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2014年版にはじまった「SPREAD的 気になるニュース」も、この2018

年版で、5冊目になりました。

毎年、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する

ことを心がけています。また、「SPREAD的 気になるセキュリティブロ

グ」で紹介した記事は、公開当時のままではなく、新しい情報を反映し

ています。

SPREAD情報セキュリティサポーターの皆さんも、これからサポーター

を目指している皆さんも、セキュリティのことについて、伝える伝え方

の参考にもしていただければと思っています。

そのために、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。

このニュースをきっかけにして、一人でも多くの方に身近なセキュリ

ティに興味を持っていただき、安心して笑顔でITを利活用できるように

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)

SPREAD的 気になるニュース 作成ワーキンググループ

は じ め に
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このニュースが気になる︕

平成29年におけるSNS等に起因す
る被害児童の現状と対策について

（警察庁 2018年4月26日）

こどものスマホ・携帯電話の利⽤率は年々増加していますが、同時に犯罪に巻き

込まれる数も増加しており、平成29年度は過去最多となりました。

かつては出会い系サイトに起因する犯罪が多発していましたが、平成20年に出会

い系サイト規制法が施⾏されてからは⼤きく減ってきています。

その一方で、SNS（ソーシャルネッ

トワーキングサービス）に起因する犯

罪が年々増えており、犯罪の舞台が特

定の⼈が利⽤するサービスから⼀般的

な数多くの⼈が利⽤するサービスに

移ってきたといえます。

おとなと違う︖こどものスマホトラブル︕
〜⻘少年のSNSトラブルが増加〜

どんな背景



SPREAD的 気になるニュース20182

こどもは、どうしてこのような犯罪に巻き込まれてしまうのでしょうか。

SNSで悩みの相談や寂しい気持ちを紛らわせるためにやり取りしていく中で「やさしい」、

「好みのタイプ」、「話が合う」、「相談にのってくれる」人と感じ、相手のことを「信用で

きる人」だと思い込んでしまいます。

また、「イケメンモデル」、「有名芸能⼈」といった憧れの存在や、「同性・同年代」、

「同じ趣味」といった親近感のある存在になりすまして近づいてくるケースもあります。

誰もがインターネットを利⽤する時代、ネットを介し様々な⼈と

知り合う機会も増えていますが、中には上記のようにウソやなりす

ましをする⼈がいることを認識することが重要です。

こどものスマホトラブルではTwitterが利⽤されるものの割合が⾼くなっています。Twitter

はこどもにも広く利⽤されている⼀⽅で、犯罪者にとっても匿名、複数のアカウントが作れる

といったメリットがあるからだと考えられています。

実際に下記のような検挙事例がありました。

• SNSを通じて知り合ったこどもと会い、その後

連れ回すなどして帰宅させない。

• 「ただでLINEスタンプあげる」と言って

知り合ったこどもを脅し、裸の写真を送らせる。

といったものがありました。

出典︓警察庁「平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について」

何があったの

どうしてこうなった
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トラブルに遭ってしまった場合や、その可能性がある場合などは、都道府県の相談窓口など

に連絡しましょう。

そのほか、⾃治体や警察、⺠間の団体などが独⾃の相談窓⼝を設けています。

中にはLINEを通じて相談できる窓口などもあります。

このようなトラブルに遭わないために、ネットを利⽤するこどもに対し「家庭でルールを決

めること」、「フィルタリングサービスの利⽤」もポイントです。

ルールを決める際に、危険だからと言ってSNSなどの利⽤を「全⾯的に禁⽌」してしまうこ

とがありますが、それだけでは問題の解決にはなりません。やみくもに利⽤を禁⽌したりする

と、「⾔っても怒られるだけだから」と、こっそり使うようになる可能性もあります。

こどもはまだまだ社会経験が少なく、知識や判断が未熟な部分もあります。

有害・不適切なWebサイトやアプリからこどもを守るためにフィルタリング機能を活用するこ

とや、Facebook、Twitter、LINEといったSNSを利⽤する際にはより安全に使うための設定を

することも⼤切です。

どうすればいいの

どうすればいいの
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・都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/jk-business/jk-soudan.pdf

・インターネット・ホットラインセンター

http://www.internethotline.jp/

・違法・有害情報の通報（セーフライン︔リベンジポルノの通報窓⼝）

https://www.safe-line.jp/against-rvp/

・最寄りの警察署または警察相談専用電話 ＃9110

・消費者庁 消費者ホットライン 188

・平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について（警察庁）

https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/H29_sns_shiryo.pdf

・子供の性被害対策（警察庁）

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp.html

・インターネットトラブル事例集 2018年度版（総務省）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html

・インターネット利⽤に当たっての成⻑段階ごとの注意事項（経済産業省）

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/policy/filtering.html

・ネットには危険もいっぱい〜他⼈事だと思ってない︖〜（警察庁・⽂部科学省）

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1396309.htm

・低年齢層の⼦供の保護者向け普及啓発リーフレット（内閣府）

https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_use/leaflet.html

関連URL

困ったときは︕
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このニュースが気になる︕

北海道地震、SNSでデマ拡散
専門家「発信元確認を」
（日本経済新聞 2018年09月11日 19時27分)

2011年に発⽣した東⽇本⼤震災では、電話がつながりにくくなった⼀⽅で、安否確認や救

助要請、情報収集などにSNSが活用され注目を浴びました。

以降、災害時などでの情報収集・発信にSNSが活用されはじめ、私たちの情報収集・共有手

段が変化してきました。

2018年は、⾃然災害や注目を集める事件などが多く発⽣しました。

これまでも災害時にはニセの情報（不確定情報）がSNSなどで拡散され、政府や自治体、警

察などが注意喚起を出す事態となりました。

2018年に発⽣した⼤規模な災害
6月 ⼤阪府北部地震
7月 ⻄⽇本豪⾬
9月 北海道胆振東部地震

災害時や注目される事件がおこると出てくるニセ情報
〜騙されない、加担しないために⼼掛けるためには〜

どんな背景
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2018年9⽉に発⽣した北海道胆振東部地震では、「〇時間後に⼤きな地震が来る」や「⼤規

模な断水が始まる」など、ニセの情報が拡散され、苫⼩牧市危機管理室が「全て根拠のないも

のですので、冷静な⾏動をお願いいたします」と呼びかる事態が発⽣しました。

6⽉に発⽣した⼤阪府北部地震でも、「シマウマが脱⾛した」、「京セラドームの屋根に⻲

裂が⼊っている」、「阪急電⾞が脱線した」など、ニセの情報がSNSで投稿され、この投稿を

⾒た多くの⼈が、さらに情報を拡散してしまった結果、

ニセの情報が⼤量に拡散されてしまう事態となり⼤阪府

などが注意を呼びかけました。

一般的に、人は知らない人からの情報より知っている人（又はフォローしている人）からの

情報をより信じやすいという傾向があります（これを「イグゼンプラー効果」といいます）。

また、不安で仕⽅がない⼼理状態では、情報の真偽を確かめず、その情報を信⽤し、拡散して

しまうなど、ニセ情報にふりまわされてしまう恐れがあります。

北海道胆振東部地震では、「⾃衛隊が〜」、「NTTにいる知り合いから聞いた〜」「KDDI

が〜」など実在する信⽤⼒の⾼い企業や団体の名前が含まれている投稿がありました。

この他にも、災害が発生した際に政党や芸能人が情報の真偽を確認せずニセ情報を投稿した

り、拡散してしまったため、SNS上で謝罪文を掲載し、その投稿を削除するという事態も発生

しています。

何があったの

どうしてこうなった
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• 北海道地震、SNSでデマ拡散 専門家「発信元確認を」
日本経済新聞 2018年09月11日 19時27分
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35227790R10C18A9CC1000/

• ｢震災時のデマ｣が善意を元に広がるカラクリ
東洋経済オンライン 2018年09月12日 12時00分
https://toyokeizai.net/articles/-/237289

• 【⻄⽇本豪⾬】「犯罪デマ」に注意呼び掛け 警察当局 「レスキュー隊のような窃盗グ
ループいる」
産経新聞 2018年7月12日 19時02分
https://www.sankei.com/west/news/180712/wst1807120067-n1.html

• 大阪地震でSNSを活用した高校生たち--デマ拡散には注意
CNET Japan 2018年06月23日 08時00分
https://japan.cnet.com/article/35121100/

• 北海道地震でデマ拡散が⽌まらない真のメカニズム (1/3)
ITmedia ビジネスオンライン 2018年09月11日 07時00分
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1809/11/news036.html

災害や事件など注目される事象が発生した場合は、情報が錯綜し入手しづらい状態となるこ

とを認識し、SNS上で話題になっている情報や、有名人や専門家と言われている方の情報でも

鵜呑みせず、政府や⾃治体などの公式アカウントを確認し正しい情報を⼊⼿することが⼤切で

す。

（災害時には公式アカウントからのみ情報を入手するなど情報源を絞ることが重要です。）

情報を発信する場合も注意が必要です。真偽を確かめずに拡散すると錯綜の原因にもなり、

拡散され続けるうちに情報の内容が変化することもあります。

2016年に発⽣した熊本地震では動物園からライオンが逃げたというニセ情報により動物園

の業務が妨害され、情報を発信した男性が偽計業務妨害で逮捕された事件も発生しています。

情報の発信にも注意が必要です。

関連URL

どうすればいいの
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このニュースが気になる︕

「佐川急便」をかたる偽SMSが横⾏

不正アプリを導⼊しないで︕
（読売新聞 2018年07月30日 18時20分）

⾷料品や⽇⽤雑貨など、欲しいものをインターネットで注⽂して⾃宅へ届けてくれる。

このようなサービスが当たり前になり、私たちの⽣活は便利になりました。

宅配便で取り扱う荷物の量は年々増加しており、2017年度では、約42.5億個もの荷物が取

り扱われたという集計が出ています。

また、全体の取扱個数のうち約2割が再

配達になっているという調査結果も出てい

ることから、荷物が受け取れず再配達を依

頼するという事が、私たしたちの日常生活

ではあたりまえのことになっています。

宅配便等取扱個数の推移（国⼟交通省調べ）

その不在通知ちょっと待った︕︕
〜SMSを利⽤したニセ不在連絡に注意〜

どんな背景
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� 不審なアプリをインストールさせられてしまう

• 端末登録されている情報が抜き取られる

• ⾃分の端末から不特定多数の⼈に同様のショートメッセージが送信されてしまい、結果

的に加害者となってしまう（知らない人から連絡がきて、初めて自分が被害にあったこ

とに気が付くということもあるようです。）

� 契約している携帯「電話番号」と「認証コード」の⼊⼒を求められる

• キャリア決済サービスを不正に利⽤され、通信事業者から⾝に覚えのない請求が届く

� 「Apple ID」と「パスワード」の⼊⼒を求められる

• ⼊⼒してしまうと、Apple IDに登録されているクレジットカードが不正利⽤されてしま

う

携帯電話、スマートフォンなどで使用されるテキストメッセージ（ショートメッセージサー

ビス、SMS)で、佐川急便を装ったニセモノの不在連絡が配信されるという事象が発⽣し、佐

川急便や内閣サイバーセキュリティセンターから注意喚起が発表されました。

ニセモノのメッセージにはURLが記載されており、そのURLをタップすると本物そっくりの

サイトへ誘導され、 Android端末では偽アプリのインストール、iPhone端末では、「電話番

号と認証コード」や「Apple IDとパスワード」などの情報を狙ったフィッシングサイトの表示

など利⽤端末ごとに誘導⽅法が変化する事例が確認されています。

ここにニセモノのURLが記載される

ショートメールでの通知（イメージ）

何があったの

何があったの
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SMSを利⽤した不在連絡や再配達通知は、どの業者でも⾏っていませんので、このような

メッセージを受信した場合は無視してください。

再配達の有無を確認する場合は、宅配業者の公式HPや公式アプリを利⽤しましょう。

Android端末を利⽤している⽅は、「提供元不明のアプリ」が適切な設定になっているか設

定の⾒直しを⾏いましょう。

もし、メッセージに記載されているURLにアクセスしてしまった場合、ブラウザやセキュリ

ティアプリが危険なサイトであると判断し、警告が表示される場合があります。このような警

告が表示された場合は画面を閉じましょう。

メッセージの本文にある偽のURLには、「sagawa」という実在する会社名が入っており、

すぐに本物のURLかどうかが⾒分けにくいような紛らわしい表記になっています。

このURLにアクセスしてしまうと、攻撃者が用意した偽サイトが表示

されますが、本物のサイトにある画像などが使われているため、ニセモ

ノとは⾒分けがつきません。

偽サイトではアプリのインストール方法など丁寧な説明が掲載されて

おり、この手順に従って操作を進めてしまうと、Android端末では、提

供元不明のアプリのインストールを許可するという設定をOFFにするよ

う誘導され、不審なアプリがインストールされてしまいました。

出典︓ITmedia NEWS 

「佐川急便の偽サイト」に学ぶAndroidの防御法 ⾒直す設定はたった1つ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/31/news046.html

どうしてこうなった

どうすればいいの
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契約している携帯「電話番号」と「認証コード」の⼊⼒や、「Apple ID 」と「パスワー

ド」を⼊⼒をしてしまった場合は次のような対処を⾏って下さい。

契約している携帯「電話番号」と「認証コード」の⼊⼒をしてしまった場合は、被害に遭わ

ないよう、各会社のWeb上や店頭でマイページキャリア決済の利⽤を停⽌しましょう。

「 Apple ID 」と「パスワード」の⼊⼒を⼊⼒してしまった場合は、「Apple ID 」に登録

されている情報が変更されていないかを確認し、速やかにパスワードを変更しましょう。

不正利⽤が疑われる場合には、Apple社のサポートページを参考に対処を⾏ってください。

ヤマト運輸の宅配不在通知を偽装したSMSから不審なアプリをインストールさせようとする

攻撃も確認されていますので、引き続き注意が必要です。

• 「佐川急便」をかたる偽SMSが横⾏ 不正アプリを導⼊しないで︕

読売新聞(YOMIURI ONLINE) 2018年07月30日 18時20分

https://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20180730-OYT8T50119.html

• 宅配便業者をかたる偽ショートメッセージに関する相談が急増中

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 最終更新⽇︓2018年 8月 8日

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20180808.html

• 宅配便業者をかたる偽ショートメッセージに関する新たな⼿⼝が出現し、iPhoneも標的に

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 最終更新⽇︓2018年 12月 12日

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181129.html

どうすればいいの

関連URL
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• 宅配便をかたった詐欺⼿法がアップグレードされた

INTERNET Watch 2018年12月14日 06:00

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/dlis/1158296.html

• 今度はヤマト運輸をかたるSMS攻撃が拡散、不在通知を装い不正アプリをインストール

iPhoneからアクセスすると佐川急便の偽サイトを表⽰

INTERNET Watch 2018年12月13日 14:31

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1158230.html

• ITmedia NEWS 2018年07月31日 06時00分 公開

「佐川急便の偽サイト」に学ぶAndroidの防御法 ⾒直す設定はたった1つ (1/2)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/31/news046.html

• 国⼟交通省 宅配便の再配達削減に向けて

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/re_delivery_reduce.html

• Apple ID のパスワードを変更する

https://support.apple.com/ja-jp/HT201355

• Apple ID の不正利⽤が疑われる場合

https://support.apple.com/ja-jp/HT204145#gaincontrol

関連URL
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Andoroid端末での設定⽅法を⾒直してみましょう。

Andoroid 7.1以前のスマートフォンの場合

「提供元アプリのインストールを許可する」をOFFにし

ましょう。

Android8.0以降のスマートフォンの場合

上記設定がありません。Google Play以外のサイトから

アプリをダウンロードしようとすると、インストールでき

ない旨のメッセージが表示されますので、必ず「キャンセ

ル」をクリックしてください。間違っても「許可」をク

リックしないことが⼤切です。

また、Android8.0には「Google Playプロテクト」という

不正アプリなどを検出するセキュリティ対策サービスがあ

ります。

「設定」→「セキュリティと画面ロック」→「Google 

Playプロテクト」にある「端末をスキャンしてセキュリ

ティ上の脅威を確認」を有効にしておきましょう。

やってみよう
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キャリア決済の停止方法

auの場合

「au ID TOP」 → 「auかんたん決済メニュー」 → 「利⽤制限設定」

auかんたん決済を使いたくない

https://id.auone.jp/payment/pc/help/limit/4.html

docomoの場合

「My docomo」→「契約内容・手続き」→「⽀払⽅法の変更などご利⽤料⾦関連サービス

【spモード コンテンツ決済】」→「お手続きする」

ご注意事項

https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/function/payment/notice/index.html

softbankの場合

「My SoftBankメニュー」 → 「ご利⽤可能額などの設定」→「ご利⽤制限」→「制限する」

［ソフトバンクまとめて支払い］コンテンツを購入できないように制限（ロック）する方法は

ありますか︖

https://www.softbank.jp/support/faq/view/10622

やってみよう
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このニュースが気になる︕

スマホに突然わいせつ画像…
「エアドロップ痴漢」被害相次ぐ
専門家に聞く予防法

（⻄⽇本新聞 2018年11月08日 14時02分)

「AirDrop（エアドロップ）」とは、Mac、iPhone、iPad、iPod touchなどアップル製端末

に標準搭載されている機能で、半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で

表示され、名前を選ぶと、その場ですぐに写真や動画を送受信できる機能です。

AirDropは、BluetoothとWi-Fiを使うため画像などの共有にインターネットを使わずに大容

量のファイルも端末間で⾼速に共有することが可能で、iPhoneで撮った写真などは一瞬で共有

することが出来ます。

� AirDropで共有可能なもの

・写真（複数点同時送信可能）

・動画 ・音声 ・連絡先

・位置情報 ・Webサイト ・App Storeのアプリ情報

※Macからファイルを送るときは、OfficeファイルやPDF、圧縮ファイルなども送信可能

⽇本だけじゃない新たな痴漢に注意︕︕
〜AirDropで勝⼿に画像が送られてくる〜

どんな背景
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AirDrop機能を悪⽤し、電⾞内で不特定多数の⼈にわいせつな画像を送信した会社員が逮捕

されるという事件がありました。画像共有時に、送信する端末所有者の名前が表示されますが、

今回の事件ではそこに犯人の本名が表示されていたため逮捕につながったようです。

これは日本だけではなく世界でも問題になっており、

2018年11月には、ニューヨークの市議会議員たちが

これを違法とする法案を提出しています。

もし、法案が成⽴し有罪になった場合、最⾼で1年の

懲役または最高1000ドル（約11万円）の罰⾦が科せ

られることになります。

AirDropを利⽤して画像を共有する場合、『〇〇〇（送信者）が写真を共有しようとしてい

ます』というメッセージとともに、 「辞退」、「受け取る」を選択することができますが、画

像のプレビューは必ず表示されてしまいます。（画像参照）

AirDropの受信設定は「受信しない」「連絡先のみ」「すべての

人」の3種類があります。そのうち、設定が「すべての人」になっ

ている場合に今回のように知らない人から勝手に画像が送られて

くるような事象に巻き込まれてしまいます。

※気になるニュース2017の画像をAirDropで共有した場合、

送信者の欄に所有者の名前（“SPREAD”）が表示される。

端末に本名を登録している場合、ここで本名が表示されてしまう。

何があったの

どうしてこうなった
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• スマホに突然わいせつ画像…「エアドロップ痴漢」被害相次ぐ 専門家に聞く予防法
⻄⽇本新聞 2018年11月08日14時00分 (更新 11月08日 14時02分)
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/463957/

• ｢AirDrop痴漢｣ダメ。N.Y.で違法化
ギズモード・ジャパン 2018年12月03日 18時30分
https://www.gizmodo.jp/2018/12/airdrop-harassment-illigalized-in-ny.html

• iPhone、iPad、iPod touch で AirDrop を使う
https://support.apple.com/ja-jp/HT204144

• Mac で AirDrop を使う
https://support.apple.com/ja-jp/HT203106

AirDropは便利な機能ですが、利⽤時のみ有効にする、受信設定を「連絡先のみ」にするこ

とで、送信できる相⼿や時間を制限し、⾒知らぬ⼈からの送信を防ぐことができます。

※利⽤時にのみ有効にする場合は、利⽤後に設定を戻し忘れないようにしましょう。

また、AirDropの設定が「すべての⼈」になっていると、送信者が送信先を検索した場合に、

端末に設定されている名前（「（名前）のiPhone」など）が表示されます。

意図せず本名がデバイス名として周囲に公開されている

場合がありますので、AirDropの利⽤設定とあわせて確認

してみましょう。

どうすればいいの

関連URL
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AirDrop の設定を確認してみましょう。

iPhoneの場合、画面を下から上にスワイプし、コントロールセンタを表示させWi-Fiなどの

アイコンを強めに押し、AirDropの設定画面を開くか、《設定》→《一般》→《AirDrop》

から設定画面を開き、受信先を「すべての人」ではなく、「受信しない」か「連絡先のみ」に

限定されているか確認しましょう。

画面の下から上にスワイプし

コントロールセンタを表示さ

せWi-Fiなどのアイコンを強

めに押します。

（赤枠の部分）

AirDropのアイコン（赤枠）

をタップし設定画面へ

※この画面でどのような設定

になっているか確認できる。

AirDropの設定画面が開く

設定画面から一般を選択 AirDropを選択 AirDropの設定画面が開く

やってみよう
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端末の名前を確認してみましょう。

AirDropの他にも、インターネット共有を有効にした場合、端末に登録されている名前が共

有されてしまい、近くでWi-Fiを探している人がいた場合に、登録されている名前が表示され

ることになります。

iPhoneの場合、《設定》→《一般》→《情報》→《名前》確認や変更ができます。

設定画面から一般を選択 情報を選択

名前（端末の所有者）の

情報が表示

変更するには、名前を選択

新しい名前を⼊⼒

やってみよう
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このニュースが気になる︕

性的な映像をばらまくと恐喝し、仮

想通貨で⾦銭を要求する迷惑メール

に注意
（独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機 (IPA)    2018年10月10日）

受信者の名誉を傷つけるような画像を持っていると脅しながら、画像の公開を止めるために

お⾦を⽀払うよう要求してくる迷惑メールが出回っています。このように名誉を損なうような

画像の所持を主張して被害者を操る⼿法は何年もの間使われてきました。

最近では、⽀払い⽅法としてビットコインを指定するネット詐欺（脅迫）メールが海外で流

⾏り、⽇本でも確認されています。

仮想通貨を要求する⽇本語の脅迫メール出回る︕
〜⽇本語を含めた多⾔語で拡散する脅迫メール〜

どんな背景
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� 事案の移り変わり

窓口に相談が寄せられ始めたころは、英語のメールがばらまかれていたようですが、9

月19⽇以降、⽇本語（機械翻訳されたものと推定）のメールがばらまかれるようになりま

した。
年 月 件数等 言語等

2018年3月 最初の相談 英語

2018年7･8月 30件 英語

2018年9月 263件 19⽇以降⽇本語を確認

� 主なメールの件名

確認されている詐欺メールの件名とその使用割合は、以下のとおりです。

どの件名も受信した人を慌てさせようとする内容が記載されています。

出典︓安⼼相談窓⼝だより（情報処理推進機構 (IPA)）
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181010.html

件 名 割合 件 名 割合

緊急対応︕ 17.8% アカウントの問題 5.7%

AVアラート 17.6% あなたの秘密の生活 5.7%

あなたの心の安らぎの問題。 16.8% あなたのアカウントは⻲裂です 2.7%

すぐにお読みください︕ 16.6%
私はあなたのアカウントをハッ

クしている
2.6%

セキュリティ警告 6.2% 緊急のメッセージ 2.6%

読んだ後に電子メールを削

除︕
5.8%

出典︓TREND MICROインターネットセキュリティナレッジ(is702)
https://www.is702.jp/news/3379/partner/12_t/

何があったの

何があったの
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� 恐喝メールの内容

確認されているメールの内容は、以下のようなものです。

• 私は国際的なハッカーグループの一員である

• あなたが成人向けサイトへの訪問の際に、あなたのPCは私が作ったウイルスに感染した

• 私はあなたPCのスクリーンとウェブカメラにアクセスできる

• 私はあなたが知られたら恥ずかしいプライベートの動画を遠隔操作で入手した

• 私はあなたのメッセンジャー、ソーシャルネットワーク、電子メールから連絡先を集め

たので、それを彼らに送信可能

• 送信可能送信されるのがイヤならビットコインで送⾦すること

• ビットコインの送⾦⽅法を知らないならGoogleで調べること

また、JPCERT/CCよりマルウェアへの感染を誘導し、仮想通貨を要求する脅迫メールが確
認されたことが発表されました（2018年12月11日時点では、英語のメールのみ）。
今後は自然な日本語で本文が記載されたものが配信されるようになることが予想されます。

これまで確認されてきた手口は、出会い系サイト上などで狙われた個人をだまして脅迫する

のに対し、今回の⼿⼝では、⼿間と時間がかかる⾏為を省き、メールのみで受信者を脅して仮

想通貨を⽀払わせようとする「⼈の脆弱性」を利⽤した詐欺⼿⼝となっています。

• 「⾃分の恥ずかしいプライベートが暴露されたら」と思うと、

気が動転して正常な判断ができなくなる

• 「ビットコインで社会的信⽤を無くさずに済むなら」と安易に考え、

仮想通貨を振り込んでしまう

何があったの

どうしてこうなった
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� メールを受信する前の対策

まず、詐欺の発端となる不審なメールを可能な限り⼿元に届かないようにするため、メール

のフィルタリング機能やプロバイダの迷惑メールフィルタリングサービスなどの対策を導入す

ることが重要です。

参考︓迷惑メール対策をはじめましょう（迷惑メール相談センター）

https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/index.html

また、今回のような脅迫メールが届いたとしても、この記事を読んでいる方はまずだまされ

ないと思いますが、最近スマートフォンやパソコンを利⽤し始めたお⼦さんや⼤⼈でもスマホ

などの操作に慣れていない方はどうでしょうか。こういった脅迫メールが届いたことそのもの

を、周囲の人に相談できないかもしれません。ぜひ、身近な方に注意喚起していただければ幸

いです。

� メールを受信した場合の対策

• 受信したメールは無視する

- メールは無視して仮想通貨の⽀払いは絶対⾏わないようにしましょう。

- 受信した場合には、削除しましょう。

• 記載されていたパスワードは念のため変更する

- 現在も使⽤している場合には変更しましょう。

- パスワードを使い回さないようにしましょう。

• リンクが含まれていた場合には、絶対にクリックしない

- 現時点で日本語での確認はされていませんが、今後はマルウェアへの感染に誘導

する日本語のメールでばらまかれる可能性があります。

• PCカメラを利⽤中以外はシールなどで塞ぐ

- 第三者にPCカメラを悪⽤される不安を打ち消すためには効果的です。

どうすればいいの

どうすればいいの
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• 安⼼相談窓⼝（情報処理推進機構（IPA））
性的な映像をばらまくと恐喝し、仮想通貨で⾦銭を要求する迷惑メールに注意
(2018/10/10)
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181010.html

• JPCERTコーディネートセンター（JPCERT/CC）
仮想通貨を要求する不審な脅迫メールについて(2018/8/2)
http://www.jpcert.or.jp/newsflash/2018080201.html
仮想通貨を要求する日本語の脅迫メールについて(2018/9/19)
http://www.jpcert.or.jp/newsflash/2018091901.html
マルウエアへの感染を誘導し、仮想通貨を要求する脅迫メールについて(2018/12/11)
http://www.jpcert.or.jp/newsflash/2018121101.html

• 日本サイバー犯罪対策センター
不正送⾦等の犯罪被害につながるメールに注意
https://www.jc3.or.jp/topics/virusmail.html

• Online Security(BBSS)
一ヶ月で約1,000万円!? 詐欺口座への振込み状況がネットで閲覧可能(2018/10/24)
https://www.onlinesecurity.jp/feature/20181024.html

• カスペルスキー公式ブログ
日本語を含めた多言語で拡散する脅迫メール(2018/9/20)
https://blog.kaspersky.co.jp/blackmail-asking-for-cryptocurrency/21616/

• So-netセキュリティ通信
「仮想通貨を要求する⽇本語の脅迫メール」出回る、騙されて送⾦しないよう注意
（2018/9/21）
https://security-t.blog.so-net.ne.jp/2018-09-21
「アダルトサイト閲覧」で脅す脅迫メールに新展開、ランサムウェアを配布(2018/12/4)
https://securitynews.so-net.ne.jp/news/sec_00011.html

• TREND MICRO インターネットセキュリティナレッジ is702
「簡略版セクストーション」による被害発⽣中、詐欺メールで⾦銭要求(2018/10/4)
https://www.is702.jp/news/3379/partner/12_t/
10月も継続した「セクストーション」スパム、総被害額は1,000万円を突破か
(2018/11/21)
https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19824

• naked security by SOPHOS
セクストーション詐欺の新たな手口(2018/7/13)
https://nakedsecurity.sophos.com/ja/2018/07/13/sextortion-scam-knows-your-
password-but-dont-fall-for-it/

関連URL
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このニュースが気になる︕
災害時無料Wi-Fi「00000JAPAN」の

悪用攻撃--政府が注意喚起
（ZDNet Japan 2018年07月09日 19時25分）

「00000JAPAN」(ファイブゼロジャパン)とは、地震や⽔害といった災害時に無料で開放さ

れる公衆無線LANサービスです。2011年3月に発生した東日本大震災をきっかけに、災害時の

通信の確保について検討、整備されたもので、2018年においては6⽉の⼤阪府北部地震、7月

の豪雨災害、9⽉の北海道胆振東部地震などでサービスが提供されました。

「00000JAPAN」って、使ったら危ないの︖
〜災害時の無料無線LAN〜

「00000JAPAN」はサービスを提供す

る通信事業者のアクセスポイントのSSID

を「00000JAPAN」で統一し、契約の有

無に関係なくだれでも無料で利⽤できる

ようにしたものです。

どんな背景
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「00000JAPAN」は緊急時における通信⼿段として利便性の確保を最優先にしていることか

ら、利⽤開始時の認証を⾏わず、誰もが利⽤できるようにしています。また、通信の暗号化を

⾏っていないので、悪意のある者が「00000JAPAN」利⽤者の通信の内容を盗聴する可能性が

あります。

このほか、悪意のある者が緊急時の通信手段

用として広く周知されている「00000JAPAN」

と同名の偽のアクセスポイントを作成し、偽の

アクセスポイントと気づかず接続した利⽤者の

通信の内容を盗聴する可能性もあります。

2018年7月9日、豪雨災害に伴いサービスが提供

されている状況のもと、内閣サイバーセキュリティ

センター（NISC）が「00000JAPAN」を悪用する

サイバー攻撃について、Twitterを通じて注意喚起を

⾏いました。

図︓内閣サイバーセキュリティセンターの

ツイッターアカウント（@nisc_forecast）
のツイート

何があったの

どうしてこうなった
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なお、前述した通り本物の「00000JAPAN」のアクセスポイントであっても、通信は暗号化

されていないので、盗聴される危険性があります。ID、パスワード、口座番号、暗証番号など

の⼊⼒が必要なサービスの利⽤は避けましょう。どうしても利⽤したい場合は通信を暗号化す

るVPNソフト（VPNアプリ）を利⽤しましょう。

災害時以外でもコンビニエンスストアなどで提供されている公衆無線LANの中には通信が暗

号化されていないものがあります。普段からVPNソフト（VPNアプリ）を使えるようにしてお

くとよいでしょう。VPNソフト（VPNアプリ）は、無料のもの、有料のもの、各種あります。

使⽤⽅法もそれぞれ異なるので、ご⾃分で使いやすいと思うものを選びましょう。

また、通信インフラが復旧した場合など「00000JAPAN」の使⽤を終了する時は、

「00000JAPAN」への自動接続設定をオフにしておきましょう。自動接続設定をオフにするこ

とにより、「00000JAPAN」になりすましたアクセスポイントへの接続を防止することができ

ます。

「00000JAPAN」を利⽤するためには、使⽤する地域において同サービスが提供されている

ことが必要です。サービスが提供される場合はテレビなどで報道されることがあるほか、サー

ビスを提供する通信事業者のホームページなどで提供エリアを確認することができます。また

避難所や役所などにおいては「00000JAPAN」が利⽤可能である旨の掲⽰がされている場合も

あります。

もしサービスが提供されていない地域で、使用できるアクセスポイントとして

「00000JAPAN」が表示されたら、偽のアクセスポイントの可能性があります。

また「00000JAPAN」と混同するようなSSIDのアクセスポイントにも接続しないようにし

ましょう。

どうすればいいの

どうすればいいの
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• 災害時無料Wi-Fi「00000JAPAN」の悪用攻撃--政府が注意喚起
（ZDNet Japan）
https://japan.zdnet.com/article/35122178/

• 災害用統一SSID「00000JAPAN」の紹介
（Wi-Biz office – YouTube）
https://www.youtube.com/watch?v=mWIzxxcMLP4

• 00000JAPAN等により無料開放された無線LANの利⽤について（注意喚起）
（総務省）
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000125120.html

• これだけはやっておきたい︕「無線LAN情報セキュリティ3つの約束」
（政府広報オンライン）
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/1.html

• Wi-Fi利⽤者向け簡易マニュアル
（総務省） ※PDF
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/cmn/wi-fi/Wi-
Fi_manual_for_Users.pdf

「00000JAPAN」の使⽤終了後に⾏う「00000JAPAN」への接続設定の解除については、
以下を参照してください。

• 災害時に誰でも使える無料Wi-Fi「00000JAPAN」の使い方や注意点
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20180807/2402

• 無線接続プロファイルの削除方法 - アンサー詳細
（BUFFALO バッファロー）
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16235

関連URL
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■SMS（Short Message Service）

ショートメッセージサービスとは、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。

■SNS（Social Networking Service）

ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、社会的”つながり”を利⽤するサービスで、

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。

■SSID 

Service Set Identifierの略。無線LANのアクセスポイントを識別するための名前。同じ空間

に複数のアクセスポイントがあった場合、混線を避けるために名付けるもの。名前の⻑さは英

数半角文字で最大32⽂字で⼤⽂字と⼩⽂字は識別されます。

■VPNソフト（VPNアプリ） 

Virtual Private Network（仮想プライベートネットワーク）ソフト。利⽤者のPCやスマホ

などと接続先との間の通信を暗号化し、安全な接続をするためのソフトウェア。 

■イグゼンプラー効果

TVのニュース番組などで放送される街頭インタビューや、通信販売の商品対する芸能⼈や利

⽤者から寄せられたコメントなどは、その⼈からの実際のことばと感じて、それを⾒ている私

たちは、単なる情報だけの場合よりも信用しやすくなる傾向にあります。

用語解説
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■スパムメール

広告や勧誘などの営利目的で、受信側の承諾を得ないで無差別に⼤量に送信される迷惑メー

ルのことです。

■セクストーション

性的⾏為という意味の「SEX」と恐喝という意味の「EXTORTION」を合わせた造語であり、

インターネット上で「出会った」異性に対して性的⾏為の写真や動画を撮らせ、その公開を材

料に脅迫を⾏う⼿⼝です。

■マルウェア

マルウェアとは、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）」を組合わせたものです。マル

ウェアには、コンピューターウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェアなどがあります。

■ランサムウェア

ランサムウエアとは、マルウエア（悪意のあるソフトウエア）の⼀種で、「⾝代⾦」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、データ

回復のために「⾝代⾦」を要求するソフトウエアです。⾝代⾦要求型不正プログラムと表現さ

れることもあります。

用語解説
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記事のレビューに加えて執筆もさせて頂き、
分かりやすく説明することの難しさを実感し
ました。いたずらや詐欺が巧妙化し、対応も
複雑になっているように感じます。本冊子は、
そんな難しいトラブルにも安全に対処できる
ように分かりやすく説明されています。是非
ご活用ください。（飯田）

本冊子のレビューを担当しました。身近で起
こりうることばかりですので、知識の向上や
まわりの人に教えるために本冊子を活用して
いただければ幸いです。（小倉）

SPREAD的 気になるニュースの記念すべき5
冊目の制作に参加できて、感無量です。最初
は少ない人数で、色んな工夫をしながら1冊
にまとめあげたことを思い出します。気にな
るニュースWGのみんなでワイワイ協⼒して
作ったこの1冊が、みなさんのサポーター活
動のお役に⽴ちますように。
（貴島）

去年の5月から本WGで活動させていただい
ています新人(?!)です。^^;
日々のネタ探し、ブログの作成、期末にはま
とめて冊⼦として発⾏したり。
たいへんではありますが、多くの方々の手元
に届き、活用していただけると思うといっそ
う⼒が⼊ります。
（薩摩）

スキルアップ支援WGを代表し、SPREAD勉
強会で学んだ内容を活かして執筆させていた
だきました。今後の皆様のサポーター活動に
ご活用いただければと思います。（東）

今年も気になるニュースを発⾏できる運びと
なり大変うれしく思っております。
毎年、年末から題材の選定と執筆をおこない、
なんとか冊子を作成していましたが、今回は
ブログで発表した記事をベースにできたこと
で例年よりは少し楽なかんじでした。
改めて毎月発信している意義を感じることが
出来ました。
今回の冊子も、皆様のサポーター活動に活用
いただけたらと思います。(斯波）

今年もようやくこの冊⼦をお届けできること
になりました。この冊子＆ブログがサポー
ターの皆様の活動のお役に⽴てれば幸いです。
これからも「気になるニュース」の作成は続
きます。皆様も⼀緒に作りませんか︖メン
バー絶賛⼤募集中です︕
（鷲尾(則)）

皆様のお役に⽴てるようWGメンバーが時間
を割い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︖
（鷲尾（直））

毎月のミーティングや日々のオンラインでの
情報のやり取りが徐々に形になり、冊子とい
う「もの」に変わっていく過程は大変楽しい
ものでした。
「SPREAD的 気になるニュース」はリモー
トでも参加できます。次号はあなたもメンバ
に加わりませんか。（田中）

編集後記



2018年は注目を集める⾃然災害が多く発⽣しました。

災害時の情報収集などでITが活用されることが当たり前になりましたが

SNSなどで偽の情報が広まるなど混乱を招く事態も発生し続けています。

今回も、宅配業者を装った詐欺や⻘少年のネットトラブル、公衆無線

LANに関するニュースなど私たちの身近にある問題の他にも、AirDropを

利⽤した迷惑⾏為など、新たに注目された話題も取り上げています。

便利な機能が増えてくるなか、被害に遭わないようにするには、利⽤

シーンや利⽤⽅法など正しい知識やルールを知ることが必要です。

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、皆さんの正しい理解の助けとなれば幸い

です。

一般社団法人セキュリティ対策推進協議会(SPREAD)

SPREAD的 気になるニュース 作成ワーキンググループ

斯波 彰

おわりに




