必要となる様々なファイ 

   ルを持っているケースがある。 

  また、ローカル（利用しているパソコン）にこれらのファイルを保存せずにクラウド上のファイ 

   ルを参照しに行くクラウド版も出ているため、一律に定義ファイルの更新が必要とは言えない  

  状況になりつつある。 
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24．ライセンスを更新して必ず新しいプログラムにバージョンアップしよう 

【概要】 

セキュリティ対策ソフトをバージョンアップしないまま使うと正しく機能しない＝脅威から守るこ

とはできない。 
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【伝え方のポイント】 

セキュリティソフトのバージョンを入れた時のままにしている人が多くいるが、新たな脅威に

対抗するためには最新の状態にすることが必要。動くからと言ってセキュリティソフトを古い

バージョンのままにするのはなくきちんとバージョンアップすることが重要。 

また、パソコンを購入したときに無償で付属していたソフトを利用していて、使用期限が切れ

た事に気がつかないまま使っているというケースも見られるため注意が必要。 

【補足情報】 

  最近のセキュリティ対策ソフトは、定義ファイルの更新もしくは利用料という位置づけで料金 

  を徴収し、ソフトウェアのバージョンアップは無償で実施しているケースが多い。 

  また一般的には、セキュリティソフトを購入（更新）すると、 

   １．一定期間（契約で定めた期間）定義ファイルを更新する権利。 

  ２．一定期間（契約で定めた期間）常に最新のセキュリティソフトを利用する権利。 

  を得る事が出来ます。このうち２の常に最新のソフトウェアを使うことができる権利について 

は、実際には自身で最新バージョンをダウンロードして更新する作業が必要な場合が一般的で

す。そのため、その事（ダウンロードが必要）を知らない、やり方がわからないと折角の権利を

無駄にするばかりか、古いソフトウェアを使い続ける事になります。 

すこし難しい作業かも知れませんが、セキュリティソフトメーカーからのお知らせに注意を払

ったり、ソフトウェア内でのメッセージに留意して、確実に最新のソフトウェアを利用できる

ようにしましょう。 
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セミナー・講習の構成例と考え方 

 セミナー・講習を行う際は、セミナー・講習の目的に応じて項目を選択し、受講者のレベルに応じ

て話す内容深さを変更する（受講者に合わせる）という考え方で構成すると良い。 

 以下に一般的に考えられる構成例を紹介する。 

基本項目：No21～No24 

この項目は、どの様なセミナー・講座の場合にも基本となる内容。受講者の背景、レベルがすでに

この項目の内容を熟知している場合は必要ないが、それ以外の場合は必ず盛り込むようにする。 

時間が短い場合は、4項目を 1つにまとめて紹介する方式をとると良い。 

モラル系：No9～No15（+基本項目） 

モラル系のセミナー・講座の場合は No9～No15を実施する。 

対象（受講者）利用者（若年者）であるか、保護者層であるかで内容の深さ等を変更する。 

具体的には、利用者を対象にしたセミナー・講座では、事例や具体的な操作方法を多く取り扱うと

良い。保護者層対象のセミナー・講座では、具体的な操作方法よりも伝え方などを盛り込む形で実

施する。 

一般的な啓蒙・啓発系：No1～8,No16～No20（+基本項目） 

一般的（広範囲）なネットに関するセキュリティセミナー・講座の場合、No1～8,No16～No20

を実施する。モラル系に該当する No9～No15 に関しては、具体的な手法を除き、一つにまとめ

て紹介する。 

時間が限られている場合は、基本項目に加え、No1（2）,No5,No6,No10, No14, No17, No18, 

No19 について優先的に触れることで、トラブルの中でも発生頻度の高いものに対応する事が出

来る。 
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