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第

1章

まずは情報セキュリティの基礎
を固めよう
サイバー攻撃はどうやって防いだらいいのでしょうか？

政府および関係機関では、セキュリティを固める基礎的指標と

して、一般国民向けには NISC
（内閣サイバーセキュリティセンター）
が
「情報セキュリティ対策 9 か条」
を出しています。一方、企業向
けには IPA
（情報処理推進機構）が「情報セキュリティ5 か条」を出
しています。

この本をお読みのみなさんは、一般国民とセキュリティ担当者

がいる企業の中間に位置しますので、この二つを組み合わせる形
でセキュリティを守ることを目標としてみましょう。
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まずは情報セキュリティの
基礎 8 項目を理解しよう

攻撃者
（悪意のハッカー）による攻

撃を防ぐには、まずはパソコンやス

マホの基本的なセキュリティを固め、

① OS やソフトウェアは常に
最新にしよう！

②ウイルス対策ソフトを導入しよう！

また、トラブルが発生したときの対
処手段を知ることが重要です。

現在、政府系機関が掲げるサイ

バーセキュリティ対策の指針として
は、一般国民向けに NISC（内閣サイ

バーセキュリティセンター）が「情報
セキュリティ対策 9 か条」
を、企業

向けには IPA（独立行政法人 情報処
理推進機構）
の
「情報セキュリティ5

か条」を出しています。本ハンドブッ

クはこの中間に位置し、セキュリティ
担当者がいない小さな会社や NPO

向けに作られているので、この 2 つ

OS やソフトウェアを
最新に状態にする理由
は、最新の攻撃情報へ
の対策が盛り込まれて
いるからです。

OS だけ
で防ぎき
れないと
きの保険
として対
策ソフト
も導入を。

③パスワードを強化しよう！

マルウェアなどによるサイバー攻撃だけでなくて、ID
とパスワードを破って正規の利用者のふりをして、パソ
コンや IT 機器を乗っ取ることも可能です。だから、破ら
れないために安易なパスワードは使わず、十分に長くて
複雑なものを使いまわしせずに使いましょう。

を包括する形で 8 つの基礎的項目に

④共有設定を見直そう！

まとめ、解説していきます。

なお、各指針の対比は右頁下の表

を参照して下さい。

を保存するのは便利

項目は IPA の指標から見ると 3 つ

だけど、共有設定を
きちんとしないと、

が加わった形になっています。IPA

他人からデータや写
真が見放題になって

の指標は対策をはじめる端緒として

しまうのだぞ！

最も基本的な事項に絞られており、
巧妙な攻撃の場合は防ぎきれないこ

⑤脅威や攻撃の手口を知ろう！

ともあるため、それを前提に、また
攻撃されたらどうしたら良いか、対

攻撃を防ぐ一番の方法は攻撃者
の攻撃方法を知り、それに対策を
立てることです。
しかし、その情報は日々新しく
なっていくので、OS やソフトをアッ
プデートするように、人の頭の中
のセキュリティ知識も、最新攻撃
情報を収集してアップデートして
いきましょう。

策を立てる必要もあるからです。

●情報セキュリティの 8 項
目の概略
まず
「① OS *1 やソフトウェアは常

クラウドストレー

ジサービスにデータ

に最新の状態にしよう」
とはいわゆ

呼ばれる弱点が日々見つかっていま

見されていない」だけ。OS やソフト

IT 機器にはセキュリティホールと

れは
「ただセキュリティホールが発

用アップデートを常に適用し続け、

るアップデートのことです。

す。一見、大丈夫そうに見えてもそ

ウェアメーカーが提供している修正

*1 OS: オペーレーティングシステム。パソコンやスマホの基礎的ソフトウェアで、機器の操作画面を提供するもの。各種ソフトウェアやアプリはこの上で動作する。
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攻撃の糸口となる穴を塞ぎます。

「②ウイルス対策ソフトを導入し

よう！」
を実行すると、こういった
ンを乗っ取るマルウェア
（≒ウイル

⑦人間にもセキュリティホー
ルがあることを知ろう！

⑥常にバックアップを取ろう！
外付け記憶装置

第１章

セキュリティホールを突いてパソコ

第1章

ス）を検知し、その侵入を防いでく

れます。この対策ソフトも、攻撃者
の新たな手段に対抗するため、常に
更新し続ける必要があります。

「③パスワードを強化しよう！」。

IT 機器やインターネットサービスの

乗っ取りは、マルウェアを使った攻

セキュリティの穴は人間の心にもあいて
います。攻撃者はどちらも攻撃してきます。

たとえ攻撃されても、適切にバックアッ
プしておけば、すぐに復旧できます。

⑧困ったら各種相談窓口にすぐ相談しよう！

撃に限らず、攻撃者が流出情報など
から ID とパスワードを入手し、こ

れを使って行われることもあります。
そのため、安全に保管することによっ

て流出による被害を防ぎ、推測しに
くいように強化し攻撃を防ぎます。
「④共有設定を見直そう！」
は、例

えばインターネット上に重要なファ

攻撃されたとき、どうしたらいいか分からないからとそのまま放置せず、相談窓口に相談しましょ
う。また、実質的な被害が出ている場合は、警察などの関係機関に報告した方がいい場合もあ
ります。いざというとき慌てないように、あらかじめ連絡先を調べておきましょう。

イルを保存しておいた場合、これを

本書 8 項目と「情報セキュリティ5 か条」
「情報セキュリティ対策 9 か条」

いると、パスワードによる保護など

1．① OS やソフトウェアは常に
最新の状態にしよう！

うっかり誰でも見られる状態にして
も効かず、容易に盗まれてしまいま
す。そういった情報流出を起こさな
いために、ファイルの共有設定を確

IPA 情報セキュリティ5 か条

2．②ウイルス対策ソフトを導
入しよう！

認することで情報を守ります。

3．③パスワードを強化しよう！

とは、攻撃者が常に新たな攻撃手段

4．④共有設定を見直そう！

「⑤脅威や攻撃の手口を知ろう！」

を開発するのに対抗するため、情報
収集を怠らないことです。

●＋ 3のセキュリティ向上
そして
「⑥常にバックアップを取

ろう！」
は、正常な状態のファイル

を複製して保管しておくことで、仮

NISC 情報セキュリティ対策 9 か条

1．OS やソフトウェアは常に最新の状態にしてお
こう
5．ウイルス対策ソフトを導入しよう

2．パスワードは貴重品のように管理しよう

3．ログインIDとパスワード絶対教えない用心深さ

8．外出先では紛失・盗難に注意しよう
（紛失に備
えてパスワードで保護しよう）

5．⑤脅威や攻撃の手口を知ろ
う！

4．見に覚えのない添付ファイルは開かない

⑥．常にバックアップを取ろう！

7．大切な情報は失う前に複製しよう

⑦．人間にもセキュリティホー
ルがあることを知ろう！
⑧．困ったら各種相談窓口にす
ぐ相談しよう！

6．オンラインショッピングでは信頼できるお店を
選ぼう

9．困ったときは一人で悩まず、まず相談

守るべき項目がなるべく少なくなるように、二つの指標をまとめて、○付きの数字の項目に
集約しています。網掛けの部分はこのために本書が新しく起こした項目です。

に攻撃を許して重要なファイルを失っ

ルがあることを知ろう！」
で、心理

を実行できるように、IPA などの相

元することにより、被害を軽減します。

対処できないときに「⑧困ったら各

遭ってもお手上げになってしまわな

てしまっても、バックアップから復
次に「⑦人間にもセキュリティホー

的な弱点を学び、さらに自分だけで

種相談窓口にすぐに相談しよう！」
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談窓口をあらかじめ調べて、被害に
いように備えましょう。

1

1

① OS やソフトウェアは
常に最新の状態にしよう!

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、

本体も OS もセキュリティソフトも重要ソフトもアップデート
本体のファームウェアも
アップデート

OS と基本ソフトもアップデート
Windows

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

ファームウェア

Windows Update
画面

mac OS

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

mac OS
Update 画面

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します。

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。

重要ソフトもアップデート

Microsoft Office

W
P

X

N

また、機器そのものの基本プログ

Adobe
Flash
Player

Adobe
Acrobat
Reader DC

セキュリティソフトも
アップデート

ウイルス定義
ファイル

Oracle
Java

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

Google Chrome
Mozilla Firefox
など
追加された
ウェブブラウザ

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。

ここであげられている重要ソフトは、社会でいえば鉄道や電気ガス水道のような社会イン
フラに相当し、そのためほとんどのパソコンで利用されています。
社会インフラがテロ攻撃などで狙われやすいのは、攻撃者が少ないコストで多大な影響を
与えることができるからで、こういった重要ソフトが狙われやすいのも同じ理屈なのです。
ですから、利用する側も重要ソフトのアップデート
（更新）
があったら速やかに適用して、
攻撃者が攻撃できないようにしましょう。インストールしてあるが使っていない重要ソフト
は削除（アンインストール）
してしまってもいいでしょう。
別項目でも登場したボットネットも、そもそも攻撃して乗っ取れる機器がなければ成立しな
いように、攻撃できる穴を作らない一人ひとりの行動が、安全なインターネットを作るのです。
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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。

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

Google Play ストア
セキュリティアプリ
App Store
アップデート画面
アップデート画面
アップデート画面
Google Play ストア
セキュリティアプリ
App Store
アップデート画面
アップデート画面
アップデート画面

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

Android

iOS

Android

iOS

あるのかと、更新の手順を確認して
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

スマホの本体ソフト更新（ソフトウェア）や
OS 更新も忘れずに
スマホの本体ソフト更新（ソフトウェア）や
Android ファーム
ウェア更新画面
Android ファーム
ウェア更新画面

OS 更新も忘れずに
Android OS
更新画面
Android OS
更新画面

iOS
OS 更新画面

iOS
OS 更新画面

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

ネットにつながる IT 機器 (IoT 機器 ) もファームウェア更新や
管理者用初期 ID とパスワードの変更をしておくこと

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。

無線 LAN
アクセスルータ

ネットワーク対応プリンタ

監視カメラ

IoT 機器のファームウェアの更新は、通常はウェブブラウザで本体にアクセスして行います。
このときの管理者用 ID とパスワードは、必ず購入時の初期のものから変更しておきましょう。
同じ機種で共通だった場合など、不正アクセスされ乗っ取られてサイバー攻撃に使われます。
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第１章

スマホの場合、比較的アップデー

アプリやセキュリティソフトの更新は
基本的に自動更新にしつつ、まめにチェック

1

2

②ウィルス対策ソフトを
導入しよう!

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

単純なウイルス検知ソフト

ウェア。単純なウイルス検知ソフト、
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。

ウイルス検知ソフト

パソコン

アウトォ！

手配書方式とは、あらかじめ検出

ちょっと変わってい
れば手配書をスルー
できるよ！

スルー

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

No Match ！

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、攻撃

のターゲットごとに送信するマル

ウェアを微妙に変えたり、狙いを定

進化したセキュリティソフト
（総合セキュリティソフト。
ふるまい検知、ヒューリスティック分析あり）
総合セキュリティソフト

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
りつつあります。

フトでは
「手配書」
方式に加えて、パ

④隔離

ソコンに入ってしまった後も監視を
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

手配書が間に合わないゼロデイ攻撃も
ウイルス検知ソフト

が出てきています。これにより未知
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

パソコン

No Match ！

のマルウェアにもある程度は対処で
きるわけです。

③あやしい
行動をした
ら

②監視して

そこで最近の総合セキュリティソ

除を行う、
「ふるまい検知」や、機能

①セキュリ
ティソフト
をすり抜け
て入っても

No Match ！

方法では見つけ出すことが困難にな

続け、不審な行動を取れば隔離や駆

パソコン

新しい
手配書です～！

新しい機能を
インターネットから
運び入れる

リティホールの発覚後、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

な対抗措置がほとんどありません。

ティソフトを導入することには多く

わないので、現状では決定的に有効

としてもパソコンに総合セキュリ

てパソコンの守りを固めましょう。

す。この場合は手配書なども間に合

しかし、そういったことを加味した
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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
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

携帯電話会社

ウイルス
メール
チェック

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

プロバイダ

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
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

不正アプリ
スキャン

月額制で提供

総合セキュリティ
パッケージ

上記のようなサービスをまとめて複数台に月額制で提供

携帯電話会社からはセキュリティ関係の機能がパッケージ化されて提供され、インターネットプ
ロバイダも同様のサービスを提供しています。自分が求める機能があるかを精査して、必要性を感
じる場合は導入を検討しましょう。

スマホの改造をしてはいけません
メーカーのセキュリティ設計
SECURITY WALL

ストールしてしまったりした場合の
検知や、詐欺メールの検知、不正な

個人情報
危険な
流出
ウェブサイト
チェック
ブロック

迷惑
メール
ブロック

公式ストア等

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

iOS

Jail

B

re

に導入したいかもしれません。

ot

化

ro

般にかかわるサポート機能を補助的

ak

流出チェックなど、セキュリティ全
Android

スマホのセキュリティ思想は、メーカーが想定する利用方法を守っていることが前提条件です。
「root
化」
や
「JailBreak」といったソフトウェアの改造は、規約違反である場合もあり、セキュリティ上も
脆弱になるので非常に危険です。やってはいけません。

スマート家電や IoT 機器の中にはパソコンやスマホがある？

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

ルータ

スマート冷蔵庫

スマート炊飯器

Linux？

Android？

Windows？

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。
P58 も参照して、万全の対策を講じ

ていきましょう。

スマート家電や IoT 機器は一見ただの機械に見えて、実は内部に Linux というコンピュータシス
テムや、Android、Windows マシンが入っています。乗っ取られ、サイバー攻撃に利用されるな
どの可能性もあるので、なんらかのセキュリティ対策が必要です。
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第１章

あり、設計思想自体により多くセキュ

必要性を感じるなら、スマホには
セキュリティパック導入を検討しよう

1

3

③パスワードを強化しよう!

パスワードの安全性を高める

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
法のほかに、なんらかの手段で ID

とパスワードを解明し、サービスや
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

ログイン用パスワードは英大文字小文字＋数字＋記号で 10 桁以上
「ログインに使うパスワードは、英大文字小文字＋数字＋記号で 10 桁以上」の理由

「数字のみ」
の 10 乗だと→ 100 億通り

（英大文字小文字＋数字＋記号（88 個として））の 10 乗だと→
約 2785 京 97 兆 6009 億通り
数字だけで 10 桁と、英大文字小文字＋数字＋記号で 10 桁では雲泥の差がある。
そしてこれほど多量な組み合わせは、機械入力でも事実上突破不可能。

英大文字小文字＋数字＋記号混じりの組み合わせ数

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

アルファベット
（大）
＋アルファベット
（小）
＋数字＋記号
（例）
26
＋
26
＋
10 ＋ 26 ＝ 88
数字 英大 英小 記号 合計
文字 文字
10

10

10
10

26

26
26

10

26
26

36

26

62

88

5
数

数英

数英大小

数英大小記

6
100,000

60,466,176

916,132,832

5,277,319,168

7

8

1,000,000

10,000,000

2,176,782,336

56,800,235,584

464,404,086,784

9

78,364,164,096

3,521,614,606,208

40,867,559,636,992

100,000,000

2,821,109,907,456

218,340,105,584,896

3,596,345,248,055,296

10
1,000,000,000

101,559,956,668,416

13,537,086,546,263,552

316,478,381,828,866,048

10,000,000,000

3,656,158,440,062,976

839,299,365,868,340,224

27,850,097,600,940,212,224

てるまでに膨大な時間がかかるよう

と 62 通り、これに 26 文字の記号を

て防ぐのです。

には 1 桁の文字の種類と桁数による

れに桁を増やして、累乗で組み合わ

力ごとに遅延がかかるので、英大文

にするのが一番の防御手段で、それ
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

２

入れると約 88 通りになります。こ

ログイン用パスワードであれば入

せを増やすわけです。

字小文字＋数字＋記号混じりで 10 桁

ければいつかは成功するのですが
「時

し、より組み合わせ数を増やし安全

総当たり攻撃は、理論上攻撃し続

間がかかり事実上不可能な状態」
にし

以上を安全圏として推奨します。しか
性を高めるにこしたことはありません。

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

れを複数のサービスや機器の間で使

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

同じパスワードを使い回さない。似たパスワード、
法則性のあるパスワードも×
白うさ
ネットワーク

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。

×使い回し

おさるさん
銀行

白うさ
おさるさん
ネットワーク 銀行
PASSPPOI
PASSPPOI

×おしりだけ違う PASSPPOI1
×法則性あり
USAGIPPOI
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PASSPPOI2
OSARUPPOI

三毛猫
電気

三毛猫電気
PASSPPOI

PASSPPOI3
NEKOPPOI

たこ
クレジット

たこ
クレジット
PASSPPOI

PASSPPOI4
TACOPPOI

1 個漏れたら
一網打尽
推測しやすい
法則性がばれ
たらおしまい

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

３

第1章

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長

さを持ったパスワードは、総当たり
しかし、適切に管理しておかず、別

パスワードを書いたファ
イルがデスクトップに

の方法で盗まれてしまってはひとた
まりもありません。

ログインパスワード
なんだっけ？

第１章

攻撃では突破されにくくなります。

パスワードを使用する場所に置かない。パソコンの中も×

パスワードを
書いたふせん

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

ポスターのように紙に
書いて壁に貼る
オフィスの中ならば外の人は見ないと判断するのは×。出入りの業者が見たり、外か
ら双眼鏡で見たりすることもできるのです。内部の人間が勝手に使うリスクもあります。

パスワードは紙のノートに書いて保管するか、
パスワード管理アプリで守る

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

ショッピングは
××××

サービスを利用してしまうかもしれ
ません。それにノートパソコンなら

銀行は
△△△△

ば本体ごと盗まれることもあります。

あれのパスワー
ドは……？

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紙

のノートに書いてパソコンとは別に

パスワード管理ノート
（物理）

白うさネットワーク

三毛猫電気

おさるさん銀行

たこクレジット

パソコンやスマホとは別に保管

❶ ID パスワードを
記録しますか？

法です。なお、後者の場合、クラウ
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。

❸

ん銀

行

スタンドアロンアプリで保管

いちいち入力

❷ が面倒なので
「YES」と

パスワードなどの自動入力は便利ですが、仕事場などであなたがパソコンをロックし
ないまま席を離れると、他人が各種サービスにログインし放題になります。

（P114 参照 ) や指紋認証＋暗号化で

理する場合リスクはありますが、こ

落としても、簡単に他人が使ったり

ういったアプリは後述の PIN コード

るさ

ブラウザに保管され、
次回以降自動入力

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

白う
さネ
ット
ワー
ク

おさ

ウェブブラウザの自動入力にパスワードを覚えさせない

パスワード管理アプリを利用する方
熟考し、過去に情報流出にまつわる

パスワード
管理アプリ

クラウド保管＝ダメというわけではなく、それは利便性との兼ね合いです。アプリの
バグや過去のトラブルは、アプリ名＋
「トラブル」
などで検索します。

保管する方法。もう一つはスマホの
ドでデータを保管する機能の利用は

クラウドサーバ

ただ、管理しているパスワードは、

情報がガードされます。盗まれても

必ずバックアップするのを忘れない

することはできません。

が戻るとは限りませんから。
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ようにしましょう。落としたスマホ

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や、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、こういった個人にまつわる
情報は SNS が普及した今、ネット

上で簡単に見つけられることもあり、

秘密の質問にはまじめに答えない。答えは使い回さない
Q. あなたの小学校は

秘密の質問
Q.あなたの小学
校はなんてい
うの？

○○小学校、
△△中学校卒業

秘密の質問は SNS
やネットで答えが
見つけられる場合
もあり、まじめに
答えるとセキュリ
ティホールになる

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、
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

A.新居浜 4 区
Q. お兄さんの名前は？
A. ネオ・イコン・
エピファネス

多要素認証やログイン通知でセキュリティを向上

第 1 要素

第 2 要素

ID: ○○○○
PASS: △△△△

多要素認証

ID: ○○○○
PASS: □□□□

ハードウェア

おさるさん
銀行

振り込み暗証
番号入力

顔認証

ログイン通知

ID: ○○○○
PASS: ＊＊＊＊
ログイン
あり

トークン
ソフトウェアトークン
（ワンタイムパスワード）
（ワンタイムパスワード）

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

Q. 生まれた街は？

答えは
○○小学校か

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。

A.いちごババロア
抹茶風味

USB セキュリ
ティキー

ログインメール通知

白うさ
ネットワーク

ウェブ
サービス

ログイン
パスワード入力

生体認証を使う

全に行うために、二要素以上を使っ

指紋認証

PIN コードを
盗み見できない…

て認証作業をする多要素認証などの
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

インがあったときにメールで利用者

し悪しですが、肩越しの盗み見など

時に利用者に入力させます
（メール

あれば活用しましょう。

は強い機能でもあります。

クンや生成アプリで作り、ログイン
や SMS・ショートメッセージを利用

する方式もありますが、これらは安
全面で非推奨です）
。

そ の ほ か に も、USB セ キ ュ リ

ティーキーなど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

に通知を送る機能も存在するので、
また、最近の機器では 3 次元の立

よる暗証番号（PIN コード）の盗難に

なお、生体認証はたいていは通常

体的な顔形状や、虹彩・指紋で本人

の PIN コードの入力の替わりなので、

生体認証機能もあります。

コード入力に戻ります。本体を盗ま

確認をして機器のロック状態を解く、
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
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ス マ ホ で は 失 敗 す る と 通 常 の PIN
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。

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

第1章

コラム：パスワードはどうやって漏れるの？ どう使われるの？
マルウェアに感染
したパソコンなど
から抜き取り

❸

サービスを提
供するサーバ
を攻撃

ID とパスワードを
大量抜き取り

❷

暗号化されていない
通信から抜き取り

攻撃者に ID とパスワードが漏えいする事
態は、機器がマルウェアに感染したり、自
分が通信する過程で抜き取られたりするほ
かに、利用しているサービス側からも流出
するケースもあります。
ニュースや通知でサービス側から流出が
判明した場合は、速やかにパスワードを変
更するなどの対応を取りましょう。

攻撃者は入手した ID とパスワードを使い、さまざまなサービスを乗っ取れるか試す
このパスワード、
他のサービスで
使えないかな？

あなたのパソコン

サイバー攻撃

ウェブサービス、クラウド
ストレージサービス、ウェブメール
白うさ
ネットワーク

オンラインバンク
おさるさん
銀行

SNS

私 た ち が パ ソ コ ン や ス マ ホ、

あるいは SNS やウェブ上のサー

ビスを利用するときに入力する
ID やパスワード。サイバー攻撃

で こ れ ら の 情 報 を 盗 ま れ る と、
かなり深刻な被害を起こしかね
ないものです。

カード会社
たこ
クレジット

ID とパスワードをなんらかの手段で手に
入れた攻撃者は、これをどこか別のサービ
スで使えないかさまざまな方法で試します。
こういった攻撃を成功させないために、
パスワードの使い回しや、似たパスワード、
パターンのあるパスワード、個人情報など
から推測できるパスワードを利用するのは
やめましょう。

インターネットショッピング
三毛猫
電気

られてしまうケース。そして、ウェ

場所で試します。

するために控えとして持ってい

スの間で ID とパスワードを使い

よって盗み取られ漏えいするケー

のパスワードを使ったりしてい

ブサービス側でログインを認証
る ID やパスワードが、攻撃者に
スなどがあります。

先ほど説明しましたが覚えて

では実際はどのように漏れて

おいてほしいのは、自分がマル

一つには、自分のパソコンな

漏れてしまうケースがあるとい

しまうのでしょう？

どがマルウェアに感染し、その
マルウェアがパスワードを盗み

取って攻撃者に送信するケース。
次に、ウェブサービスなどにロ

回していたり、あるいは似た形
ると、これらのサービスのアカ

ウントを一気に乗っ取られます。
乗っ取られると、あとはオン

ウェアなどに感染していなくても、

ラインショッピングで勝手にも

うことです。したがって ID やパ

は送れなくてもなんらかの送金

スワードを普段入力していない

から安心、ともいい切れません。
そして ID とパスワードを盗み

グインするときに、私たちが利

取った攻撃者は、それを使って

までの経路上のどこかで盗み取

が乗っ取れないか、さまざまな

用する機器からウェブサービス

あなたが複数のウェブサービ

どこか別のウェブサービスなど
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のを買われてしまったり、現金
シ ス テ ム が 利 用 で き る 場 合 は、
それを使ってお金を奪い取られ
たりされてしまうわけです。

もしパスワード流出が判明し

たら、まずはすぐにパスワード
を変更しましょう。

第１章

❶

さまざまな ID とパスワードの漏えいパターン

4

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、機密性を

共有設定ってなんだろう？

閲覧できる、編
集できる、作成
消去できます

閲覧だけです

保つために必要な設定です。

共有設定には、ファイルの管理を

例にあげれば、単純に見られるか見

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

物理的な手帳は、それが誰の持ち物で誰にも見せていいかといったことは、特に意識せずに使っ
ています。しかし、ネットワーク上にあるファイルなどは、特に設定しない場合は、
「基本的
に誰でも見られる」状態になっているので、それでは困る場合、これに対してアクセスを制限
する権限を設定する必要があります。それらが
「所有」
「編集」
「閲覧」
の権限です。

のような媒体にコピーしなくても受

SNS の共有設定

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

SNS 上に投稿した情報も、基本がオープンな SNS の場合、そのサービスに登録している人
すべてが見られる
「一般公開」
の状態になっています。それが嫌な場合は、投稿内容やプロフィー
ルに対して
「公開範囲」
を設定する必要があります。ただし、SNS では限定公開していても、
誰かがその内容をコピーして改めて一般公開すると、すべての人が見られるようになります。

例 え ば SNS へ の 投 稿 で あ れ ば、

トな写真などをインターネット上の

まで」
「友だちの友だちまで」
「（一般）

プロードしておいたのに、間違って

が多いようです。つまり、どこまで

公開範囲として「自分だけ」
「友だち

設定するわけです。

公開」などがあります。プライベー

の人が見たり開いたりしていいかを

32

ファイルストレージサービスにアッ
一般公開にしていると、全世界の人

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

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、

第1章

機器の共有設定
監視カメラ

ネットワークプリンタ

パソコン

NAS

無線 LAN
アクセスルータ

スマートロック

第１章

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

社員
管理者

社員
その他

退職者

攻撃者

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

会社や団体の事務所で使用する機器も、ネットワークに繋がっている場合、基本的には誰
でも利用できる設定になってることが多いのです。したがって特定の人のみが利用できるよ
うにしたい場合は、それぞれの機器および利用者に対して権限を設定する必要があります。
建物などの立ち入りに IT 機器による権限を設定している場合は、異動や退職などによって
その人物の権限が変更されたり失ったりした際に、それに合わせてきちんと権限を変更するか、
権限を執行するためのカードなどを回収しなければなりません。
これを怠ると、退職者が勝手に建物に立ち入ったり、あるいはなんらかの方法で攻撃者が
そのカードを入手すると、なんの工作もしないで建物に侵入してしまえます。
また、機器に対する資格設定をしていない場合、攻撃者が無線 LAN 経由などで建物内の
LAN に侵入した場合、各種機器やファイルを管理している NAS などに、なんなくアクセスし
てしまえます。複数の人が働く職場ではこういった権限設定は特に重要です。

がシステムをクラッキングした上で

を突くソーシャルエンジニアリング

ます。なお、攻撃者は人間の心の隙

防犯システムの業者のふりをして、

建物に物理的に侵入することもあり

で社員をだまし、例えば建物管理や
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堂々とやってくるかもしれないので

そちらも注意しましょう。人間の心
理も攻撃の対象なのです。

1

5

⑤脅威や攻撃の
手口を知ろう!

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
ことわざ

らず」
という孫子の諺がありますが、

サイバーセキュリティ上、危うい状
況に陥らないためには、自らのセキュ

リティ環境が脅威にきちんと対応で

攻撃者の攻撃手段を知ることで学ぶ

なるほど
仕事のメールに
なりすますのね

こんにちは！
お仕事の
メールです

きてるか知り、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。

それを理解できれば、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

てサイバー攻撃の危険性
（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。

セキュリティ企業のブログやセキュリティ系のウェブ記事を見ていると、攻撃者の新しい
攻撃手段について、かなり素早く教えてくれます。ニュースをキャッチするほかに、それが
どういった意味を持つのか知りたい場合は、セキュリティー系ブログや記事が参考になります。

公的機関、OS 企業、セキュリティ企業の情報を聞く
新しい
セキュリティの
法律です

では、どのようにしたら情報を入

今年の 10 大
ニュースです

アップデート
です

ランサム
ウェアの
傾向です

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
いので、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

本当にヤバいサイバー攻撃が発生するとこんな感じに
欧州でランサム
ウェアが猛威！

どのアカウントです。ただし、その

ランサムウェア
が日本で見つかっ
た！

セキュリティソ
ランサムやばい、 フトでランサム
とりあえずこう
が検知できない
対処して！

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
報も多くあります。

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

上図に書かれているようにして、広範囲にアンテナを張ると、本当にヤバい攻撃が発生し
た場合は、各種ソースがその性格にかかわらず、一斉に同じ話題について発信し始めます。
記事を理解するだけでなく、こういった波を肌で知ると、攻撃の危険度を察知し身構えたり
回避策をとったりできます。

ば、大規模なサイバー攻撃の兆候や
セキュリティホールの発覚をいち早
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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。

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

２
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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

RSSってなんぞや

なく、世界で起きているサイバー攻

テンプレ

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

リッチ

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

更新情報を抜き出した
感じ

RSS とは平たくいえば、ウェブサイト上の更新情報を、見出し、もしくは概略付きで、時系
列に、ウェブサイトの裏の見えない所で発信しているものです。規格
（フォーマット）
が決まっ
ているので、RSS リーダーに登録すると複数の情報源を串刺しして見ることができます。

RSS は情報を串刺しして一気見できる

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。

3/1

3/10

3/3

フォロー

そこで、RSS と呼ばれる仕組みを

・3/1 ホームページ A
・3/3 ブログ A
・3/8 ブログ B
・3/10 ホームページ B

利用して、攻撃情報を楽に収集でき

るようにしましょう。RSSは気になる

SNS も同様

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

3/8

例えば RSS リーダーに、
ウェブサイト A/B、ブロ
グ A/B を登録すると、そ
の 4 カ所から更新情報を
抜き出し、時系列に並び
変えて表示してくれます
す。

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

フォロー

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
覚したとき、自社に影響がないかが
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。

SNS セキュリティ
情報収集専用
アカウント

情報を時系列で一気見できる

RSS リーダーの感覚は、SNS で複数のアカウントをフォローすると、素の表示ではフォロー
しているアカウントの発信が時系列で並ぶのと一緒です。それと同じことをウェブサイトや
ブログでやると考えると分かりやすいでしょう。
なお、RSS リーダーはインターネット上のサービスで、それ自身がスマホアプリを出してい
る場合もありますし、RSS リーダーに対応した個別のアプリも存在するので、それを導入すると、
SNS の流し見と同じ感覚でセキュリティ情報をチェックできます。もちろん SNS 上にある、セキュ
リティ関係のアカウントをフォローしても OK です。セキュリティ情報収集専用の SNS アカウ
ントを作ってフォローしておくと、個人的な SNS 活動と混ざらないでいいでしょう。
良い情報源を集めこの 2 つを常時チェックしておくと、かなり情報を素早くキャッチできます。
なお、こういったウェブサイトやアカウントで発信される情報は、必ずしも一次情報ソー
スではないので、真偽を確かめたい場合は一次情報ソースを探すよう心がけて下さい。
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第１章

撃のトレンドなどを知りたいなら、

1

6

⑥常に
バックアップを取ろう！

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

macOS 機器のバックアップと復元

mac OS 機器はまるごとバックアップ、
まるごと復元の性格が強く、Windows は
基本的には OS を復元後、別途データを書
き戻すイメージと考えるといいでしょう。
実際は他にも専用のソフトウェアを導
入したり、細かい設定を変えることで、バッ
クアップの方法を変える手段はあります。
ですから基本的なそれぞれの OS の立ち
位置や性格と考えて下さい。善し悪しや
優劣はありません。

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

Windows 機器のバックアップと復元

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

スマホもバックアップは定期的に取ろう
バックアップの方法はいろいろ

るものもあります。これに対して

Windows 搭載機器では、基本的に

パソコンにつないで
丸ごとバックアップ

はデータをバックアップする考え方
で、システムの復旧とデータの復元

内蔵できる microSD
メモリカードに
バックアップ

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。

直接あるいはアプリ
経由でクラウドサーバに
バックアップ

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。

バックアップ
アプリ

なにがバックアップできるか確かめる

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。

丸ごと？

メール

アドレス帳

ブックマーク

なにがバックアップできるのか確かめて、機種やバックアップ方法を選択します。
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ランサムウェアや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、

ランサムウェア感染はビジネスにも影響
第１章

では実際にどう運用するのでしょう。
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。

ランサムウェアはパソコン内のファイルを勝手に暗号化するため、感染す
れば仕事上の極めて重要なファイルも人質に取られてしまいます。バックアッ
プはまめにしておきましょう。

バックアップの体制を整える

外付けバックアップ用記憶装置は可
能な限り大容量のものを手配する。
巻き添えにならないように常時接続
は避ける。

バックアップ
用記憶装置
暗号化完了

お、バックアップ
用記憶装置発見！
暗号化しちゃえ

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

巻き添えで
復旧できず

環境を整えたらバックアップを開始します。なにかソフトの導入や、環境
を変更したらバックアップします。システムのアップデート後もバックアッ
プします。ただし、バックアップ用記憶装置を常に接続しておくとランサムウェ
ア感染で巻き添えになって、復旧に使うためのデータも失われてしまいます。

バックアップは 3 個以上、2 種媒体以上、1 個は遠い場所

③

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。

①

②

本体＋バックアップ用記憶装置＋クラウドサーバで条件を満たします。ク
ラウドサーバは多要素認証などで、攻撃者に乗っ取られないようにしましょう。
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7

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

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）
古典的なソーシャルエンジニアリング
はい !!
△×○□です！

トラッシング

データを記録した DVD
や重要書類はないかな？

（株）
○○通用口

重役の○○だ !! 建
物に入ろうと思っ
たら、ロック番号
が変わっているじゃ
ないか！ 聞いてな
いぞ！ 何番だ！ 今
すぐ教えなさい！

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

事業ゴミ

ネームドロップ
ハリーアップなど

デジタル世代のソーシャルエンジニアリング

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

を現すことによって物理的に発見さ

れるリスクを軽減できる」からです。
右下の図では、マルウェアを仕込

んだウェブサイトに誘導する、リン
クを含んだメッセージや、内部の人
間になりすまして、偽装したマルウェ

左は個人向けですが銀行のパスワード変更を装っ
たメッセージの例。上は会社の内部のメールを装っ
た例。 気づくポイントは、「こういった大事な情報
を、軽くメッセージで送るか」
や、
「差出人のメール
アドレスが
『政府のメールアドレスではない』
です。

アを開かせようとする攻撃例を掲載
していますが、これらはいずれも相
手の
「油断」
を突いているわけです。
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、どういった手口があるのかを知

り、送られてきたとき「あの手だ！」
と気づけたり、「なにか怪しい」と察
38

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。

第1章

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付いたり、

あるいは第三者からの連絡で気付い
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

各種連絡窓口のウェブサイトなど

● IPA「情報セキュリティ安心相談窓口」
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html#4-1

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

●警察庁
「都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧」
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
●個人情報保護委員会
「漏えい等の対応
（個人情報）
」
https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/

罪相談の窓口などに相談しましょう。

て、原因究明や再発防止策の策定、

人情報を盗まれたり消されたりして

護委員会などへの速やかな報告が求

そして自社や団体で扱っている個

しまった場合、
「望ましい対応」とし

そして「努力義務」として個人情報保
められます。
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従来はファックスや郵送での報告

ですが、令和元年 3 月からは、ウェ

ブサイトからフォーム入力による方

法で報告できるようになりました＊ 1。

*1：詳しい報告先や対応方法は個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧下さい。

第１章
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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。

コスト

攻撃されにくくするには手間がかかるようにする
ピッキングしにく
いディンプルキー

頑丈な窓に割れに
くいガラス

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

セキュリティが
高そう。盗みに
入るの大変そう
だなぁ…

壁が壊れたら
補修

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

高い

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

新しい OS

使い回しの
ない複雑な
パスワード
や生体認証

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
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

窓は開きっぱな
し。こっちは盗
みに入るの楽勝
だな…

古い OS

セキュリティ
パック

こっちには侵入
に時間（コスト）
がかかりそう…

現実の世界

ネットの世界

簡単なパス
ワードかパス
ワード無し

ファイアー
ウォール

セキュリティ
パッチ

開けっ放し
の窓

低い

攻撃にかかる手間
（コスト≒リスク）
の視点

ログ記録、
不正アクセス通知

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

ピッキング
しやすい鍵

警備員

頑丈な門

警備会社の
プレート

割れたガラス

忍び返し

監視
カメラ

高い壁

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

番犬

セキュリティ
パックなし

セキュリティ
ホール

こっちは穴も開
いているし、侵
入は楽勝だな！

化されておらず、さらにパスワード

いいか明らかでしょう。

のを使い回している。

倒くさく、攻撃したくなくなるよう

に行くのがコストパフォーマンスが

です。

はたくさんのサービスで全部同じも
これならば攻撃者にとってどっち
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ですから侵入することがとても面

な環境を構築するのが安全への近道

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

第1章

コラム：それでも間に合わないゼロデイ攻撃

一般的にはシステムやソフトに

ゼロデイ攻撃とは？ 対処の例

セキュリティホールが見つかると、
マルウェアを急いで開発し始めま

す。メーカーもこの穴に気づけば、
パッチを開発し公開します。

ウェブサーバをクラッキング
してマルウェアに埋め込み
「ドライブバイダウン
ロード攻撃」
「水飲み場攻撃」

通常この競争に勝つのは攻撃者

です。このようにセキュリティホー
ルが発見されて攻撃可能な状態に

なってから、メーカーによって修
正され攻撃不可能になるまでの期

すぐにパッチを
作らなくちゃ

メーカー

狙って行われる攻撃を
「ゼロデイ

程度防ぐことができるのですが、
動画、ウェブサイトやウェブ広告

ニュースサイトをこまめに見て
情報収集

することもあり、情報が無いまま
この方法でゼロデイ攻撃を受ける

ときには、攻撃者がお金を支払っ

てまで、マルウェアの仕込まれた

てきています。これは広告を出す
コストが、不正に入手できるお金
に見合っているということを意味
しています。

P34-35 の情報収集方法も参照

セキュリティ情報サイトや SNS

ホ用アプリであればセキュリティ

（注意・警戒情報）】など）をこまめ

ストールするなどの対応をしま

にチェックして、例えば動画系の

マルウェアが登場したら動画の自

感染

別の手段でセキュリティホールを避
ける
というアプリに
セキュリティホール
が見つかったら、

アプリをアンインス
トールして代わりに
ブラウザ版を使用す
るなど

攻撃者とメーカーのゼロデイ攻撃に関する対応競争は、たいていの場合、攻
撃者が先行します。攻撃者はメーカーが気づいていない段階でセキュリティホー
ルの情報を入手し、対象の機種どれか一つでも攻撃に成功するなら攻撃を開始
できますが、メーカーは情報を入手し精査した上でセキュリティパッチを開発
し、攻撃可能と思われる機種すべてで、セキュリティパッチが正常に動作するか、
充分な検証をしてからリリースしなければならないからです。
ですから利用者もそれを前提として備え、ゼロデイ攻撃を想定して対処行動
をする必要があります。そうすることが結果として自分を守ることになるから
です。

被害を少しでも避けるためには、 動 再 生 機 能 を OFF に す る、ス マ

（NISC の twitter【内 閣 サ イ バ ー

セキュリティソフトは
見分けられず

セキュリティ系
ニュースサイト

と実質的に防ぐことができません。

ため、その規模も非常に大きくなっ

セキュリティソフト
やアプリ

IT 系ニュース
サイト

のウェブサイトを見ただけで感染

してサイバー攻撃をしかけてくる

ウェブ
サーバ

ゼロデイ攻撃に対抗するには？

に仕込まれるマルウェアは、特定

動画ウェブ広告を大手サイトに出

攻撃者は即座に
攻撃開始！

メーカーの対応は日数が
かかり間に合わない！

（ZERO DAY）
攻撃」といいます。

ルウェアは、警戒していればある

標的型メールを
送りつけ

セキュリティパッチ

間をゼロデイとよび、この期間を
メールなどで送りつけられるマ

お、セキュリティ
パッチができる前
に攻撃しよう！

セキュリティ
ホール発見！

アップデート用のセキュリティ

第１章

ゼロデイ攻撃と対処競争

攻撃者はこの穴を攻撃するための

ホールが修正されるまでアンイン
しょう。

アプリを提供しているウェブ
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サービスは、アプリが使用できな
い状況でも、ウェブブラウザでウェ

ブ版が利用可能なこともあるので、
普段からスマホなどでもウェブブ
ラウザ経由での利用に慣れておき
ましょう。

コラム：IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」紹介
中小企業の情報セキュリティ
対策ガイドラインとは
１

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」とその付録

「中小企業のセキュリティ対策
ガイドライン」には本編と、各企
業が取り組まなければいけない
チェック項目や、自社のセキュリ
ティ資料を作るためのひな型、そ
してクラウドの安全利用のための
手引きが含まれます。
中段左から
「情報セキュリティ
対策 5 か条チラシ」、中段中「情報
セキュリティ基本方針」のサンプ
ル、中段右「５分でできる自社診
断」
、下段左
「情報セキュリティハ
ンドブック」のひな型、下段中
「情
報セキュリティ関連規程」のサン
プル、そして下段左が「中小企業
のためのクラウドサービス安全利
用の手引き」
となっています。
特にひな型やサンプルは、まず
は文章中の項目を自社の組織や社
員名に書き換えればいいように作
られています。
このほかにやや専門的になりま
すが、EXCEL 用の
「リスク分析シー
ト」
があります。

IPA
（独立行政法人情報処理推進

機構）
は安全で利便性の高い IT 社

会の実現を目指して、情報セキュ
リティ対策など各種の取組みを

行っている経済産業省所管の実務
実施機関です。

その IPA が発行している
「中小企

業の情報セキュリティ対策ガイド

ライン」
（以下
「対策ガイドライン」）
は、IT を何らかの形で経営に活用

している中小企業であれば、必ず
参照しておくべき指針です。

この対策ガイドラインは、中小

企業の経営者に対し、対策の必要
性に気づいてもらい、情報セキュ
リティ対策に全く取り組んでいな

い状態から、徐々にステップアッ

プし、しっかりとした社内ルール
と体制を作って組織的な情報セ

キュリティのマネジメント体制を
構築する道筋を提供することを目
的に編集されています。

ウェブサイトにおいて PDF の電

子ファイル版で無償配布されてい

るほか、印刷版も有償で提供され
ています。

この対策ガイドラインの構成は、

大きく本編と付録に分かれ、さら
に本編は、第 1 部の
「経営者編」
と

中小企業の情報セキュリ https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/
ティ対策ガイドライン

guideline/index.html

対策を怠ることで企業が被る不

なければならない「重要 7 項目の

的な責任、社会的な責任などが、

「実践編」では、具体的にどのよ

取組」が記述されています。

第 2 部の
「実践編」
で構成されてい

利益や、経営者などが問われる法

「経営者編」
では、経営者が情報

事例や主な関係法令の条項と処罰

うに対策を進めていくかについて

自らの責任で考え、実行しなけれ

て経営者が認識しておかなければ

規模の小さな会社や、これまで

ています。

または、従業員に指示して実行し

ます。

セキュリティの必要性を認識し、 とともに説明されています。そし
ばならない事項について説明され

記述されています。

ならない「3 原則」と、経営者自ら、 十分な情報セキュリティ対策を実
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施してこなかった企業などでも、

まずは情報セキュリティの基礎を固めよう

すぐにできることから開始して、
ステップバイステップで、企業そ
れぞれの事情に適した対策が実施

第1章

５分でできる自社診断の 25 項目

できるように、進め方を説明して
います。

第１章

本ハンドブック第 1 章の冒頭に

ある
「基礎 8 項目」
のなかで引用さ

れている
「情報セキュリティ5 か条」
は、対策ガイドライン実践編の冒
頭で紹介しています。

この 5 か条は、まず取り組んで

いただきたい基本的な対策を最小

限にまとめられたものです。ぜひ
ここから対策をスタートしてくだ
さい。

こののち、実践編では、現状を

知り改善するステップ、本格的に
取り組むステップについて解説し
ています。

それぞれのステップは、中小企

業の実態や情報セキュリティ対策
のありかたを熟知している有識者
により検討された内容となってい
ます。

「付録」
は実践編に取り組む際に

使用するひな型やシート類です。
構成は以下のとおりです。

・情報セキュリティ対策 5 か条チ

付録
「5 分でできる自社診断」
の中にある、診断のための 25 項目。それぞれの項目に
答えることで自社のセキュリティレベルが診断できます。
先々どういったセキュリティ項目を満たしていかないといけない
か、というビジョンを持つためには目を通しておくといいでしょう。
情報セキュリティ対策支援サイトでもオンラインで診断ができます。
https://security-shien.ipa.go.jp/learning/

ラシ

・情報セキュリティ基本方針
（サ
ンプル）

・5 分でできる自社診断

・情報セキュリティハンドブック
（ひな形）

・情報セキュリティ関連規程
（サ
ンプル）

・中小企業のためのクラウドサー
ビス安全利用の手引き

・リスク分析シート

これらのうち、「5 分でできる自

社診断」は、25 問のチェック項目
に回答することで自社の対策状況

これに加え、「従業員としての

対策」では、電子メール利用時や

情報を格納した機器等の持ち出し、

管理、バックアップなどの 13 項目、

を把握することが出来るというも 「組織としての対策」では、従業員
のです。「基本的対策」、「従業員

教育や、取引先との契約時の秘密

対策」
という構成になっており、
「基

化など 7 項目が設けられています。

としての対策」及び「組織としての
本的対策」は前述の「情報セキュリ

保持、緊急時の体制整備、ルール
これら 25 項目により、情報セキュ

ティ5 か条」と同じになっています。 リティ対策の実施状況を点数化し
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100 点満点でどの程度の達成状況

か、また、どのような項目が弱点
かを測ることができ、対策に取り

情報セキュリティ関連規定のサンプル

付 録「情 報 セ キ ュ リ
ティ関連規程」のサンプ
ルの中の
「組織内対策」
のページ。
用意されたサンプル
の中の赤字の部分を自
社の情報に書き換えて
いくことで、自社の
「情
報セキュリティ関連規
程」が 完 成 す る よ う に
なっています。
関連規程といっても
なにを盛り込んでいい
かわからないといった
ことが、このサンプル
をなぞることで解決さ
れます。

組むうえでのポイントを見える化
することが出来ます。

同じく、付録に収録されている

「情報セキュリティ基本方針」や「情

報セキュリティ関連規程」
のサン

プルは、それぞれ、自社の状況や

方針に沿って記述を選択、あるい
は書き換えることで自社固有のも

のに仕上げることが可能です。ま
た、
「情報セキュリティハンドブッ

ク」
（ひな型）
は、社内ルールに合

わせて書き換えができますので、
従業員ひとりひとりへのルール徹
底に役立ちます。

情報セキュリティ対策自己宣
言「SECURITY ACTION」
２

「SECURITY ACTION（セ キ ュ リ

ティ アクション）」制度は、中小企

業が情報セキュリティ対策に自発
的に取り組むことを社の内外に宣
言する制度です。

ウェブサイトに掲載する SECURITY ACTION のマーク

IPA のほか、商工団体、中小企

業に関係する士業団体などが連携

して創設し、IPA が運用を行って
います。

情報セキュリティ対策を始めた

くても
「なにをすれば良いかわか

らない」
、
「経営者が重要性を認識
してくれない」という中小企業の

SECURITY ACTION の条件を満たした上で、これらのマークをウェブサイトに掲載す
ることで、外部の企業などに対して自社のサイバーセキュリティに対する取り組みの「本
気度」
を示すことができます。

つ 星」
と「二 つ 星」の 2 段 階 が あ り
ます。一つ星は「情報セキュリティ

ライン」と同調しています。

この宣言をすることにより、社

実態
（IPA が実施した実態調査より） 対策 5 か条」に取組むことを宣言

内意識の醸成、また、社外からは

り良くするために何をすべきか、 る自社診断」で自社の状況を把握

向上につながるなどの効果が期待

を踏まえ、まず何をすべきか、よ

するもの、二つ星は、「5 分ででき

ということを示し、実際に取り組

するとともに情報セキュリティ基

言してもらおう、というのがこの

どで外部に示したことを宣言する

んでいることを中小企業に自己宣
制度の趣旨です。

SECURITY ACTION は、現在「一

本方針を定めてウェブサイト上な
ものです。これらは、「中小企業
向け情報セキュリティ対策ガイド
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取組みを評価され、信頼の獲得と
できます。

まずはじめる、その一歩として

SECURITY ACTION を宣言しては

いかがでしょうか？

（執筆：IPA）

