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は じ め に

2014ฅ������「SPREAD的 気になるニュース」もこの2017で

4ฅ؇�༈����。

ଆฅ、世の中で話題になったニュースをなるべく専門用語を使わずに、

技術的な厳密さよりも、全体像や問題点の本質がわかるように解説し

ています。

SPREAD情報セキュリティサポーターの皆さんや、これからサポー

ターを目指している皆さんが、セキュリティのことについて説明する

ときの伝え方の参考にしていただければと思っています。

そのため、一番難しい「どうすればいいの」という対策の部分も、

わかりやすく現実的な方法をとりあげるようにしました。

この冊子をきっかけにして、一人でも多くの方がセキュリティを身近

なこととして興味を持っていただき、安心して笑顔でIT�ȅആ༂��

るようになることを願っています。

一般社団法人セキュリティ対策推進協議会(SPREAD)

気になるニュース作成ワーキンググループ
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ニュースで聞いた

「WannaCry(ワナクライ)���༄ฏ

日本でもサイバー攻撃確認 世界の被害

最大規模か
（共同通信 2017.5.13）

今回取り上げるランサムウェア「WannaCry」に感染した世界中のコンピュータは、マイクロソフ

���ąԉ���������؆Ԇ������	༂����������、修正されないままの脆

弱性が悪用されました。

Windowsの開発提供元であるマイクロソフトは、毎月1ฅ܅�ฆ�������؆Ԇ����

ムを公開し、༂�؇༂���Ĉ༅��ଅą������、今回取り上げるランサムウェア

「WannaCry」に感染した世界中のコンピュータは、���������ąԉ���������؆

新プログラムが適用されていなかったため、修正されないままの脆弱性が悪用されました。

ランサムウェアはマルウェアの一種で、感染したコンピュータ等に保存されている写真や書類など、

༂ȅ�����؆̅̅�、ȅ༂��������������。これらのデータを人質に取った状

態で、ą�Ȇ����༂ȉ(ค�	ఈ���ȅ༂)を要求してきます。

ランサムウェア自体は1989ฅ��ଅ2016、������܅ฅࠉ���༆ࠈ�ଅࠅ�ȅ��

います。

�������ఆ���ฏ

����؆ฏ
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2017ฅ5月12日頃から世界中で「WannaCry(ワナクライ)」と呼ばれるランサムウェアが猛

威を振るいました。

「WannaCry」は150カ国で20万

件以上、༂܆��༂༂ࠈ༄Ȇ�JR

東日本などをはじめ、600カ所2,000

台のコンピュータで被害が広がり、テレ

ビや新聞でもこのニュースが大きく取り

上げられていました。

���������ฏ

�������ฏ

※WannaCry(ワナクライ)などの、ランサムウェアに感染した
場合にはこのような画面が表示されます

これまでのランサムウェアの多くは、ȅ༂��І༄(༄������ആคされたファイルの開封やウェ

ブサイトの閲覧など)によって感染していたのですが、「WannaCry」はWindows�Ĉ༅��ȅ༂�、

ȅ༂��І༄������Ć܆�������。

悪用された脆弱性は、��������Ѕ��������̆ഇ���������ค������༂�

ことができるファイル共有サービスにあり、この脆弱性に対する、������؆Ԇ������	༂��

いないコンピュータが被害を受けることになりました。

いままでのマルウェアの多くは、まず英語圏を対象として作成された後に日本語化されていました。英

語圏で広まった時点で対策がされたため、༂ࠈ��܆ଅ����༂�������༂������。

「WannaCry」は、最初から日本をターゲットとする日本語版が用意されていたことも、被害拡大

の要因となったのではないかと考えられます。
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日本の一般家庭では、ニュースなどで騒がれているほど「WannaCry」に感染したという話を

耳にしませんが、��Їԇ�༂���������「ブロードバンドルータ」を使ったインターネット

接続が普及していたためと言われています。

༂ଅ���������༄ࠅ����Ѕ、ブロードバンドルータを設置するケースが多く、その場

合はインターネットからパソコンのファイル共有サービスへ直接接続することはできません。

しかし、�����༂ଅคअࠅ�Ȇ��ȅ༂��

インターネット接続では、ブロードバンドルータを使っ

ておらずインターネットからファイル共有サービスへ接

続可能な場合があるため、外出先でインターネット

に接続する際には注意が必要です。

���������ฏ

��������ฏ

・OSやセキュリティ対策ソフトを最新の状態に保つ

「WannaCry」は、������؆Ԇ������	༂�、コンピュータのOSを最新の状態に
しておけば防ぐことができます。 Windows�������ଅଇ����༂ȅ؆Ԇ��ਈଅ�
あります。このਆ��ȅ༂܆��Ԇ�ȇĆを保つようにしましょう。
また、؆Ԇ������ąԉ����SPREADからもウェブサイトやメールなどでお知らせして
います。༂ȅ؆Ԇ�༅������༂ค؇�༂ȅ�������༂ȅ��������༂�の
もひとつの手です。

・定期的にバックアップを取得しておく

コンピュータのOSやセキュリティ対策ソフトを最新の状態にしていても、未知の脆弱性を悪用
するマルウェアには感染してしまう可能性があります。
そのため、被害にあったときの対応についても考えておく必要があります。

ランサムウェアの場合、感染する前の状態に戻すことができればよいので、定期的にバック
アップを取得し、そのバックアップファイルを用いて暗号化される前の状態に戻せるようにしてお
くことが有効な対策となります。
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関連URL

��������ฏ

・バックアップをコンピュータからアクセスできないところに保管する

バックアップファイルがバックアップを取得したコンピュータ上やそのコンピュータからアクセスでき

るところに保存されていると、ランサムウェアに感染したときに一緒に暗号化されてしまい、༅

元できなくなってしまいます。そのため、バックアップファイルは、外付けハードディスクなどに保

存し、コンピュータから取り外して保管しましょう。

ネットワークドライブに保存した場合は、������༆����ȅԆ��������。また、い

ざ�����������������༅ą��༂ࠇ�ࠉਈ��������。

・スマートフォンやタブレット端末のセキュリティ対策も実施する

スマートフォンやタブレットを狙うランサムウェアも出てきています。

パソコンと同様、スマートフォンやタブレットについても、OSやセキュリティ対策����؆Ԇ、

バックアップなどの対策をしておきましょう。

また、アプリのインストールは、ą༅��������ȅ༂�����。

世界中で感染が拡大中のランサムウェアに悪用されているMicrosoft製品の脆弱性対策について
（IPA （ഇ؆Ԇ༂ฏ2017ฅ5月18日܆

httpst//www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20170514-ransomware.html

サイバー攻撃、150カ国で20万件以上被害 欧州警察機関（日本経済新聞 2017/5/14 20:46）

httpst//www.nikkei.com/article/DGXLASGM14H5W_U7A510C1000000/

国内襲い始めたWannaCry�༂༂�JR東など600カ所2000端末で感染
（日経 xTECH 2017/05/15）

httpt//itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/051500971/

「WannaCry�ਉȅ��༄�����ฏ Ć܆Їԇ���ଅଇ

(Itmedia 2017ฅ05月17日 16時40分)

httpt//www.itmedia.co.jp/news/articles/1705/17/news106.html

セキュリティ基本対策 5 か条(Microsoft)

httpst//www.microsoft.com/ja-jp/safety/basic/rule001.aspx

パソコン ����������༅ą��(Mcrosoft)

httpst//support.microsoft.com/ja-jp/help/17127/windows-back-up-restore
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Windows�����ഇคฏ

�����ఈ�؆��༅ईฏ

2017ฅ4月11日をもって、Windows Vistaのサポート(※)�ഇค�迎えました。これにより、

Windows Vistaを搭載しているパソコンは、新機種に買い替えるか、OSをWindows 7ค؉

�؆Ԇ�����、マイクロソフトのサポートを受けることができなくなりました。

(OS�؆Ԇ����ਆਇ�؉��������、お使いのパソコンメーカーに確認してください。)

※ 「サポート」とは

คąЅやセキュリティ脆弱性が明らかになった際の؆Ԇ

プログラムの提供、電話やオンラインによる問い合わせ対

応、アプリケーションや周辺機器の製造元による動作保

証など、パソコンをȅ༂����������ఈࠅฅなど

による支援のことを言います。 (サポート提供元によって

定義�अఅԇࠅ��Ѕ�����)

�������ఆ���ฏ

����؆ฏ

「ビスタ」サポート11༂ഇค マイクロソフト、

稼働は10万台弱（日本経済新聞 2017.4.10）
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Windows XP(Ԇ܆�����؉ȅ�)やWindows 7と比べると、Windows Vistaを搭

載したパソコンの割合は多くないため、市場では大きな混乱はありませんでした。

しかし、Windows Vista�����ഇค�༄�、アプリケーション製造元や、周辺機器などを

製造していたメーカーが、相次いでWindows VistaЅ������ഇคࠈ�؆�����。こ

れにより、Windows Vista搭載パソコンを使い続けた場合、アプリケーションや周辺機器が正

常に動作しなくなった場合に、アプリケーションや周辺機器の製造元からサポートを受けることが

できなくなります。

このように、�����ഇค��Windows Vistaを搭載したパソコンを使い続けると、؆Ԇ��

����̆༄���������������ค�Ć༅�ȅ�、万が一アプリケーションや周辺機器

が正常に動作しない場合に、製造元からのサポートが受けられなくなってしまっています。

�����ഇค���、Windows Vista�؆Ԇ������̆༄��������。新たにセ

キュリティの脆弱性が明らかになった場合、その脆弱性を悪用するマルウェアの感染により、パソ

���༄ଅ�����ĉई�����ആą���、���������༂ȉ�ईఆ�������、

セキュリティ上の危険に晒される可能性が徐々に高くなります。

�������ฏ

����؆ฏ

Windows のサポート ライフサイクル日程

製品名
ライフサイクル

開始日

メインストリーム

サポート終了日

ฅข����

終了日

Windows Vista 2007 年 1 月 25 日 2012 年 4 月 10 日 2017 年 4 月 11 日

Windows 7 2009 年 10 月 22 日 2015 年 1 月 13 日 2020 年 1 月 14 日

Windows 8.1 2013 年 11 月 13 日 2018 年 1 月 9 日 2023 年 1 月 10 日

Windows 10 2015 年 7 月 29 日 2020 年 10 月 13 日 2025 年 10 月 14 日

= 既にサポート終了済み

※マイクロソフト製品サポートライフサイクル情報を基に作成
サポートライフサイクルポリシーについては、関連URLを参照
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では、なぜOSにはサポート期限が定められていて、新しいOSが搭載されたパソコン�ȅ༂��

必要があるのでしょうかฏ

༂��Їԇ���、セキュリティへの対応が挙げられます。サイバー攻撃の手法は日進月歩で

進化しているため、以前に設計されたOSの構造では、十分に攻撃に対処することができず、؆

新プログラムで脆弱性に対処するだけでは、進化するサイバー攻撃に効果的に対処できないこ

とがあるのです。

また、新しいOSは、最新のハードウェアにも対応する

ことができるため、パフォーマンスの向上や、新たな周辺

機器が使えるようになったりするといったメリットもあります。

パソコンと一言で言っても、実際には大まかに以下の3つから構成されています。

・パソコン本体やディスプレイ、キーボードなどのハードウェア(機器)

・パソコンを動作させるためのOS

・インターネットの閲覧や文書作成などをするアプリケーション

ハードウェアは形のあるものですので、保証期間(サポート期間)�Ćଈ�����༂༈؇ଅ؆

ですが、形のないOSやソフトウェアにもハードウェアと同じように保証期間が定められています。

これらの保証期間は、OSやアプリケーションのメーカーが定めているため、パソコンのメーカーに

確認するか、OSやアプリケーションのメーカーに確認する必要があります。

マイクロソフトでは、Windowsのサポート期間について専用のページ（関連URLに記載の

「OSにはサポート期限があります! 」）を作成し、ȅ༂��༂̆�ࠅ��༄�����。

���������ฏ

���������ฏ
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以下の3つが主な対処方法として考えられます。

・パソコンを買い替える

買い替えをする際には、新しいパソコンにインストールされているOSやアプリケーションがいつ
までサポートされるのかฏࠇ�ਈ���Ȉ�����。しかし、全てのアプリケーションのサポート
期限を確認するのは難しいことも多いので、最低限としてOSのサポート期限だけでも確認し
ましょう。

・OSを最新版に変える

上級者向けの対処方法です。お使いのパソコンメーカーに確認し、OSを最新版に変えるこ
とが可能な機種であれば、別途OSを用意することで可能です。ただし、アプリケーションや、
後から周辺機器を買い足した場合には、それらも最新版のOSでサポートされるかどうか、確
認が必要です。

・パソコンを処分する

もし、あまりパソコンを使用しておらず、今後も必要ないと思われるようなら、��ȅ��パソ
コンを処分してしまうのも一つの手です。

関連URL

��������ฏ

「ビスタ」サポート11༂ഇค マイクロソフト、稼働は10万台弱

(日本経済新聞 2017/4/10 20:47)

httpst//www.nikkei.com/article/DGXLASDZ10I2L_Q7A410C1TI5000/

OSにはサポート期限があります!(Microsoft)

httpst//www.microsoft.com/ja-jp/atlife/article/windows10-portal/eos.aspx

ライフサイクルに関する FAQ(Microsoft)

httpst//support.microsoft.com/ja-jp/help/17140/lifecycle-faq-general-policy-questions

Windows Vista ����ഇค؇ਈଅ(富士通)

httpst//azby.fmworld.net/vista-end/counterplan01/

安心してインターネットを使うために – (܇ഇȅ)ԉ�ഇค���������ఆĆ܆����

httpt//www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/enduser/security01/11.html
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ȇฏ܆����

さまざまな偽物によるトラブル多発

2017ฅ�������ȇ��������ȇ༇�अ؇����。その手口は多様化しているほ

か、被害が高額に及ぶ事件も発生しています。

【����ଇ�ค༄】

・༂܈ਆԉ�	ఈआ��������������	�、偽のサイトに誘導して、ȅ༂��

情報を盗み取るもの

・スマートフォンに「ウイルス感染」などの偽の警告画面を

表示し、偽のセキュリティ対策アプリをインストールさせ、

情報を盗み取るもの

・SMS(ショートメール)やLINEなどで偽のメッセージを送り、

連絡するように要求し、個人情報や電子マネーなどを盗むもの

・企業を標的として、༂ȉ����̅�����もの（ビジネスメール詐欺）

�������ఆ���ฏ

����؆ฏ

携帯へのショートメールで４０代男性会社

員が５５００万円詐欺被害 栃木・日光
（産経ニュース 2017.12.24）
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������ȇ��������༅�ഇ���Їԇ���、以下のようなことが考えられます。

・従来のメールから偽サイトに誘導すること以外に、SNSのメッセンジャー

やSMSを使うものなど、手口が多様化した

・偽サイトを作成できるツールが出回り、༂Ȉ�ฅ�ȅ༂されているサイト

の�����������ଅ؆������、ค༂ćでない(本物と༂ȅ

けにくい) 偽メールが増加した

・�����ȅ༂�����������༂�༂ആ�༄आの経営などに影

響を及ぼしたり、「ȇ༇�ȅ༂���」「法的手段に訴える」ଇ�༂Јで

ą܉に考える猶予を与えない攻撃が増加した

「電子承認通知に関して迅速な対応が求められております」という、対応を急がせるような内

容のショートメールを受信した男性が、本文に記載されていた電話番号に連絡してしまいました。

電話では、「端末が使えなくなる。直せるが、邪魔する会社がある」などの脅迫を受けてしまい、

ଅĉ༄���ȅ༂��ȇ༂��༂�ฆ��������คค������。

このほかにも、「支払先の担当者を装ったメール」や、

「Ԇ༂�̆༈ą�अ؆����」という内容の偽メールが

きっかけで、犯人に指定された口座��༂�̆�༈��

しまい、合計３億８千万円の被害にあったという企業の

ค༄もあります。

���������ฏ

�������ฏ
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・どこに相談すれろいいのฏ

情報セキュリティサポーター等に相談してください。もし身近に情報セキュリティサポーター等が

いなければ、全国各地にある「ข༂ആセンター消費者ホットライン（電話番号は１８

８）」等でもインターネットトラブルの相談を受け付けています。

また、「警察相談専用電話 ＃９１１０」では犯罪に至っていない生活上�คଅなことの

相談を受け付けています。

・スマートフォンに警告メッセージなどが表示されたらฏ

スマートフォンに突然「ウイルス感染の警告」に続いて、「セキュリティ

対策アプリ」のダウンロードやアップデートを促すメッセージが表示され

たら、無視しましょう。

メッセージの指示に従うと、偽のセキュリティ対策アプリ等の

คଆなアプリなどをインストールされてしまう可能性があります。

区別がつきにく、����ࠅ��������ȇ�༂ȅ��������ఇഅ�༄܆�����

くなっています。

「最終通告」、「本日中」、「明日まで」����ई��ąଅ�༂ȉ�ईఆ������、身に

覚えの無い内容のメールやメッセージなどを受信した場合、���Ј܇���ଅą�����。

特に指定されている連絡先や送信元へ連絡することは

絶対にやめましょう。

まずは、文章の一部（または全部）や送信元の情報、

指定された連絡先などを��������आഇすると、詐欺

のค༄̆ࠅ����༄されていたり、対処方法がわかる場

合もあります。

��������ฏ

��������ฏ
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・知り合いから怪しいメール、メッセージを受けたらฏ

知り合いから電子マネーを要求するなど、普段では考えられないようなメールやメッセージなど

が来た場合、その人のアカウントが第三者に乗っ取られている可能性があります。

その場合は、直接そのメールやメッセージに

返信するのではなく、その人に別の手段

(༄��電話など)で確認をとりましょう。

また、アカウントの乗っ取りを防ぐために、

༂ଆ؉ਈਈ�ȅ༂����、アカウントの

ଇЇ�����������༂ȅ��。

関連URL

��������ฏ

携帯へのショートメールで40代男性会社員が5500万円詐欺被害 栃木・日光（産経ニュース 2017.12.24 09:39）

httpt//www.sankei.com/affairs/news/171224/afr1712240003-n1.html 

日本航空、偽メールで３億８千万円詐欺被害（日本経済新聞 2017/12/20 19:24）

httpst//www.nikkei.com/article/DGXMZO24866680Q7A221C1CC1000/

ą�ആఈ༂ആ����ଇ༏ข༂ആ����༏

httpt//www.kokusen.go.jp/map/index.html

都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧（警察庁）

httpst//www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

情報提供のお願い （迷惑メール相談センター）

httpst//www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/

インターネット・ホットラインセンター(インターネット上の違法情報の通報窓口)

httpt//www.internethotline.jp/

急増中、スマホでウイルス感染の警告ページが突如表示される原因と対策

httpt//appllio.com/smartphone-fake-av-cause-and-solution
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������ଅ܆؇�अ؆�

���������ฏ

現在、さまざまなサービスでパスワードによる認証が用いられています。一方では、警察庁が

発表��ఈԆ����、2016ฅ�؇༂��คଆ���������༆�ਈଅ・ଇЇ�༂���
け込んだものが最も多かった、という結果が出ています。

サービス提供者側では複雑なパスワードの設
定�༇ȅค����ȅ༂��は他のサービスと
同じパスワードは使わないなど、サービスをより
安全�ȅ༂��ためのさまざまな対策が提案
されています。

ଅ܆؇�����༆�अ؆�セキュリティ対策
の一つとして、多くのサービスで推奨されています。

��������༆ଇЇ��ഇ༂؇な基準が
あるわけではなく、それぞれの対策に賛否คਈ
が���ଈਈ�続けられている状況です。

�������ఆ���ฏ

����؆ฏ

ąąฏคଆ����༂��؇༂ȇఆ及びアクセス制御
機能に関する技術の研究開発の状況
(H29.3.23 警察庁)

パスワード�ଅ܆अ؆�༅ȅ���ฏ

そのЇԇ�1つの༄अ
（ITmedia エンタープライズ 2017.5.30）
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���������ฏ

�������ฏ

2017ฅ6༂�༂༂ਆฆȆࠈ研究所（以

下 、 NIST ） か ら؇༂ � � � 、 SP800-63B

Authentication and Lifecycle Management

（認証及びライフサイクルଇЇ）という文書において、

「����༆�ଅ܆؇�अ؆�༅ȅ�������

い」という旨の記述が含まれ、そのことが世界的に注

目を集め、����༆�ଇЇ�ԉ��ଈਈ�ആ؇�

なりました。

ąąฏNIST SpecialPublication 800－63B 表紙
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63b.pdf

����༆�ଅ܆؇�अ؆�、以下のようなメリット/デメリットがあり、賛否が大きく分かれる

テーマでした。

メリット

・時間をかけてパスワードを解読する攻撃の場合、パスワードを定期的にअ؆��ことでパス
ワードを解読されることを防げる可能性がある。
・パスワードを盗まれた場合でも、����༆�अ؆������、被害を抑えられる可能性が
ある。

デメリット

・अ؆���ई�������「弱い」パスワードを設定してしまい、かえってセキュリティを弱めて
しまう可能性がある。
・手間がかかる割に効果が限定的

このようなメリット/デメリットがある中で、NISTは現実的な対策の一案として「認証及びライフ

����ଇЇ」というガイドラインで言及したのではないかと考えられます。



SPREAD的気になるニュース2017

�����ȅ༂��、サービスの性質やセキュリティ対策をふまえて、����༆�ଇЇ༂ఆを
検討することが重要です。
����༆�ଅ܆؇�अ؆�、以下のいずれかに該当する場合は効果があると考えられます。

・༂ଆ؉ਈਈ�ȅ༂��������
・SNSやメールサービス等、คଆ�༂༂������༆�༄༂�、ข܆ԉ�わたる盗聴༂�が
༂���可能性があるサービス
・ईԆ༂�Ѕ༂�������ȅ༂����

自身のアカウント(認証情報)を守るためには、
以下のような対策を取ることが重要です。

・༂ଆ؉ਈਈ�ȅ༂���������༅�ȅ༂��
������������ȅ༂܇	���������・
・推測されやすいパスワードを避ける
・パスワードの使い回しはしない

��������ฏ

関連URL

NIST Special Publication 800-63 Digital Identity Guidelines（NIST）

httpst//pages.nist.gov/800-63-3/

NIST Special Publication 800-63 Digital Identity Guidelines(翻訳版)（NIST）

httpst//openid-foundation-japan.github.io/800-63-3/sp800-63b.ja.html

強固なセキュリティでGoogle�����༄���༂ฅ�༄ଈਆ��������ԉअ。

選挙関係者などを想定 (engadget 2017.10.19)

httpt//japanese.engadget.com/2017/10/19/google/

ଅą�������༄Ȇ༂ఆ�ଇЇ����༅ฅ����� (securitynavi 2016.02.08)

httpst//securitynavi.jp/592
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༄ȅ�������������ฏ

ȅ༂�ȅ܇�����������ฏ

メルカリとは、2013ฅ7༂�����ค؉ȇ؇؇������༆Ԇ�伸ばしているフリマ(フリー

マーケット)アプリ(�༂ԉ���ȇЅࠅఈ�༂���������������)で、2017ฅ12月

16༂؆�������༆Ԇ�คԇഇਈ1億に達しています。

日本国内でもダウンロード数6,000万超、

1日の出品数が100万品以上となっており、

ค༅�ȅ༂��Ȇ༂�༂༈���いる

人気アプリです。

�������ఆ���ฏ

����؆ฏ

メルカリル欺に注意ฏ

手口�ଅ༄�ଅଇ�ค؉策
（All About NEWS 2017.10.23）

ąąฏ�������������คԇ1億ダウンロードを突破
https://about.mercari.com/press/news/article/100million_downloads/
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・༂༂�����ԅЅ�అ���

出品者から発送の連絡があり、1	ԉਇฅ༅���అ�����、༂༂したのに商品が届

かないというトラブルも少なくありません。

・チケットの転売

高額でのチケット転売や、チケットの転売でなく「チケットを購入

できるਆȅ」の販売が���ค༄もあります。

その���ਆȅ�ఈ༂���、実際にそのチケットが

得られる��ค؆ࠇ���「メルカリガイド」にも

「禁止されている出品物」���ԆЇ������。

メルカリは個人間でのやりとりで商品の売買が可能です。そのためスマートフォンがあれば手

จ�ȅ༂�������༂ఆ�؉������、��༂༂������ȅ༂��ਈଆ・トラブルが

増えつつあります。

・写真と届いた商品が違う・偽物が届いた

メルカリ��ą܇�༂�ԅЅ�Ȉ����判断することが

圧倒的に多いので、実際に届いた商品を༂�「なんだか

違うなฏ」 と感じたものの中には明らかな偽物の場合も

あります。出品者が意図的に違う商品を送っている訳で

はない場合は、詐欺とは言えなくてもトラブルに発展する

ことも多いので注意が必要です。

�������ฏ

�������ฏ
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・写真と届いた商品が違う・偽物が届いた

商品説明をしっかり読み、納得して購入しましょう。それでも届いた商品に納得がいかない場
合は、受取評価をする前に出品者に連絡することが必須となります。
受取ਈ༄����̅༅ଅค���、その後の対応ができなくなってしまいます。

・༂༂�����ԅЅ�అ���

発送連絡から1週間以上届かない場合は、出品者に発送方法を確認し、追跡番号があれ
ば、その番号から調査などしてみましょう。

・チケットの転売

転売目的で購入されたチケットの売買は違法です。
しかしメルカリ上ではそのチケットが違法かどうかを判断できないため、メルカリなどの個人間の取
引ではチケットなどのやり取りはしないことが賢明です。

転売が確認されたチケットは主催者側で無効にしている場合もあり、入場できない場合や、
入場しても座席が無い場合などもあります。

フリマアプリに関する調査結果によると、܆�ȅ༂����คค�、10ค�༂��42％と

いう結果がでております。

また、ȅ༂༂ఆ����������ąЅ�、購入者それぞれで1位になっていることや、問題

だと思う出品物というアンケート結果では、̅ࠉ؆、̇༂、卒業アルバムなどが挙げられているこ

となどから、出品者、ȅ༂�それぞれでリテラシーの

༄�ȅ༂�が存在し、आ�������؇༂��しまって

いる傾向が浮き彫りになっています。

中には、コンピューターウイルスの入手法を出品した中学

生が児童相談所に通告されるという事件もありました。

��������ฏ

���������ฏ
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・メルカリ内での確認とメルカリ事務局、消費生活センターへ相談

詐欺と思われる場面に遭遇してしまった場合は、まずは出品者へ連絡しましょう。

また、����ą�������������ȅ༂�Ѕ༂�ఈԅ�ଇ����FAQコーナー

があります。आഇ�̅�����、Ѕ�ԇԅ����̆�������ค༄�̆����で

きますし、��������ค�؇ਈ������Ȉ�����。

それでも解決できない場合は、メルカリ事務局への連絡、

消費者ホットライン、最寄の消費者センターに相談をして

みましょう。

関連URL

��������ฏ

����ਈଆ�ఆĆฏ༂༂�ଅ༄�ଅଇ�ค؉ଇ༏All About）

httpst//allabout.co.jp/gm/gc/471488/

フリマアプリ「メルカリ」が世界1億ダウンロードを突破(mercari 2017.12.20)

httpst//about.mercari.com/press/news/article/100million_downloads/

メルカリがイギリスでサービス開始、アプリダウンロード数は6000万件を突破
（TechCrunch Japan 2017/3/16）

httpt//jp.techcrunch.com/2017/03/16/mercari-launch-uk/

禁止されている出品物（mercari）

httpst//www.mercari.com/jp/help_center/getting_started/prohibited_items/

話題のフリマアプリ、ユーザー1,000Ѕ�ȅ༂ଅĆ�ਈ܆ฏ

（市場調査メディア ホノテ 2017/5/23）

httpst//honote.macromill.com/report/20170523/

ą�ആఈ༂ആ����ଇ༏ข༂ആ����༏

httpt//www.kokusen.go.jp/map/index.html
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コラム ค�	ఈ�����ฏ

�ค؆�����ആअԆ༂�༂��ฏ�

؆ଆ������ȅ༂�����༂『円』は法定通貨と呼ばれ、༂܆ȉ༂�؇༂�ആ	ĉ

など�ଇЇ�༂����、実際にお札や硬貨を手に取ることができます。

ค�	ఈ�ą؇�	ఈ�؇༂・ଇЇ����ଅ܅��、���������༂ȅ؇�؇༂�

れ、ആ	ĉ�ଇЇ�༂�����。

「仮想」ということからも分かる通り、手にとって目に

༂��अ༅�ଅ܅����。

また、仮想通貨を支える仕組みには暗号技術が

ȅ༂されているため、日本以外では暗号通貨と呼

ばれています。

仮想通貨のなかでもビットコインが有名ですが、仮想通貨の種類は1,386種類もあります。

(http://coinmarketcap.com による、2017ฅ1月3日現在)

仮想通貨(暗号通貨)��ฏ

�������ఆ���ฏ

エイチ・アイ・エス、ビットコイン

決済サービスを開始
（日本経済新聞 2017.9.22 23:00）
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証明された取引データは一定期間で1つのブロックとされ、これまでの取引データブロックの

最後につなぎ合せていくことから、この技術をブロックチェーンと呼んでいます。

この取引を証明する作業には膨大な計算が発生し、��ਈଇ�����༂ĉ�������

�ąЇ�༂�؉��༅ई�����。

この作業に参加することをマイニングと言い、取

引の証明に最初に成功した人に対して報酬とし

て新たな通貨が支払われます。

ブロックチェーンとマイニング

ȉ༂�༂ą༂�̆༈����༂ࠅ��Ѕ、その取引内容はシステムに記録され、通帳にも

その記録が記入されます。ȉ༂���̅༅ąଅ�༄ਈ����(改ざんされないように)、巨額

の費用を投じてシステムを維持しています。

仮想通貨は、̅༅అଆ�คȇଅ多数の

コンピュータに分散させ共有するという方法

を採用しています。

また、取引を証明する計算方法も公開さ

れており、༄��100円の取引に対して

1,000円を要求していないかどうかのように

取引が正しいものかどうかを計算し証明を

༂�ことで正当性を保っています。

ブロックチェーンとマイニング
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ค�	ఈ���������ȅ༂���Їࠅ����、����ਈ��ȅ༂�

ることが可能でと。

̅༅༂ԆԆࠆ�ଅ�̅༅����؆ԉ܇������������、海外などに

	༂ࠅ��Ѕ��、ȉ༂���ഇԇ�����༂จ�	༂�����̅����

てでまと。

また、日本国内でも、ビックカメラ

やエイチ・アイ・エスなど、仮想通貨

�ȅ༂できる店舗が増加してでまと。

ȅ༂���ฅȈ������増加と

れば、���༄�ఆ༅�Їࠅ�Ԇ�ȅ

༄�は向上し、̇܅	ఈ�̆༂��に

海外Ԇ༂�आ���������可能

になることでしょう。

メリットとデメリット

ค�	ఈ�ȅ༂����、販売所と言われる所で円やドルから仮想通貨に̆༂(仮想通貨

と法定通貨を交換)することが必要です。

また、仮想通貨の売買は交換所・̅༅Ȇ�Ѕ���Ȇ�༂�༅ई�����。

どちらもインターネット上にあり実際に店舗はありません。

日本では2014ฅ�、最大規模の交換業者が経営破綻する事件が発生しました。

これをきっかけに、2017ฅ4༂��ค�	ఈ�ค̆��आ��༂܈ฅఈȅఅ��؇̉�༅

要となりました。登録には、下記のような条件がありこれをクリアすることが求められます。

・株式会社であること

・ఈ܆༂�1,000万円以上、純資産がマイナスでないこと

・ค�	ఈค̆आ�	ଆࠇ��ଅ�	༂��༄ȅ�Ԇ������ことなど

交換所・取引所
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�ค�	ఈ��ȅ༂��ȅ܇���������༏Ԇฅฅࠅ����� 平成29ฅ5月22日）

httpst//www.gov-online.go.jp/useful/article/201705/1.html

コインチェック、リクルートライフスタイル展開の『モバイル決済 for Airレジ』向けにビットコイン決済を提供

（coincheck 2017.4.5）

httpt//corporate.coincheck.com/2017/04/05/2.html

ビックカメラ全店でbitcoin༄���ฏ(ビックカメラ)

httpt//www.biccamera.co.jp/shopguide/campaign/bitcoin/index.html

日本でビットコインが使える店舗(決済が対応できる場所)をご紹介

(ビットコイン｜超初心者のための取扱いガイド Ȇਇ༂ฏ2017ฅ7月23日)

httpt//virtualcurrency-style.com/archives/1313

関連URL

エイチ・アイ・エス、ビットコイン決済サービスを開始 （日本経済新聞 2017/9/22 23:00）

httpst//www.nikkei.com/article/DGXMZO21413830S7A920C1000000/

平成29ฅ4༂���ค�	ఈ��ԉ��Ԇ��ȅฅ�ԉअ�����༏༂܈ฅ༏

httpt//www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

ビットコイン（Bitcoin）用語集 仮想通貨(bitFlyer)

httpst//bitflyer.jp/ja-jp/glossary/virtual_currency

仮想通貨(暗号通貨)と法定通貨(�༂)��	���ฏ༏ค�	ఈJAPAN）

httpst//kasou-tsuuka.jp/houteitsuuka-chigai/

Cryptocurrency Market Capitalizations（coinmarketcap）

httpst//coinmarketcap.com/all/views/all/

ブロックチェーンの正当性を確認するための重要な手続き（仮想通貨・ビットコインのやさしい始め方）

httpst//www.crypto-currencies.jp/bitcoin/remittance/pow.html

関連URL
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サポート 

คąЅ�������Ĉ༅��؆������؉�؆Ԇ������̆༄、電話やオンラインに
よる問い合わせ対応、アプリケーションや周辺機器の製造元による動作保証など、�����ȅ
用するためのメーカーや販売店などによる支援のことをいいます。(サポート提供元によって定義
�अఅԇࠅ��Ѕ�����)

SP800シリーズの文書 

米国の政府機関がセキュリティ対策を実施する際の指針になる文書で、NISTの傘下部門
であるCSD(Computer Security Division)�؇༂�����。 
SPというシリーズの中でも、800番台の番号が割り当てられている文書は、コンピュータセキュ
リティに関するレポートであり、セキュリティの対策やインシデント対応など、セキュリティ分野に関
��ฅฅ�ഇ༇�����。 

二段階認証 

さまざまなWeb�����ȅ༂ࠅ��Ѕ、通常は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)。 
คଆ������؉����、この一段目に加えて、スマートフォンのアプリやSMS���ȅ༂�
て、さらに(二段目の)認証をする仕組みのことです。 

二段階認証では、通常、二要素認証(2FAฏ2 Factor Authentication)や多要素認証
(MFAฏMulti-Factor Authentication)�Ѕ܆���༂ࠇਈ�༂ఆ�ȅ༂����。 

下記のような2種類以上の情報を組み合わせ、安全性を高めた認証方式です。 
パスワードや秘密の質問などの記憶情報 
スマートフォンやハードウエアトークンなどの所持情報 
指紋や静脈などの生体情報 

SNS 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)�ԇ。 社会的な”つ
ながり”�ȅ༂�������、自分の情報を登録し、各自が発信する日記や情報交換、会
話などを楽しむ場です。 
代表的なSNSには、Twitter、Facebook、Google+、LINE、Instagram、 mixiなどが
あります。 

ログインアラート 

サービスにログインしたことを事前に登録してあるメールアドレス等へ通知する仕組みです。 
身に覚えのないログインに気付くことができるため、被害の拡大を防ぐことができます。 

用語解説
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脆弱性 

脆弱性(ぜいじゃくせい)とは、パソコンのOSやソフトウェアにおいて、������คąЅ�ਈ

計上のミスが原因となって発生した情報セキュリティ上の欠陥のことです。 

ランサムウェア 

ランサムウェアとは、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)の一種で、「༂ค༂」という意味の英語

「ransom(ランサム)」のとおり、ユーザーのデータを「人質」にとり、���༅����「身代

༂」を要求するソフトウェアです。༂ค༂ईఆ܅คଆ̇ࠈ����������������。 

マルウェア 

マルウェアとは、ウイルス、ワーム、スパイウェアなど、悪意のあるソフトウェアの総称です。「悪意

のある」という意味の「malicious(マリシャス)」と「software(ソフトウェア)」を組み合わせたもの

です。 

ブロードバンドルータ 

ԇ������������؇ค�̆ഇ��คഇਆ����ഇइ��「ルータ」と呼びます。 

「ブロードバンドルータ」は、家庭にあるインターネットと接続するためのルータであり、インターネッ

ト(ブロードバンド)と家庭内ネットワーク(LAN)を相互に接続します。

SMS(ショートメッセージサービス)／ショートメール

SMS(short message serviceฏ�������������)とは、携帯電話やPHS同士

で短いテキスト(文章)によるメッセージを送受信するサービスです。宛先に相手の電話番号を

指定することによりメッセージが送信できるため、メールアドレスがわからない場合でもメッセージを

送ることができます。

「SMS」と同様な意味合いで「ショートメール」という表現をする場合もあります。

ライフサイクル

コンピュータにおけるライフサイクルとは、製品のリリース(発売)から、製造元によるサポートの終

ค܆���ԉ����̆���。また、パソコンやソフトウェアなどを導入してから、新しいものに入

れ替えるまでの期間を指すこともあります。

用語解説
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คฅ�༏ฅ؇�̅ȅ�����。普段の業務の合

間に記事の執筆・レビューの時間を取る苦労を感じ

つつも、多くの方が”気になる”旬な情報と取り入れつ

つ、ଅą���������ȅ༂�༅༂ࠅ�����

められたかと思います。サポーターの皆様のサポート

ആȅ��༅༂ࠉ����ฅ���。(角田)

一般のニュースで取り上げられる情報セキュリティの話

題も珍しくなくなったので、載せきれなかったニュースも

多数あります。この続きは、ブログでฏ (貴島)

記事の作成に携わりながらセキュリティの情報収集も

でき、私自身、���Ȉ�ഇਉ�������。この

WGの活動にご興味のある方、是非、参加をお勧め

しますฏ(高田)

毎月のようにいろいろなニュースが世間を騒がせてい

ますが、คࠅ���ࠇ�คଅ�����������

����༄������༅�༂���ฅ���。

(坂本)

セキュリティに関する話題がテレビや新聞でも取り上

げられるようになってきました。そのため、セキュリティに

ついて質問を受ける機会が多くなってくると思いますの

で、܇ଈ�Ѕค܆����ą༂�ആ༂������

れば幸いです。(小倉)

置き去りにしないセキュリティの実現のため、作る側の

༂༂ฆ༂���̇ଅ؇�༅༂����༄���अ�

て4ฅ؇������。（過去の冊子はPDFで公開

中です）一人でも多くの方に届いてなんらかの形で

�༅�༂���ଅ����。 (平田)

 ��ആȅ�	��༂༂�Їई�ആ܆�������

意義な時間となりました。旬なトピックを分かりやすく

お伝えできるようWG��ଈਈ�ĉ������。本

冊子が皆様にとっても有意義なものになれば幸いで

す。

(仲田)

����༄Ȇ�	��ąଅ�Їई�ആ���ą�、

༂༂�ਈଈਈ��ఆ��ਆ༄�༅�����。スマホ

���������༂ฅ༂ആ�ค̅༂�����、セ

キュリティ関連のトラブルがより身近になってきていると

感じます。本冊子をトラブルの未然防止、発生後の

ଅ༅�༅༂ࠉ�����ฅ���。

(飯田)

「気になるニュース」は情報セキュリティサポーターのサ

ポート活動を支援するもの。気になる出来事につい

てサポートを受ける方に伝わるように、皆で話し合い、

執筆、レビューを繰り返し作り上げました。この冊子が

情報格差によるサイバー犯罪被害の防止に貢献で

きることを祈っています。(鷲尾(則))

؇आ��༅�༂����༏༏�����؆ԉ�ȅ�

て一生懸命作成しています。是非、活用していただ

きますとともに、我こそはという方はＷＧに参加してみ

ませんかฏ(鷲尾(直)

ミーティングから、執筆、編集の作業までフルオンライ

ンで参加しました。

すごい時代になったなぁとしみじみ。

そんな時代だからこそ、このニュースが参考になればと

思います。

(淵上)

今回新しく執筆メンバーに入りました山崎です。複雑

なサイバーセキュリティ事情を分かりやすく皆様にお伝

えすることの難しさを改めて痛感しております。分かり

やすかった点、分かりにくかった点がありましたら、是非

༅Ć����Ć༂��ଅ�����。(山崎)

คฅ��、いち早く気になるニュースをお届けしたいと

いう思いから、7月よりブログを開始しましたので、ブロ

グもお楽しみに。(斯波)

編集後記



お わ り に

คฅ��������ԉ��अ�������ą܆ค���、セキュ

�����ԉ༂�ฅࠅ�ȅ�����Ć���Ѕ؆�、ITが私たちの

生活の中で、あたりまえのように使われていると実感しています。

今回の気になるニュース2017では、Windowsのライフサイクル、パ

スワードなど、これまでも、�����Ćଈ���������ਈࠉ

の他に、ランサムウェア、メルカリといった新しい話題も取り上げま

した。

ค༅�Ԇ��Ȇࠈ�༄ȅ�����、IoTなどの普及が進み、ȇ�Ćଈ

せずともIT�ȅ༂�������༂ആ������������。

IT�༄ȅ���、被害にあわないためには、���ଆ܇��ଈ�༅ई

となります。

サポーターのみなさまの活動により置き去りにされる人が少しでも減

り、ITを楽しめる人が増えるよう、؇���ଆ��Їई�ȅ����

ば幸いです。

一般社団法人セキュリティ対策推進協議会(SPREAD)

気になるニュース作成ワーキンググループ

斯波 彰






