






このニュースが気になる︕

最強のトレーナーへのはじめの1歩
〜迷惑をかけない、騙されないポケGoの遊び方〜

2016年7月にリリースされたPokémon GO（ポケモンGO）は、位置情報を
活用することで現実世界でポケモンを捕まえることのできるスマートフォン向け
ゲームで、基本的には無料で遊ぶ事ができますが、ゲーム内で利用する⼀部
の道具は有料で購入する事になります。

プレーヤーは世界中のポケモンを沢山捕まえ、捕まえたポケモンを進化させなが
らポケモン図鑑を完成させることや、他のプレーヤーとポケモン同士を戦わせな
がらゲームを進めていきます。
ポケモンを捕まえるためには、現実世界を歩いて探す必要があります。
ポケモンが出現する公園などでは幅広い年代のプレーヤーがスマホを⾒ながら
歩き回る姿が多く確認されています。

どんな背景︖

ポケモンＧＯ
危険な「⼀⻫移動」 背景に「不正ツール」
（毎日新聞 2016/9/23）



どんな背景︖
ポケモンGOは実際に現実世界を歩いて移動することが必要なため、地域活
性化や経済効果が期待されていますが、ポケモンの中にはなかなか出現しな
い稀少なものもあり、その出現情報が口コミ等で共有され、その場所に多くの
プレーヤーが集まる現象が起きています。

リリース前は子供が夜遅くまで歩き回ることが不安視されていたポケモンGOで
すが、実際には⼤⼈による問題⾏動やマナーの悪さが次々と報道されました。

最強のトレーナーへのはじめの1歩

なにがあったの︖

〜迷惑をかけない、騙されないポケGoの遊び方〜
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ポケモンが出現する場所や出現時間がリアルタイムで分かる非公認のアプリや
口コミサイトが出現し、稀少なポケモンや特定のポケモンが⼤量に出現する場
所がインターネットを通じて多くの⼈にリアルタイムで共有されるようになりまし
た。ポケモンの出現場所は、公共の場所に多く設定されていますが、出現情
報がリアルタイムで共有されることにより、特定の場所に⼈々が集中するという
現象が起きました。

その結果、異常な混雑の発生、ゴミのポイ捨て、迷惑⾏為によるトラブルの発
生、⽴ち入り禁⽌区域への侵入、⼀⻫に交通ルールを無視するといった⾏動
が問題となりました。

お台場では、稀少なポケモンが出るという情報を得た⼈々が、高速道
路の入口に殺到するなど、事故が起きてもおかしくない状況にもなりま
した。



〜迷惑をかけない、騙されないポケGoの遊び方〜

どうしてこうなった︖
もともとほかの場所ではなかなか捕獲できない稀少なポケモンの出現情報が
あったことや、３連休ということもあり
多くのプレーヤーが稀少なポケモンを求めてお台場に集まっていました。

ポケモン出現時間は限られているため、ツールを使って情報を得た⼀部のプ
レーヤーが出現場所に向かって走り出し、それを⾒た他のプレーヤーもつられて
走り出すような現象が起きプレーヤーの⼤移動につながってしまいました。

稀少なポケモンが消えてしまう前に捕獲しようとする⼈々が殺到した結果、信
号を無視しての道路横断や道路の⾞線を独占したりするなど渋滞をひきこす
ことになりました。

どうすればいいの︖
ゲームに集中するあまり、交通ルールをおろそかにすることは、自身や周囲の安
全を脅かします。歩きスマホはもちろん、周りを⾒わたしてから⽴ち⽌まるなど周
囲への注意をこころがけましょう。特に、自転⾞や自動⾞の運転中にスマホを
操作することは絶対にやめましょう。スマホ画面をみなくても遊べるポケモンGO 
Plusという機器も販売されています。

そして、プレーヤー同士や周りの⼈とのトラブルを避けるためにも、公共ルールや
マナーにも関心を持ちましょう。小さいお子さんの利用に関しては、親子で⼀緒
に遊びながら公共ルールやマナーを教えるきっかけとするのもいいでしょう。
公式サイトで公開されている「ガイドライン」、内閣サイバーセキュリティセンター
や各省庁の注意喚起などを参考に、ツールに振り回されず自身の⾏動を⾒直

すことが最強トレーナーへの第⼀歩です。
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補足）偽アプリ・無料配布サイトにだまされない

〜迷惑をかけない、騙されないポケGoの遊び方〜

ポケモンGOでは、正規アプリのアイコンと類似したアイコンを利用したり、判別しにくいアプ
リ名をつけるなど、手の込んだ偽アプリの配信が相次ぎました。偽アプリでは広告が表示
される、電話帳データへアクセスされる、遠隔でスマホを操作されるなど本来のアプリとは
異なる動作が確認されました。

また、ポケコイン（ゲーム内通貨）の無料配布をうたい、受け取り条件として有料サイト
や出会い系サイトなどへ登録させ、実際にはコインはもらえず、個⼈情報が収集された
り、アフィリエイトなどで誘い込んだ相手にお⾦がわたるようなサイトも出現しました。これら
のサイトでは、広告も“まとめサイト”にみせかけ、実際にポケコインがもらえたというようなコ
メントや画像などを使ってたくみに誘導していました。

無料配布に魅かれやすい子ども達には、普段から無料には裏があることを伝えておくこと
が重要でしょう。また、アプリは正規サイトからのみダウンロードすることを徹底し、
アイテムの購入はゲーム内での課⾦を利用するのが安全でしょう。

関連
URL

ポケモンＧＯ 危険な「⼀⻫移動」 背景に「不正ツール」 （毎日新聞2016年9月23日）
http://mainichi.jp/articles/20160924/k00/00m/040/017000c

『Pokémon GO』公式サイト
http://www.pokemongo.jp/

『Pokémon GO』安全に楽しむために（『Pokémon GO』公式サイト）
http://www.pokemongo.jp/common/pdf/pokemongo_POP_A4.pdf
http://www.pokemongo.jp/common/pdf/pokemongo_POP_B2.pdf

ポケモントレーナーの. みんなへおねがい♪（内閣サイバーセキュリティセンター）
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/reminder_20160721.pdf

Pokémon GO に関する注意喚起（総務省、消費者庁）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000431605.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160727kouh
you_1.pdf

ポケモンGOのポケコイン無料配布キャンペーンは安全︖本当の方法は︖
http://netdeokane.com/pokemongo-caution
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このニュースが気になる︕

LINEでの会話内容が流出するって本当︖

どんな背景︖

LINEでのプライベートな会話、流出する
ケースは︖ （ Security NEXT - 2016/01/26 ）

「LINE」は、利用者がとても多く、その使い易さなどから幅
広い世代に普及している⼈気コミュニケーションアプリで、
2011年6月にサービスを開始して以来、無料通話や、
メッセージ機能などで、ユーザ数を増やしています。

スマートフォンでSNSを利用しているユーザーへの調査で
は、87％以上※1もの⼈がLINEを利用しており、今では
連絡を取るためのツールとして携帯電話・スマホへのインス
トールが欠かせないアプリになっています。

※1:2016年版:スマートフォン利⽤者実態調査-MMD研究所
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1565.html



どんな背景︖

例えば、中学生などのスマホを持つようになった子供たちが使うのはもちろんの
こと、その親の世代でも、電話番号やメールアドレスなどの個⼈情報を交換し
なくて済むことから、学校のPTAなどでの連絡手段はLINEを使う所が多くなっ
ています。

LINEによる無料通話やメッセージ機能に基づくコミュニケーションは利便性が
高い⼀⽅で、最近ではあることをきっかけに個⼈情報やプライバシー情報が漏
えいしてしまうことに関して、不安を抱えている⽅も多いようです。

なにがあったの︖
2016年1月、ある週刊誌に⼥性タレントと男性ミュージ
シャンの不倫についての記事が掲載されました。その記事
には不倫の証拠として⼆⼈がLINEを使って会話した内容
のスマホ画面が掲載されていました。

有名⼈のスキャンダルであることに加えて、雑誌の編集者
がどうやってそのスマホ画面の画像を入手できたのかというこ
とで⼤変話題になりました。

画面の流出経路についてさまざまな推測がなされ、LINE
の運営会社もコメントを出す等、対応に追われました。

LINEでの会話内容が流出するって本当︖
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どうしてこうなった︖
スマホ画面が流出した原因については明らかにされていませんが、原因とし
て以下のものが有⼒視されました。

・ iPhoneのクローン
機種変更前の古い端末を利用して、通話内容をのぞき⾒

・ 遠隔操作アプリ
端末にこっそり遠隔操作アプリをインストールし、画面を盗み⾒

どうしてこうなった︖
・ 第三者による操作

持ち主が使用していない時に端末を操作、画面のスクリーンショット
を撮影、PCなどにデータをコピー。

これ以外にいくつもの手口が考えられるということもわかりましたが、そもそも
スマホにロックをかけていなかった可能性も指摘されました。
このように個⼈の情報を狙った攻撃の手口は日々編み出されています。

LINEでの会話内容が流出するって本当︖
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LINEでの会話内容が流出するって本当︖

関連
URL

【セキュリティ ニュース】LINEでのプライベートな会話、流出するケースは︖
http://www.security-next.com/066229

スマートフォン利⽤に関する実態調査 調査期間︓2016年5月19日〜5月23日
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1565.html

スマホ版LINE｜情報漏洩を防ぐ3つの対策法と未然防⽌の知識
https://japan.norton.com/LINE-information-leak-7106 

スマホのプライバシー保護対策10ヵ条︓
ベッキー・ゲス騒動のLINE流出から学ぶ、スマホプライバシーの守り方
http://ascii.jp/elem/000/001/114/1114465/

インストールされているLINEのバージョン確認方法
https://applian.jp/check-LINE-app-version/

LINEでの会話内容が流出するって本当︖

どうすればいいの︖
他⼈にLINEによる会話の内容を⾒られないようにするためには、端末の
ロックやマルウェア対策以外にも、以下のセキュリティ対策が効果的です。

・ LINEを最新版にアップデートする (最新版はクローン問題も対策
済)

・ LINEの「パスコードロック」を有効にし、パスコードを設定する
・ 「ログイン許可」を無効にする (他端末でLINEを利用しない場合)
・ 機種変更して使わなくなったスマホも放置せず、適切な管理を⾏う

また、セキュリティ対策に完璧というものはありません。
万が⼀、他⼈に⾒られても自分や相手が困らないよう、日頃から不適
切なメッセージは送らないことを心掛けましょう。



このニュースが気になる︕

何が本当︖宅配便業者から届くメールの罠

宅配便装うメールにご⽤心 ヤマトなど対応
に苦慮 （日経経済新聞 2016.7.11  ）

どんな背景︖
●ネットショッピングの利⽤率の上昇
情報通信白書平成27年度版によると、ネットショッピングを利用する世帯の

割合は2002年から2014年にかけて、5.3%から25.1%と約5倍に上昇して
います。利用者の年代別では、全年代で利用率が増加しています。

出典︓総務省 情報通信白書平成27年度版
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/pdf



何が本当︖宅配便業者から届くメールの罠
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荷物を受け取る⼈の「荷物を待つ煩わしさ」や配達の効率化を目的として、
インターネットを利用し、各宅配会社は、ホームページ上で配達状況の確認
や再配達の依頼などができるサービスを提供しています。

ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など実在する宅配便会社名を名乗り、
配達予定日時の通知や不在通知にみせかけたメールが⼤量にばらまかれてい
ます。

出典︓ヤマト宅急便の偽メールは銀⾏ウイルス…１０００件超報告
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20160701-OYT8T50051.html

なにがあったの︖

右の例では、差出⼈のメールアドレスが宅配
業者が実際に利用しているメールアドレスのよ
うに偽装されていることや、タイトルや本文の
日本語も不自然ではなく、本物のメールと⾒
分けがつかなくなっています。
このメールには添付ファイルがついており、この
ファイルを開いてしまうとマルウェアに感染してし
まいます。

どんな背景︖

また、事前に宅配便会社にメールアドレスや会員登録
をしておくと、メールで荷物の到着を知ることができま
す。通知メールには、配達状況を確認するための番号
が記載されており、その情報をもとに配達日時の変更
などが可能なため、荷物が受け取れないという不安も
解消できます。



どうしてこうなった︖
各宅配便会社が荷物のお届けを事前に通知するサービスを始めて10年以上
が経過し、荷物が届く前にメール通知がくることも浸透してきました。

何が本当︖宅配便業者から届くメールの罠

くわえて、ネットショッピングが普及し、ネットを利用
した買い物やその商品を配達する宅配便会社か
ら、商品が到着する前にメールで配達日や配達
状況のお知らせが届くことが生活の⼀部になってい
るため、荷物に関するメールに関して、利用者の
心理的な障壁が低くなっていることも今回のような
メールが⼤量にばらまかれた原因になっているので
はないでしょうか。

どうすればいいの︖
被害にあわないために、次のことに注意してみましょう。

・宅配便会社からのメールにファイルが添付されることはありません。
添付ファイルがある場合は開かないように注意しましょう。

・メール本文にURLが記載されている場合はリンク先のURLが宅配便会社の
ドメインになっているか確認しましょう。

・宅配便会社から配達予定日を通知するメールが来た場合には、配達状況
を確認する番号を元に、宅配便会社の公式ページや公式アプリを利用して
メールの内容が本物かどうか確認してみましょう。

何が本当︖宅配便業者から届くメールの罠



どうすればいいの︖

・受信した通知メールに身に覚えがない場合、宅配会社の公式ページ
で注意喚起などが出ていないか確認してみましょう。
また、インターネット上で同じような被害にあっている⼈が他にいないかも確
認してみましょう。

・ウイルス対策ソフトをインストールしましょう。
添付ファイルを開いてしまった場合にマルウェアに感染する可能性がありま

す。
感染を防ぐには、ウイルス対策ソフト（総合セキュリティソフト）をインストー
ルしておきましょう。

関連
URL

宅配便装うメールにご⽤心 ヤマトなど対応に苦慮
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO04621630Y6A700C1X13000/

ヤマト宅急便の偽メールは銀⾏ウイルス…１０００件超報告
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20160701-
OYT8T50051.html

相次ぐ偽「宅配不在メール」は本物そっくり︕ ⾒破る最善策はコレだ
http://www.j-cast.com/2016/06/30271186.html?p=all

ヤマト運輸の名前を装った添付ファイル付きの不審メールにご注意ください
http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_160629.html

佐川急便を装った迷惑メールにご注意ください
http://www2.sagawa-exp.co.jp/whatsnew/detail/721/

郵便物の配達を装った不審メールにご注意ください。
https://www.post.japanpost.jp/whats_new/2012/0718_01.html
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このニュースが気になる︕

アダルトサイト詐欺
シニアからの相談急増中︕

平成28年度版消費者白書によると、高齢者に関する相談が多い商品・サー
ビスのトップ5のうち3つがインターネット関連が占めました。
なかでも、アダルト情報サイトについての相談件数は増加傾向が顕著で、
年間12,000件超の2位、2013年度対⽐で約1.5倍の増加となっています。

どんな背景︖

出典︓消費者庁 平成28年版消費者白書
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28hakus
ho_1-3.pdf

はインターネット関連

「アダルトサイト利⽤」63歳 詐欺被害
（京都新聞 2016/3/18）



どんな背景︖

●アクティブシニアの存在
自分なりの価値観をもち、趣味やさまざまな活動に意欲的な「アクティブシ

ニア」と呼ばれる元気なシニア層が積極的にインターネットを活用していること
が背景にあります。

●インターネットに潜む悪意と巧妙化する手口
従来からある「ワンクリック詐欺」は、年齢確認ボタンや動画再生などをクリッ

クした途端に会員登録完了等を表示し、請求を突き付けてきます。
そのほかにも、詐欺サイトを閲覧するだけで会員登録完了等を表示する

「ゼロクリック詐欺」や、あえて複数回のクリックをさせて悪質なサイトという判断
をさせにくくする「複数クリック詐欺」など手口が巧妙化してます。

なにがあったの︖
●請求画面や会員登録画面が突然表示された
・“有料だという認識がないままアダルト情報サイトを⾒ていたところ、
突然、料⾦の請求画面が表示された。”
・“歌手の動画を⾒ようと、動画サイトをタップしたところ、18歳以上
かを確認する年齢確認ボタンが表示されタップしてしまった。すると、
アダルト情報サイトの会員登録完了の画面が表示された。”
●問合わせ先に電話してさらに支払ってしまった
・インターネットの画面等で利用⾦額等を請求されたので事業者
（実態は詐欺を企む悪質業者）の問合せ先に電話をしたら、支
払うよう強く言われたので、焦って支払ってしまった。

“”内は消費者庁平成27年度版消費者⽩書より引⽤
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/27hakusho_4.pdf

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕

画面画像出典︓国⺠⽣活センター 発表情報 2015.4.23
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150423_1.html



どうしてこうなった︖

●身に覚えのない請求を受けるケース
・操作に不慣れ︓小さな画面やボタンなど、知らない間にボタンを押してしまう
ことがある。
・危険性の認識不⾜︓アダルトサイトの閲覧や年齢確認ボタンの押下などが
詐欺⾏為の入り口だという認識が不足している。
●身に覚えのない請求に対して支払ってしまうケース
・相談しにくい︓「いい歳をしてアダルトサイト詐欺︖」と言われるのが恥ずか
しくて友⼈や家族に相談できない弱さにつけ込まれる。
・支払い可能な⾦額︓経済状態によって個⼈差はあるが、被害者にとって
支払い可能だと思える請求⾦額を設定する巧妙さ（※）。

※参考︓平成27年度版消費者白書によれば、消費生活センターに相談する前に、架空請求に対して支払った平均支払
済額は約28万円。

どうすればいいの︖
●無視する・相手に問い合わせない
電子消費者契約法および特定商取引法により、これら手口による契約は無効となるの
で請求に応じる必要はありません。「支払わなくて⼤丈夫」という認識を多くの⼈にもって
もらうことが⼤切です。「問合わせ先」「誤操作の場合はこちら」などのボタンを押すとこち
らの情報が相手にわたってしまうことも知ってもらい、けして相手に連絡しないということを
徹底した⽅がよいでしょう。
●周りに相談する・相談されても笑わない/怒らない
ワンクリック詐欺は消費者契約の問題になりますので、不安な場合は消費生活セン
ターに問い合わせましょう。
また、恥ずかしくても周りに相談してみることで同じような経験をしている⼈がいいアド
バイスをくれるかもしれません。誰にでもおきうる問題ですので、相談されたら⾺⿅にし
たりせず、真摯に対応することが⼤切です。

攻撃者は、巧妙な手口で次のような弱みにつけ込んできます。

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕



関連
URL

「アダルトサイト利⽤」63歳 詐欺被害
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160318000001

平成28年版 消費者⽩書 第1部第3章 「消費者問題の動向」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28h
akusho_1-3.pdf

60 歳以上の消費者トラブルの変化と実態
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160908_2.pdf

スマートフォンでのワンクリック詐欺｜正しい対処方法と予防
https://japan.norton.com/smartphone-oneclick-fraud-1940

日本語のゼロクリック詐欺が登場
https://www.symantec.com/connect/ja/node/3563951

⾼齢者相談の2位に「アダルト情報サイト」の理由
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20160527-OYT8T50056.html

メールやホームページによる「架空請求」等への注意喚起
https://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm

●不安な場合は「消費者⽣活セン
ター」か「警察署」へ相談する
局番なしで188(いやや)を押せば、最寄り

の消費者生活センターにつながります。

「○○相談センター」等と公的機関を装う
団体が多数存在しますが、実態は探偵業
者や業務範囲を超えた司法書士で、依頼
すると調査料や交渉料を要求され、⼆次被
害に遭うおそれがあります。

どうすればいいの︖

出典:消費者庁

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕

アダルトサイト詐欺 ⾼齢者からの相談急増中︕



このニュースが気になる︕

それって本物︖
人気ブランドの特価セールやイベント広告

どんな背景︖

そのSNSの代表的なものに、日本でもユーザー数の多い「Facebook」や
「Twitter」などがあり、最近では若年層を中心に⼈気のある「Instagram」
「LINE」などがあります。

SNSとは、Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）の略で、日記やメッセージなどを通じて友⼈や知⼈・共通の趣味を
持つ⼈達とインターネット上での繋がりを構築するサービスです。

SNSでレイバンをお勧め!? “リスト型攻撃”
とは（R25スマホ情報局 2016.12.27）



どんな背景︖
株式会社ICT総研による「2016年度SNS利用動向に関する調査」の結果
を⾒ると、日本国内におけるSNSの利用者（アクティブユーザー）数は2016
年末に6872万⼈に達し、国内インターネットユーザーにおける普及率は
69.3％になるとみられています。

利用者増加に伴い、SNSの特
性を悪用するスパム⾏為も
様々な手法のものが増加して
おり、その対策が必須となって
います。

なにがあったの︖
他⼈のSNSアカウントを乗っ取り、その⼈になり
すました上で有名ブランドのレイバンのサングラス
やUGGのブーツなどのニセモノの商品購入をうな
がす投稿や、イベントへの招待を⼤量に投稿す
る、いわゆるレイバンスパムと呼ばれるものが発
生しました。

以前よりアカウント乗っ取り、なりすましは⾏われ
ていましたが、現在も定期的に被害が起きてい
ます。

アカウントを乗っ取られた⼈の実際の画面

出典︓ R25スマホ情報局
http://smartphone.r25.jp/news/
163864

出典︓株式会社 ICT総研 2016年度 SNS利用動向に関する調査
http://ictr.co.jp/report/20160816.html

それって本物︖人気ブランドの特価セールやイベント広告
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⼀般のSNSユーザーの被害が多発しているレイバンスパムですが、その具体
的な原因は下記のようなことが考えられます。
●アカウント乗っ取り
「簡易なパスワードの設定」や、「パスワードの使い回し」によりログイン情報が

流出し、攻撃者がそのパスワードを使い不正にログイン、本⼈なりすまし投稿を
繰り返すというケースが多く⾒られました。

また、拡散した要因の⼀つとして、なりすまされたアカウントからの友達申請を承
認してしまい、自分のアカウントと関連付けられたり（タグ付け）、自身の友達
をイベントに招待してしまうなどの現象もありました。

●推測されにくいパスワードの設定と管理
・半角英字（⼤文字・小文字）数字、記号をランダムに組み合わせた
推測されにくいパスワードを設定し、同じパスワードは他のサイトに流用
しない。

●二段階認証の設定
・ID/パスワードでの確認に加えて、自分のスマートフォンなどに送られてくる
セキュリティコードと呼ばれる番号などを確認して認証する⼆段階認証を
設定する事で、第三者はセキュリティコードを受け取れないため、不正
ログインを防⽌することができます。

●知らない人からの友達申請は承認しない

どうしてこうなった︖

どうすればいいの︖

それって本物︖人気ブランドの特価セールやイベント広告
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どうすればいいの︖

●不正な投稿に関連付けられたり、
スパムイベントに招待されてしまった場合

*「タグ付けの削除」、イベント招待︓「招待者リストからの削除」
*スパムイベントのスパム報告
*なりすましアカウントの友達削除

●不正投稿やイベントの主催者になってしまった場合
*「投稿の削除」、「イベント招待のキャンセル」
*パスワード変更（他のサイトでは使用していない、推測しにくい複雑なもの）

関連URL

乗っ取り対策のために、Twitterの2段階認証を有効にする（@IT）
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1501/29/news155.html

Facebookの「2段階認証」設定＆解除⽅法。iPhoneアプリからできま
す。今すぐやろう。（App Bank）
http://www.appbank.net/2014/03/06/iphone-application/764448.php

Facebookでスパムイベントに巻き込まれたときの対処法
https://goo.gl/1RxDcl

それって本物︖人気ブランドの特価セールやイベント広告
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このニュースが気になる︕

若年層を中心に広がるリベンジポルノ
流出した画像は︖

「リベンジポルノ」1000件超す…２０代以下
６割、交際時に画像撮影の被害深刻
（産経west 2016.3.17 ）

恋⼈や配偶者と別れた後に、別れた腹いせや仕返しなど、嫌がらせを目的とし
て相手が公開するつもりのないプライベートな画像や動画などをネット上に公
開する⼜は公開すると脅迫する⾏為、リベンジポルノ（リベンジ=復讐）の相
談件数が急増しています。

警察庁から発表されたリベンジポ
ルノに関する統計では、平成27
年に全国の警察に寄せられた相
談は前年（平成26年）の10
倍にあたる1143件であったこと
が分かりました。

出典︓平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴⼒事案等の対応状況について（警察庁）

平成26年 平成27年

検挙件数 7 276

相談件数 110 1143

0

500

1000

1500

私事性的画像記録の提供等による被害の防⽌に関する
法律違反の検挙状況等について

どんな背景︖



どんな背景︖
スマートフォンやデジタルカメラなどの普及により、簡単に画像や動画を撮影で
きるようになりました。スマホアプリなどではシャッター音なしで撮影が可能なもの
もあり、自分が意図していない状況で撮影されることもあります。

また、画像・動画投稿サイトやアプリなどが増加したことで、インターネット上に
情報を簡単に公開することができるようになりました。
⼀部では、数秒間で公開した動画が削除されるという特徴をもつサイトやアプ
リもあり、「消える」、「○○秒間」という安心感から遊び感覚で画像や動画を
公開してしまう若者も増えているようです。
但し、この様なサイトでもスクリーンショットなど公開されたものを保存する手段
があるため、リベンジポルノに繋がる危険性が存在します。

なにがあったの︖
警察に寄せられた相談の中では、被害者の9割が⼥
性であり、19歳以下〜40歳代までが中心となってい
ます。
その中でも20歳代以下が約6割を占めるなど若年層
を中心として深刻な被害が広がっているという実態が
浮き彫りになりました。

被害者の性別・年齢

被害者と加害者の関係加害者との関係では交際相手が63％と
最も多いですが、ネット関係のみの相手と
のトラブルが11%もあり、⾒えない（知ら
ない）相手にプライベート画像や動画を送
信してしまっている現実が⾒受けられます。

出典︓平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴⼒事案等の対応状況について（警察庁）

平成26年 平成27年
男性 11 102
⼥性 99 1041
19歳以下 24 233
20歳代 41 434
30歳代 16 257
40歳代 16 170
50歳代 7 42
60歳代 1 7
70歳以上 0 3
年齢不詳 5 7

平成26年 平成27年
配偶者（元含む） 2 53
交際相手（元含む） 68 725
知⼈友⼈（ネット関係のみ） 14 130
知⼈友⼈（それ以外） 10 113
職場関係者 1 21
不明 12 44
その他 3 57

若年層を中心に広がるリベンジポルノ 流出した画像は︖
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どうしてこうなった︖
撮影することが容易になり、その場の勢いでついつい撮影してしまったり、相手
に嫌われたくないという想いから相手の要求に応じてしまうことがあるようです。
⼀⽅、撮影した画像や動画が手軽に公開できてしまうため、それらが瞬く間に
拡散されてしまいます。
インターネット上に拡散されたものは簡単に
削除ができないため深刻な被害に繋がって
います。
また、若年層では、学校にばれると退学
処分になるかもしれない、親にはばれたく
ないなどの想いから両親や警察などへ相
談しにくいという特徴もあるようです。

出典︓⾒られたら死ぬ︕ 恋人の「恥ずかしい写真」を持ってる人●●％（マイナビウーマン）

14.20%

85.80%

はい いいえ

彼・彼⼥のいやらしい姿が映った「写真」を
持っていますか︖

また最近では、小学生などを標的にLINEの有料スタンプをプレゼントすること
を条件に自分が写っている画像を送らせるという手口や、⼥性をよそって体に
関する悩みを相談、共有するふりをして、画像を送らせるという当初から脅迫
などを目的とした（その点でリベンジではない）手口も確認されています。

このような事も加わり、プライベートな写真に関するトラブルが増えていると言う
ことが出来ます。

どうしてこうなった︖

若年層を中心に広がるリベンジポルノ 流出した画像は︖
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関連
URL

「リベンジポルノ」1000件超す…２０代以下６割、交際時に画像撮影の被害深刻
（産経west 2016.3.17 ）
http://www.sankei.com/west/news/160317/wst1603170032-n2.html

平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴⼒事案等の対応状況について（PDF）
（警察庁）
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf

統計情報
（⼀般社団法⼈ セーファーインターネット協会）
http://www.safe-line.jp/statistics/

⾒られたら死ぬ︕ 恋人の「恥ずかしい写真」を持ってる人●●％
（マイナビウーマン）
http://woman.excite.co.jp/article/love/rid_Escala_20161206_6366674/

リベンジポルノ被害者の窓口サイト開設、プロバイダーへの削除依頼を代⾏、拡散前に早期相談を
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/750104.html

リベンジポルノ等の被害を防⽌するために
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/shiseigazouboushi/

どうすればいいの︖
親しい間柄でも自分のプライバシーにかかわる画像や動画の撮影や共有をし
ない事、特に実際に会ったことの無い相手には安易に画像や動画を送付しな
いことなど、自分の身を守ることが最優先です。
もし、リベンジポルノ被害に遭ってしまったら、まずは警察やセーフラインのような
削除依頼を⾏う団体へ相談しましょう。

セーフライン（セーファーインターネット協会）では、インターネット上に公開され
てしまった画像や動画などの削除依頼を受け、サイト管理者への削除申請を
⾏っており、そのうち76%が削除されたという実績をあげています。

このように、プライバシーにかかわる情報が公開されてしまった場合
でも、警察やセーフラインに相談することで画像が削除される可能
性があります。

若年層を中心に広がるリベンジポルノ 流出した画像は︖

若年層を中心に広がるリベンジポルノ 流出した画像は︖



SPREAD的気になる 付録

●用語解説

●LINEの設定方法

●リベンジポルノ対応フロー



⽤語解説

■アフィリエイト
自身の運営するサイトやブログなどで企業の商品やサービスを紹介し、訪問者
がその商品を購入することにより、企業から成功報酬が支払われる仕組みで
す。

■iPhoneのクローン
バックアップデータからiPhoneの複製を作ることです。
まず、iTunesのバックアップ機能を使用し、iPhoneのバックアップを作成しま
す。
別のiPhoneでそのバックアップを使って復元することにより、まったく同じもう⼀
台のiPhoneを作ることができます。

■マルウェア
データの破壊や情報の搾取、コンピューターへの侵入など、不正な動作を⾏う
意図で作成された悪意のあるソフトウェアの総称です。
マルウェアと呼ばれるものには、コンピューターウイルスやワーム、トロイの木⾺、
スパイウェアなどがあります。

■フィッシング
送信者を詐称した電子メールを送りつけ、ユーザIDやパスワード、クレジット
カードなどの個⼈情報を不正に取得する詐欺⾏為です。
銀⾏やクレジットカード会社、信用ある会社を装った電子メールを送りつけ、
電子メール内のリンクから予め用意しておいた偽のサイトに誘導し、そこで個⼈
情報を入⼒させるのがフィッシングの⼀般的な手口です。

■バンキングトロージャン
オンラインバンキングをターゲットにしたトロイの木⾺です。
webサイトや電子メールなどを介してコンピューターに侵入すると、オンラインバ
ンキングで使用する認証情報を盗み出したり、コンピューターを遠隔操作して、
不正送⾦を⾏ったりします。



⽤語解説

■おとり「サイト」
表向きは懸賞や占いなどのサイトを装い、メールアドレスを収集することが目的
のサイトです。
収集したメールアドレスは個⼈情報を取り扱う業者に売却され、迷惑メールの
送信などに利用されたりします。

■クローラー
インターネット上にある様々なサイトの文書や画像、動画などを自動的に巡回
して収集するプログラムです。
主にGoogleのような検索エンジンのデータベース、インデックス作成に用いられ
ており、検索ロボットなどとも呼ばれています。

■ISP
ISP（Internet Service Provider）は、インターネットへの接続を提供す
る事業者で、メールアドレスやホームページスペースのような付帯サービスを提
供してることもあります。
また、迷惑メールやウイルスメールのチェックなど、セキュリティサービスを提供して
いる事業者もあります。

■ワンクリック詐欺
Webサイトや電子メールのリンクを⼀度クリックしただけで、⼀⽅的に契約した
ことにされ、多額の料⾦を請求される詐欺のことです。

■ゼロクリック詐欺
Webサイトを閲覧しただけで、多額の料⾦を請求される詐欺のことです。
Webページのどこもクリックしていないのに、「登録完了」などのWebページや
ポップアップが自動的に表示され、料⾦を請求されます。



⽤語解説

■リスト型攻撃
リスト型攻撃（パスワードリスト型攻撃）とは、悪意を持つ第三者が何らかの
手法により、あらかじめ入手したIDとパスワードがセットになった情報のリストを
利用して、ウェブサイトに不正ログインを試みる攻撃手法です。
この攻撃が“成功”するのは、複数のサイトで同じIDやパスワードの組み合わ
せを利用しているユーザが多数いるためです。
その結果、攻撃の成功率は高くなっている状況があります。

■タグ付け
FacebookやTwitterなどで投稿した写真などにタグを付ける機能で、写真に
写っている⼈が誰なのかを表示させることができます。
タグ付けをすると、その⼈のアカウントにリンクさせることができ、表示された名前
をクリックするとその⼈のプロフィールに移動することもできます。
また、タグ付けをした投稿は、タグ付けされたアカウントのタイムラインにも追加さ
れます。

■二段階認証
様々なWebサービスを利用する場合、通常IDとパスワードを使って自分のア
カウントにログインします（⼀段目）。
不正なログインを防ぐために、この⼀段目にくわえて、スマートフォンのアプリや
SMSなどを利用して、さらに（⼆段目の）認証をする仕組みのことです。



やってみよう︕LINEのセキュリティ設定

LINEが最新版か確認する⽅法
１ LINEを起動

２ 「…（その他）」 → 「 設定」 → 「LINEについて」を選択

３ 表示された「現在のバージョン」と「最新のバージョン」が同じであれば、
最新版がインストールされている

※最新版でない場合は、アップデートをしましょう。
・ Androidの場合は「最新バージョン」の欄にある「アップデート」ボタ
ンを押すと最新版にアップデートできます。

・ iPhoneの場合は「最新のバージョン」の部分をタップすると、App
StoreのLINEページが開きます。そこで「アップデート」をタップする
と最新版にアップデートできます。

x.x.x

x.x.x

この２つの数字が同じであれば、
最新版を使っている

x.x.x

x.x.x

LINEを安全に使うためには、さまざまな対策があります。
ここでは「LINEから個⼈情報流出︖」のトピックで紹介した対策のうち、主
な３つの⽅法をご紹介します。



やってみよう︕LINEのセキュリティ設定

LINEにパスコードロックを設定する⽅法
１ LINEを起動

２ 「 …（その他）」 → 「 設定」 → 「プライバシー管理」を選択

３ プライバシー管理画面にある「パスコードロック」の横にあるチェックボッ
クスをタップしてチェックを入れる

※ 機種によっては、チェックボックスではなくスイッチのようなボタンになっ
ている場合があります。その場合はスイッチをオンにする

４ パスコード入⼒画面が表示されるので、
任意のパスコードを入⼒する

５ 確認用のパスコード再入⼒画面が表示
されたら、もう⼀度同じパスコードを入⼒する

※ パスコードに、推測されやすいもの数字
（例えば「１２３４」「１１１１」など）
を指定しないようにしましょう

ここをタップして
チェックを入れる

ここをオンにする



やってみよう︕LINEのセキュリティ設定

他の端末からの「ログイン許可」を無効にする⽅法
１ LINEを起動

２ 「…（その他）」 → 「 設定」 → 「アカウント」を選択

３ Androidの場合は、アカウント画面にある「ログイン許可」のチェックボッ
クスをタップしてチェックをはずす

iPhoneの場合は、アカウント画面にある「ログイン許可」のスイッチを
オフに切り替える

ここをタップして、チェックをはずす

ここをタップして、オフにする



リベンジポルノ対応フロー



※１ 具体的な脅迫内容などの証拠について
メール本⽂やメッセンジャーなどを利用して脅迫された場合
その本⽂や画⾯キャプチャを取得し証拠として利用しましょう。

※２ インターネット上からの画像削除依頼先

■セーフライン（セーファーインターネット協会）
https://www.safe-line.jp/report/

■Microsoft
https://support.microsoft.com/ja-
jp/getsupport?oaspworkflow=start_1.0.0.0&wfname=capsub&productkey=Rev
engePorn&ccsid=635731805203572391

■Google
https://support.google.com/websearch/answer/6302812?hl=ja

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061#ts=2889054
%2C2889099%2C2889064%2C3143868%2C6256340

■Twitter
https://support.twitter.com/forms/private_information

■Facebook
https://www.facebook.com/help/www/181495968648557

リベンジポルノ対応フロー



編集後記

セキュリティは利用者ごとに正しい知識や
使い⽅が求められ、使い⽅次第では予期
せぬ事態が起こる可能性があります。
予期せぬ事態をできる限り起きないように
するために本冊子がみなさまのお役に⽴て
れば幸いです。（小倉）

改めて他⼈に説明するのは難しいと実感
しているところです。
どうしたら他⼈に分かり易く説明できるか、
今後もみなさまと⼀緒に勉強させていただ
きたいと思っています。 （鷲尾（直））

最近は普通のニュースでもセキュリティ関
係の出来事を多く⾒かけるようになりまし
た。中には、驚くような内容や、ネットの利
用が怖くなるようなものも少なくありませ
ん。そんな中で、本当に注意して頂きたい
ニュースを取りあげました。少しでも皆さん
の正しい理解の助けとなれば幸いです。
（淵上）

スマホ1つでなんでもでき、便利になる⼀
⽅で、個⼈が攻撃者に狙われる機会も
増え、⼀⼈⼀⼈がセキュリティを意識しな
くてはならない時代になっています。
この「気になるニュース」が少しでも多くの
⽅の目に触れ、社会全体のセキュリティの
向上に繋がっていけば嬉しいです。
（高田）

知っているつもりだったのに新しいセキュリ
ティ対策が必要になっていたりして、日々
知識をアップデートしないと怖いと感じる今
日このごろです。
「どうしたらいいの︖」というご相談に、うま
い説明が浮かばなくて苦労する場面もあ
ると思います。
そんなとき、この1冊がお役に⽴てたら嬉し
いです。（貴島）

今年はワーキンググループのメンバーが増
え、みなさんのご協⼒のもと、3度目のリ
リースを無事に迎えることになりホッとしてお
ります。本当にありがとうございました。
サポーターのみなさんからのご意⾒などもお
待ちしております（斯波）

セキュリティの話題があふれている中で、当
たり前で⾒落としそうだけど注目していただ
きたいニュースをまとめました。
できるだけわかりやすく、かつ正確な内容
を目指して作成しましたので、お役に⽴て
れば幸いです。(坂本)

SPREADの『置き去りにしないセキュリ
ティ』という活動に賛同し、今年から「気に
なるニュース」のWGに参加させて頂きまし
た。自分の身のまわりでも起こる可能性が
高いニュースをまとめ、情報提供できる活
動に参加でき嬉しく思います。今後も多く
の⽅に有益な情報をお届けできればと思
います。（角田）



編集後記

さまざまなネット犯罪、ネットトラブルが起
きている昨今、どんな⼈でも巻き込まれ
る可能性が高まっています。
この冊子が「セキュリティはよくわからない」
と敬遠していた⽅にもセキュリティについて
考えていただくきっかけとなり、身近なもの
になってくれるとうれしいです。
（鷲尾(則)）

有名なセキュリティ事故や事件のニュース
でも、意外とふわふわ、もやもやの浅い知
識に留まっているかもしれません。
この冊子が、掘り下げて考えてみるきっか
けになるといいなと思います。
考え、消化して、自信をもってわかりやす
い言葉で伝えられるようになるといいな、と
思います。 (網倉)

気になるニュース作成WGに初めて参加し
ました。経験の異なる皆さんと侃々諤々
の論議をして記事を仕⽴て上げる過程は
とても新鮮で刺激的でした。選定する記
事、平易な表現、強調するメッセージ
等々、論点は多岐に亘りました。
この冊子が地域で活躍するサポーターの
皆さんへの⼀助になれば幸いです。
（上山）

エンジニアの⽅から「セキュリティの取組み
をどのように進めていけばよいかわからな
い」という声をいただくことが多い中、ITに
精通していない⽅からも「セキュリティスキ
ルを向上させたい」という声をいただくことが
増えてきています。
そのような⽅々のニーズに答えることができ
たらうれしいです。
(仲田)

SPREAD的気になるニュースも３冊目と
なりました。どこか遠くでおきているサイバー
戦争ではなく、私たちの身近にあるセキュ
リティに関する情報を正しく伝えてもらおう
とWGメンバーが作り上げた⼀冊です。サ
ポーターのみなさん、そしてサポートを必用
とされている⽅々に『安心・安全』が届きま
すように。（平田）






