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2章

パソコン・スマホ・IoT 機器の
より進んだ使い方や
トラブルの対処の仕方を知ろう
パソコン・スマホ・IoT 機器の扱い方を中心に、それらの機器

のセキュリティを固める手段について勉強しましょう。

どのように情報を守るか、どのように安全にネットを利用するか、

セキュリティを守るための技術を、難しく考えず障害物競走のよ
うに楽しめれば、みなさんのスキルアップにつながるでしょう。

1

1

パソコンの
セキュリティ設定

パソコンを買ったら初期設定などを確実に

パソコンを購入したら、まず復旧

のときに行うリカバリの方法を確認
し、必要があればリカバリメディア

パソコンを買ったらまずリカバリメディアを作る

を作成しておきましょう。

リカバリメディアが DVD などで

付属している場合は必要ありません
が、最近の機種ではコストダウンの
影響で添付されないものや、そもそ
も DVD ドライブなどを搭載してい

ないものも多いので、マニュアルな

どにしたがって DVD-R ディスクや
USB メモリで作成します。

なお、Windows ではリカバリメ

ディアなどを使ったときに
「プロダ

クトキー」
の入力が必要になる場合

があります。プロダクトキーは本体

DVD-R ディスクや USB メモリでリカバリメディアを作り、本体裏などにあるプロダク
トキーを撮影し保存します。メディアが添付されていれば作る必要はありません。

起動用のパスワードや生体認証登録をしよう

❷ OS ログイン用 ID
・ログインパス
ワード設定

❸生体認証登録

の裏側や付属しているリカバリメ

ディアにシールが貼り付けられてい
るので、紛失に備えスマホなどで写
真に撮っておくか、メモに書き写し
て保管しておきます。

❶起動用 BIOS パス
ワード、ファームウェ
アパスワード

次に、セキュリティの設定をしま

す。初期設定時に ID と「ログインパ

スワード※ 1」
の設定を必ず行いましょ
う。また、マニュアルにしたがって

起動用
「BIOS パスワード」や「ファー

「ログインパスワード」はセオリーどおり複雑なものを設定し、その上で生体認証を使い
ログインの手間を省くようにします。盗難や不正利用防止のため BIOS パスワードなども
設定しましょう。BIOS パスワードなどは
「ログインパスワード」
相当に設定します。

ムウェアパスワード」という、電源

パソコン
盗んだぜ

を入れた段階で入力することを求め

られるパスワードも設定しましょう。
これを設定しておくと、盗難され

ても OS の起動ができなくなり、盗
難時の情報流出をより強固に防ぐこ

BIOS パスワード、
プリーズ
そもそも
OS が立ち上げ
られない…

とができます。

グインパスワード」を設定した上で、

間を省きましょう。

ワードのセオリーにしたがって
「ロ

を高めつつ生体認証でログインの手

ワードをしっかり設定しましょう。

生体認証を使用する場合は、パス

生体認証の登録を行い、セキュリティ

※ 1 パスワードにはいろいろな種類があるので、詳しくは P114 以降を参照
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生体認証機能が無い場合はパス
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暗号化機能などでセキュリティレベルを高める

パソコンを盗まれたときに、情報

盗難にそなえて記憶装置の暗号化

が流出しないように、攻撃者に嫌が
らせ…ではなく、パソコンなどのセ

暗号化されていて
読めない……

キュリティレベルを上げましょう。
会社のパソコンは泥棒などが盗ん

で帰れないように、ワイヤーロック
という盗難防止用のワイヤーで、机
にしましょう。

2

記憶装置だけ
いただきっ

た泥棒はパソコンの中の情報だけで
も入手すべく、パソコンを壊して中

章

こういった状態だと、盗みに入っ

OS の機能や暗号化チップなどを使って
記憶装置を暗号化する

第

などに固定して、持ち運べないよう

の記憶装置であるハードディスクや
SSD だけを盗む可能性もあります。

そのように盗まれても情報が漏れ

ないようにするため、記憶装置は暗
号化処理を行っておきましょう。

TPM チップ
（暗号化チップ）
で暗号化されている記憶装置は、
「暗号キー」
が元の本体の
TPMチップ内に残されているので、盗み出しての暗号化解除がさらに困難になります。

なお、暗号化機能付き外付け記憶

パソコンでもリモートワイプはある

装置の場合、使用開始時に入力する

のは暗号化の鍵になる「暗号キー」に

なっているので、
「ログインパスワー

通信回線内蔵型

ド」よ り 複 雑 な
「暗 号 キ ー 」
のセオ
*2

ブツはどこだ!?
リモート
ワイプするか！

リーに従い、英大文字小文字＋数字
＋記号で 15 桁以上に設定します。

きちんとした複雑さと長さの「暗

号キー」
で暗号化された記憶装置は、

仮に盗んで別のパソコンに繋いでも、
解読が非常に困難であり、情報流出
を防ぐ力になります。

中身は
からっぽです

また、スマホにあるリモート ( 遠

隔 ) ロックやリモートワイプは、業
務用かつ LTE などの通信回線を内蔵

している一部のパソコンでも可能で
す。特にこういった用途を前提に開
発をされている機種は、相手から電
源が入っているように見えない状態

で記憶装置の中身を消すこともでき、

業務用の一部機種では、起動をさとられないステルス状態で、リモートワイプ ( 遠隔操
作でパソコンの中身を消去）などが可能です。盗んだ相手が気づく前に処置することがで
きます。もちろん、そもそも盗まれないようにするのが第一ですが。

重要情報を持ち出す必要がある場合

が、こういったパソコンでは GPS

のままや届け出られてる場合は取り

スマホほどの精度ではありません

索することもできるので、置き忘れ

添えて警察に相談しましょう。

は有効な防御手段となります。

無しでも盗まれた機器の現在地を探

※ 2 暗号キーに関しても、詳しくは P114 以降のパスワードに関する項目を参照
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に行き、盗まれている場合は情報を

3

マルウェア感染に備え、3-2-1 のバックアップ体制を整える

マルウェアの感染に負けない環境

を整えるにはシステムやソフトウェ
アを最新の状態に保つこと、セキュ
リティソフトを導入し同様に最新の

バックアップの体制を整え、普段は接続しない

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

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

状態に保つことが重要です。しかし、
それでも感染してしまったとき、素
早く復旧させるためには、定期的な
データのバックアップが重要です。
バックアップは
「3-2-1 ルール」
と

いって、本体含め 3 個以上の複製、
2 種類以上の記録メディアで、1 個

は遠い場所に保管することを推奨し
ます。具体的には、パソコン＋バッ
クアップ用記憶装置＋クラウドサー
バといった形です。

巻き添えで
復旧できず

環境を整えたらシステムのバックアップを開始します。なにかソフトウェアの導入時や、
環境を変更したときも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に感染して巻き添え
で暗号化され、復旧に使うためのデータも失われてしまうので注意が必要です。

バックアップは 3 個以上、2 種類以上の記録メディア、
1 個は遠い場所

③

メインのバックアップ用記憶装置

は外付けで、最低でも内蔵記憶装置

の 3～4 倍の容量にして、何世代分
かのバックアップを可能にすること

が理想です。昨今顕著になってきた、
パソコンの中のファイルを勝手に暗
号化し、解除するには身代金を要求
するマルウェア
（ランサムウェア）に
備えるために
「定期的にバックアッ

プをしつつ、普段は本体に接続して
が必要です。こうすることでバック
アップ用記憶装置もろとも暗号化さ
れてしまうことを防げます。

このルールは、①本体＋②バックアップ用記憶装置＋③クラウドサーバで条件を満たせます。
クラウドサーバは多要素認証、USB セキュリティキーなどを使って攻撃者に乗っ取られない
ようにしましょう。暗号化が可能なら暗号化して、共有設定をしっかり確認しましょう。

さまざまなマルウェア感染源に注意する

そいつにはマルウェアが

メール

入っているぞ !!

USB メモリ

総合
セキュリティ
ソフト

メモリカード

また、特に重要なデータは、信頼

できるクラウドサーバ上にセキュリティ

デジタルカメラ

を固めた上でバックアップして、地
震だけでなく仮に自宅が風水害など

に遭っても、重要なデータが巻き添

えにならないようにしておきましょう。
ランサムウェアをはじめ、こういっ

たマルウェアの感染はネット経由だ

マルウェアが検出されたら、可能であればその
メディアがどこでマルウェアに感染してきたかを
追跡して駆除します。攻撃者だけでなく、善意の
人が感染してしまっている可能性があるからです。

けだと思われがちですが、それだけ

「資料をコピーしてくれ」と渡された

例えば、仕事相手の会社の人から

れていたり、パーティでプレゼント

とは限りません。

これらのメディアはど
こで感染してきたか？

おかない」
という、やや煩雑な対応

①

②

USB メモリにマルウェアが仕込ま
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されたデジタルカメラに仕込まれて
いたりというケースも実際に存在し
ます。注意しましょう。
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売却や廃棄するときはデータを消去する

パソコンの廃棄にあたっては、機

密情報などの情報漏えいを防ぐため
に、内蔵記憶装置のデータを復元で
きない形で消去しなければなりませ

記憶装置の中のデータは必ず消去する
内蔵機能で消去

消去ソフトで消去

ん。特に個人情報などを扱う場合は、
個人情報保護の観点から、廃棄時は
確実に情報を消去する努力義務が求
められています。

第

内蔵記憶装置が正常に読み書きで

ク消去機能があるなら、それを使い

2

章

きる状態で、パソコン本体にディス

専用ハードで消去

消去。無い場合は、消去用のソフト
ウェアを利用。記憶装置単体で保管
していた場合などは本体に接続して

消去するか、専用の機器などで消去。
データの最低限の消去は記憶装置

全域に無意味な情報を複数回書き込

むことで、記録されていた情報の残

留の可能性を消す方法が考えられま

す。かつて米国国防総省や軍などで

は、この方式で 3～4 回以上の繰り返

ハードディスクは、いずれの場合も最低 3 回以上の繰り返し消去
（データ上書き）
処理
をするモードを選択します。SSD はメーカー製の消去用ソフトなどを使います。

動作不能、機密性確保には破壊する

①ハードディスクは破壊用の穴を
使うか、分解してディスクを取
り出し壊す

②目の前で破壊してくれる店に
持ち込む
（有料）

し上書きによる消去を推奨していま
した。ハードディスクの場合これに

従わないと、消えたように見えたデー

タを復旧できる可能性が残るのです。
なお、SSD はデータの管理方式が

ハードディスクとは異なるので、生
産メーカーの
「Secure Erase」用ソフ
トを探してこれらを利用するなどの
方法があります。

故障して正常に読み出せない、あ

中のディスクを割るか、穴を開ける

るいは機密性を求められるものの場
合は、物理的もしくは磁気的に破壊
する方法もあります。

有料ではありますが、家電量販店

などに破壊サービスがあります。こ
れらは自分が見えるところで破壊し
てくれるので確認しましょう。

企業などで多量に廃棄する場合、

安全が確保された環境でハードディ

物理的もしくは
磁気的に破壊
できる機器を
購入する
（企業など
向け）

ガラス製のディスクならば割れれば OK です。金属製ならばドリルを利用して穴を開け
読み出し不能にします。壊れて動かなくても、記録ディスクだけを他に移植して読み出
すという手段があるので確実に破壊しましょう。SSD は中のメモリチップを物理的に破
壊するのが理想です。

スクを読み出し不可能に破壊するか、
ハードディスクや SSD でも粉砕で
49

きるシュレッダーの導入も検討しま

しょう。情報漏えい防止の投資です。

1

2

スマホの
セキュリティ設定

スマホにはロックをかけよう。席に置いて離れたり、人に貸したりするのは×

スマホの情報を守る第一歩は、待

ち受け画面にロックをかけることで
す。

ロックには「PIN コード 」
による
※3

ロック、パターンロック、生体認証

スマホにはロックをかけよう

PIN コードによる
ロック

パターンに
よるロック

生体認証に
よるロック

によるロック、また、最近では特定
のウェアラブル機器
（普段身につけ
ているスマートウォッチなど）
を着

けている場合や、GPS に連動して特
定の場所
（自宅など）で自動的にロッ
クを解除ができる機能もあります。

ロック番号は
4126か

ただ、自分が明示的に指示をしな

いロック解除は、うっかり端末を無

防備にしてしまうこともあるので、
基本的にはなんらかの動作をしてか

らロック解除する方式にしましょう。

ロック
パターンはZか

わからないぞ
……

席において離れたり、人に貸したりしないようにしよう

その点では、生体認証は周りから覗

ご注文はなにに
なさいますか？

かれ PIN コードを盗まれる危険性の
排除をしつつ、入力の面倒くささを
省くので便利な機能です。

いいじゃ～ん。
スマホちょっと
見せてよ

え～？
ちょっとだけだよ

なお、生体認証にも弱点がありま

す。お面や、写真から復元した偽の

指で指紋認証を破る研究や、
「寝て
いるときに勝手に指を使われ認証突
破される」
こともあります。過信は
しないようにしましょう。

そしてセキュリティ向上のため各

種のスマホロック機能を設定しても、
そのスマホをロック解除をしたまま
置いてその場所を離れたり、ロック
を解除して他人に見せたり、あるい
は貸してしまったりすれば、一瞬で
情報を盗んだり、乗っ取ったりする
ことが可能です。

スマホは自分のすべての情報が詰

スマホを席に置いたままでは、本
体も情報も盗まれるおそれがありま
す
（特にロックを設定しなかったり、
ロック解除したままの状態で放置）
。

まった持ち歩く金庫だと思って、必
ず肌身離さず自分のそばに置き、使

※ 3 PIN コードに関しても、詳しくは P114 以降のパスワードに関する項目を参照
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スマホを貸すと、プライバシーを覗か
れたり、一瞬でスパイアプリのようなも
のをインストールされたりすることがあ
ります。むやみに渡してはいけません。

わないときはこまめにロックをかけ
た状態にしましょう。
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情報漏えいを防ぐ①

SNS 用のアプリなどでは、本体の

PIN コードなどとは別に、アプリ専

用の PIN コードが設定できるものも
あります。盗難などの際、SNS の内
容を見られたくなければ、このアプ

リ PIN コードも設定しましょう。情
報の守りが二重になります。一部の

待ち受け画面に表示する通知はよく検討する
いやぁ、90 万円で
精一杯なんです……
もう一声なんとか
なりませんか？

××市場です。お買い上
げありがとうございます。
「カニづくし盛り合わせ」
の発送は……

解除に利用できるものもあるので、
一方、攻撃する側から見ると、ス

マホのロックをなんらかの方法でパ
スできたとしても、また、別の関門
が待ち構えているわけで、手間をか
けさせ侵入を諦めさせるというセオ
リーに沿っているわけです。

な お、ア プ リ の PIN コ ー ド を 使

う場合は、スマホロック解除の PIN

コードと異なるものを設定しましょ
う。PIN コードの使い回しはセキュ

所長：さっき 85 万
円までっていうた
け ど、あ と 2 万 ぐ
らいまでなら引い
てもええで
ロック画面だけでなく、普段使用している画面に通知ウインドウとして表示される
場合でも、同じく情報を見られてしまう原因になります。スマホを使って説明してい
るときに、不適切なメールの内容が表示されることも……。情報の扱いには気をつけ
ましょう。

アプリごとに PIN コードをかけられる場合はかける

リティがないのと一緒になってしま

アプリの PIN コード
を入力してください

います。PIN コードもそれぞれ異なっ
てこそ意味があるのです。

スマホをロックしていても情報漏

れが発生することもあります。

例えば自分だけで使っているとき

は便利なメールの通知機能。ロック
画面にメールの内容を表示している

SNS の
メッセージ
見ちゃえ

と、誰かと会話中や商談中に、うっ

かり内部情報を見られてしまったり、
あるいは差出人が分かるだけで、状
況によっては知られると問題のある
情報を提供してしまうことになりか
ねません。

また、同様にロック画面にメール

の内容を表示していると、せっかく
セキュリティ向上のために設定した
多要素認証のパスワードメールも見
られてしまうことがあり得ます。そ

本体のロックを解除されても、SNS のアプリに別の PIN コードがあれば、流出の危
険性は低くなります。それでも、自分が席を離れるときにスマホを残してはいけません。
なお、勝手に他人のスマホのロック解除をすることは、れっきとしたサイバー攻撃です。

うすると ID とパスワード＋ロック

のかかったスマホだけでも、
「正常に」
51
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セキュリティを向上させても快適な
利用の妨げにはなりません。

○○サービスのログイ
ンコードは 1234 です

第

機種では指紋認証をアプリのロック

今日のデートの
待ち合わせは 20 時ね♡

ウェブサービスのセキュリティをパ
スできてしまうわけです。

3

情報漏えいを防ぐ②

直接スマホを盗まれる以外の情報

漏えいには、攻撃者による無線 LAN

を使った盗聴があります。スマホか
ら無線 LAN のアクセスポイントの

間の情報通信を盗聴するものです。
これを防ぐには通信内容の暗号化が

屋外ではむやみに公衆無線 LAN を使用しない
携帯電話会社の
LTE

「暗号キー」
を他人と
共用しない公衆無線 LAN
暗号化

重要です。

P126 からの無線 LAN の暗号化の

セクションで詳しく説明しますが無
線 LAN 利用時に注意すべき点は、

1. 無 線 LAN 通信が暗号化されて

いて、かつその暗号化方式が
安全であるか。

2. き ちんと暗号化されていても、
その通信で利用する「暗号キー」
が他人に漏れていたり、共用
になっていないか。

などがあります。

企業によって提供されている公衆

無線 LAN であれば、上記の安全性

をきちんと理解してた上で、セキュ
リティが担保されているか精査しま
しょう。トラブルを発生させて「謝
るだけ」
の企業より、情報漏れの芽

※1

暗号化
暗号化

「暗号キー」
を他人と
共用する公衆無線 LAN
暗号化

暗号化無し

※2

暗号化方式が安全でない、
もしくは暗号化されて
いない公衆無線 LAN

そもそも自分と「契約関係がない」ものは基本的に使わず、また、運営主体がわからな
い無線 LAN アクセスポイントは絶対に使用しないようにしましょう。

※ 1 携帯電話会社やプロバイダが提供していても、
「暗号キー」
が共用でないとは限りません。
きちんとチェックしましょう。
※ 2 暗号キーが貼り出してあるような公衆無線 LAN は、「暗号キー」が他人と共有になり
危険です。使わないようにしましょう。
無線 LAN 暗号化などに関するより詳しい説明は、P126 からを参照して下さい。

盗難されたときのために
中を見られないように暗号化しよう

中のデータを見てやろう

を摘み
「万全の安全性のもとにきち

暗号化されていて
見られない！

んとサービスを提供する」
企業の方

が、はるかに優秀で信頼に足ります。
その点をよく調べた上で、利用す

る公衆無線 LAN の企業を選択する

のも、重要な情報漏れの防御策です。
次に、業務中に万が一、スマホを

落としてしまった場合に、情報を流
出させない方法も考えましょう。

まずはスマホの中身が暗号化され

ているかチェックします。古い機種
では初期状態で暗号化されていない

本体もメディアも暗号化。最近では暗号化が標準のものがほとんどですが、必ず確認しましょ
う。

ことがあります。本体と記録メディ

クとセットとなり、必然的にロック

位置情報確認やリモートワイプ機能

まっても簡単には利用できないよう

スマホを落としてしまったときの

iOS で は iCloud の「iPhone を 探

アいずれも暗号化して、落としてし
にしましょう。暗号化は本体のロッ

機能も ON にする必要があります。

対策のためには、リモートロック、
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を使える状態にしましょう。

す」、Android では
「スマートフォン
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を探す」
として、それぞれ該当の機

第2章

紛失や盗難時のために準備をしておこう

能があり、パソコンや同じアカウン
トを紐付けた他のスマホやタブレッ

事務員さん !? 仕事用の
スマホを落としちゃった
んだ！至急ロックして！

トから操作ができるようになってい
ます。無料なので必ず試してマスター
しておきましょう。

リモートロックとは遠隔操作でス

マホをロックして使えなくする機能

第

です。スマホの所在がわからなくなっ

たら不正利用されないよう、なによ

2

章

りもまずスマホをロックしましょう。
次に
「位 置 情 報」
を確認しましょ

う。事前にこの機能を使ってスマホ

の位置確認ができるかどうかを試し、
確実に使えるように設定しておきま
しょう。ただし、職員や会員の監視
目的では絶対に使わないようにしま

リモートワイプすると位置情報が確認できなくなるので、リスクが少ないならばロッ
クだけ行い、遺失物として警察に相談するなどの手段をとりましょう。

バックアップは定期的に取ろう

しょう。それはプライバシーの侵害
になります。

バックアップの方法はいろいろ

この機能は、建物の中などでは明

確な場所が特定できない場合もあり

パソコンにつないで
丸ごとバックアップ

ますが、現在のスマホのおおよその
ありかが地図上に表示されます。

内蔵できる microSD
メモリカードに
バックアップ

見つかった場所が、自分が訪れた

場所や、遺失物として届けられた警
察などなら、連絡をして取り戻す段
取りをします。

一方、取り戻せそうになく、特に

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

バックアップアプリ

仕事上の問題がある場合は、最後の

なにがバックアップできるか確かめる

手段として情報漏えい防止のために

「リモートワイプ」
機能でスマホの中

身を全部消すことも考えましょう。

ただし、リモートワイプをすると、
位置情報を取ることができなくなり
ますので、情報を守るための捨て身
の手段になります。

そして、仮にスマホが戻ってこな

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。

くても、本体を買い直したらすぐに

しょう。

いでボタン一発指示するだけで復元

定期的にバックアップしておきま

アップすると、新しいスマホをつな

に調べておきましょう。

復旧できるように、スマホの中身は

機種によってはパソコンでバック
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できるものもあるので、機種選定時

4

スムーズな機種変更と、予期せぬデータ流出の防ぎ方

スムーズな機種変更を行うために

データの移行は事前に手段を調べる

は、その前に機種変更手順を調べて

直接接続

おくことが重要になります。

機種変更にはバックアップが重要

ですが、
「丸ごとバックアップ」
「デー

タごとにバックアップ」
「アプリを
使用してバックアップ」
などさまざ

まな方式があります。このあたりは

パソコン

旧機種

自分で調べるとともに、実際に機種

microSDカード

変更やデータの移行をしたことがあ

る人に聞いたり、記事を見たりして、
どの方法が便利か、アドバイスを求

めるなど、検討するといいでしょう。

移行もしくは
復元

バックアップ

最近ではデータがスマホ自体の中

（ローカル）
にあるだけでなく、イン
ターネットのどこか、利用者から見
て姿が見えない雲のような存在のク
ラウドサーバに保存されている場合
もあり、機種によっては移行のため

クラウドサーバ

移行処理は事前に目的の機種でどういった移行手段が使えるのか調べておきます。

おサイフケータイや、SNS データなどの移行

のバックアップ作業という概念その
ものがないこともあります。

サーバ
バックアップ

一方で、本体のデータ移行手段と

は別に、機種変更に際して、特定の
機能の移行処理をしておかなければ
ならないものもあります。

例えば、いわゆる
「おサイフケー

タイ」に関する機能では、一旦情報

をサーバ側に預け、かわりにパスワー

ドを受け取り、スマホから機能を削
除して、その後新しい機種でログイ
ンし、そのパスワードを使い機能を

復元

専用のサーバで
バックアップ
して復元する

旧機種

新機種

一部のSNS

事前の
移行処理

復元する処理が必要になるものもあ

復元
トーク内容バックアップ

ります。

一部の SNS では、旧機種がアク

新機種

セス可能なまま新機種からのアクセ

クセスするための利用開始の手続き

べ、利用したいものがきちんと移行

らアクセスできてしまうようになら

いずれの場合も機種変更の移行処

さもないと、電子マネーが旧機種

スが有効になって、同時に複数台か

をする方式のものもあります。

できるか確認をしてください。

ないように、移行処理の前に一度手

理にあたって、移さなければならな

とともに消えてしまって取り戻すの

権を削除したのち、新しい機種でア

れの移行手順がどうなっているか調

ありえます。（職員の実話です）

続きを踏んで、旧機種からアクセス

い機能やアプリを書き出し、それぞ
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が困難になった、なんていうことも
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次は機種変更をした後の情報漏え

いを防ぐ処理です。

機種変更した前のスマホには個人

第2章

転売、譲渡、廃棄のときは必ずデータを消去する

情報である住所録、撮りためた写真、

旧

今までやりとりしたメールなど、あ

移行前の機種は消去

新

なたや会社の情報が全部詰まったま

まになっています。売却、譲渡や廃

コレも消去

操作できなくても消去

ければなりません。さもないと、知
たり、住所録にある取引先に詐欺メー
ルが送られてくるかもしれません。

また、修理に出す場合でも、モラ

ルの低い修理会社が、芸能人のスマ
ホから写真を抜き出して流出させた

例があるので、必ずデータをすべて
バックアップをした上で、本体のデー
タは消去してから修理に出したほう
が安全でしょう。

手順としてはデータをバックアッ

プした上で、各種サービスはアプリ

2

章

られたくないメールや写真が流出し

スマホを
消去する
各種サービス
ログアウト

液晶が割れていたら
パソコンにつないで
消去できる

消去する前には、利用しているサービスはすべてログアウトして、サーバなどに情報
を預けなければならないもの
（おサイフケータイなど）
は預けましょう。
SNS で移行前手続が必要なものは行い、その後移行処理をして、移行後きちんと復元
できたら、旧機種を売却・譲渡や廃棄する場合は、必ずデータを消去しましょう。
液晶が割れて操作できなくても、パソコンに繋げば消去することは可能です。一部機
種ではマウスを接続して操作することも可能です。

業務用のスマホは物理的に破壊する。心配ならば
新品を購入し、スパイウェア混入の可能性を排除する
安いスマホはないかな

もウェブ版もすべてログアウトしま

す。続いてそれぞれのスマホにある

「初期化」
や
「データ消去機能」を使っ
て内部のデータを消去します。

一部のスマホでは、紛失時に探せ

るように設定した
「位置情報を確認
するためのサービス」を事前にログ

アウトしておかないと修理などに出

せないものもあるので、消去の前に
ログアウトを確認してください。

落としてしまって液晶が割れ操作

ができない場合、消去作業をするこ

仕事に使うスマホを廃棄する場合は、物理的に破壊する機械がある場所に持ち込んで
破壊しましょう。大手携帯電話会社での回収も信頼できます。
一方、中古で購入したスマホに攻撃者がスパイウェアを仕込んでいて、企業の情報が
流出しても、販売した会社にその責任を取る能力はないでしょう。ましてやオークショ
ンでの購入などではなおさらです。前所有者の残債で購入後使用不能になるケースもあ
ります。業務用に使用するなら IT 機器は新品を利用しましょう。

ともできないと思いがちですが、パ

帯電話会社や家電量販店などで、ス

ないようにしましょう。中古販売店

とが可能ですので、あきらめず必ず

ビスを利用して、データを読み出せ

織が仕込むようなマルウェアやバッ

ソコンに接続することで消去するこ
行いましょう。

業務用に使用しているスマホなど

で、万が一にでもデータが復元され

る可能性を排除したい場合は、各携

マホを物理的に破壊してくれるサー
ないようにしてしまいましょう。

なお、余談ですが、業務用などで

情報漏えいのリスクを少しでも排除

したいなら、中古品を購入したりし
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棄する場合、必ずデータを消去しな

が良心的でも、入荷以前にプロの組
クドアには対処できない可能性があ

ります。それを避けるためには信頼
できる国で生産された、正規ルート
の新品を購入して使いましょう。

5

盗難や紛失のとき、スマホとパソコン、どっちが安全？

盗難や紛失という視点から見たと

ノートパソコンはログインパス

難後の探知機能もノートパソコンの

ります。一方、PIN コードや指紋認

には、入出管理システムや監視カメ

きに、スマホとノートパソコンとデ

ワードの試行に制限が無い場合もあ

全なのでしょう。

証型もあります。盗難された場合に

スクトップパソコン、どれがより安
おかれている環境にもよりますが、

「盗まれた後」
までをその要素に入れ

ラの設置、物理 IC カードを用いた

未使用時のロックなどで盗難への安

場所を特定し取り戻すには LTE など

全性を高められます。

の「通信機能内蔵型」が現実的な最低

結果として「盗難紛失時のリカバ

条件となり、現状ではほとんどの機

て考えてみます。

図のとおり、人目に付きやすいス

マホは当たり前ですが盗みやすく、
その代わり盗難時の不正なロック解

スキーといえるかもしれません。

デスクトップパソコンは基本的に

認や盗まれたときのリモートロック

仮に盗難したとしてもノートパソコ

リティ機能が標準で備わっています。

ソコン」が、盗難紛失に対し最もリ

した後の探知が困難です。

屋内にあるのと、建物の施錠やワイ

があり、落とした後の位置情報の確

リ手段や防御手段の少ないノートパ

種で利用できないので、盗難や紛失

除は困難。また、基本的に通信機能

やリモートワイプ機能といったセキュ

ようには必要ないといえます。さら

そうなった場合のために、せめ

ヤーロックによる固定も可能であり、

て窃盗犯が勝手に起動してデータ

ンと比較して目立たないように持ち

BIOS パスワードや記憶装置暗号化

を読み出すことができないように、
の手段を講じておきましょう。

出すのは困難です。したがって、盗

要素から安全性のポイントを検証する
スマホ（タブレット）

盗まれにくい

×

人の目に
つきにくい

○

×

生体認証
PIN コード
多数失敗で
ロック

ノートパソコン

△

△

○

○

ロック解除が
困難

△

失敗しても

ロック無しも

○

生体認証
PIN コード

LTE などの内蔵
通信機能

GPS を使った
位置情報

リモートロック
リモートワイプ

○

○

○

△※ 1

△※ 2

△※ 3

×

×

×

( 回線非搭
× ( 回線非搭載 ) × 載 )
× ( 回線非搭載 )

デスクトップパソコン

△

失敗しても
ロック無しも

※ 1 LTE などの無線 WAN 通信機能を内蔵しているものが対象
※ 2 LTE など内蔵機のみ。ノートパソコンの場合は GPS が内蔵されていなくても、通信基地局を使ったおよその位置確認が可能な場合もある
※ 3 LTE など内蔵機のみ。本体が起動していないように見せつつ、リモートロック、リモートワイプを行うことには、専用設計された機種が必要
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コラム：ダブルラインでトラブルに備える

インターネットを閲覧してい

ると、突然サーバが無反応にな

ることがあります。そのときど
うやって原因を解明するのがい
いのでしょう？

使用しているパソコンやスマ

ホ が 原 因 な の か、無 線 LAN か、

ウェブが見られない。な
にがおかしいんだろう？

有線 LAN
テザリング

ウンしているのか。

無線

速やかにトラブルを特定し、別
経路でのアクセスを確保するテ
クニックを身につけましょう。

それには主要な機器の二重化

（ダ ブ ル ラ イ ン 化）
が 有 効 で す。
パソコンで見られないならスマ
ホで確認。無線 LAN がダメなら

ば有線で。ルータがおかしいな
ら LTE で。A というサーバがダメ

ならば B へアクセスして、トラ
ブルが発生した部位の機器を避
けるなどの処置をしましょう。

また、所有する特定の機器が

あのウェブサイト、どう
しても見ないといけない
のだが

Microsoft Edge

Windows

mac OS

考え方になります。

Android

特定の機種へのサイバー攻撃

て利用するわけです。

複 数 台 の 機 材 を 持 つ 場 合 は、

機材のタイプを分散することも

備えとしては有効でしょう。生

物界でも特定の種に偏った生物は、
一つの病気
（ウイルスなど）で一

有線 LAN
アクセスルータ

Google Chrome

Mozilla Firefox

無線 LAN
アクセスルータ

Apple Safari

利用したりする場合も、同様の

問題があるものを積極的に避け

ウェブ
サーバ B

パソコンがマルウェアに感染したり、
ブラウザがセキュリティホールで使えないときの回避手段

アプリなどを避けてサービスを

ホールがあるなら別のブラウザで。

携帯電話会
社の通信網

N

自分から見ると、インターネットのウェブサーバを見る機器、ルータまでの通信方
法、インターネットまでの通信方法、そして目的のサーバまで切り替えることで、ど
の部分にトラブルがあるかを絞り込めます。なお、すべてを切り替えてもネットが表
示されない場合は、しばらく時間をおいて確かめましょう。いずれかの場所で通信が
集中し混雑して通信ができなくなっている可能性があります。

リティホールが明らかになった

ウェブブラウザにセキュリティ

ウェブ
サーバ A

LA

スマホデータ
通信

マルウェアに感染したり、セキュ

が 流 行 っ て い る な ら 別 機 種 で、

ルータ

iOS

ウェブ
サーバ

SNS アプリ

Google
Chrome

Apple
Safari

携帯電話会社の
通信網

Windows にトラブルが発生したら mac OS で、特定のウェブブラウザにトラブル
が発生したら別のウェブブラウザで、スマホのアプリにトラブルが発生したらウェブ
ブラウザ版サービスを利用するなどの回避手段を設けるのも、一つの防御手段です。
ここでは簡略化して描いているため、上のイラストを含めインターネットの部分で
二重化が収束してしまっているように見えますが、そもそもインターネットは通信経
路上にあるサーバが攻撃で破壊されても、迂回して通信が確保されるようになってい
るので、通信が断絶するトラブルがあった場合、自然と迂回路が形成され通信が確保
されるはずなのです。

気に絶滅に追い込まれる可能性
があります。
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雑草のような多様な環境を作っ

て、力強く備えましょう。

2

章

ネットを仕事に使っているなら、

通信ができなくなるのは死活問題。

無線 LAN

第

それともウェブサーバ自身がダ

通信状態がおかしいときに問題点を絞り込む手段

1

3

IoT 機器の
セキュリティ設定

流行の IoT 機器だが、落とし穴も…

IoT
（Internet of Things）機器とは、

従来ネット接続しなかった電気機器
が、インターネットに接続可能になっ

IoT 機器に進化するとセキュリティ上のリスクも生む

たものを指します。例えば、従来の
監視カメラはネットに接続する機能

を持っていませんでしたが、IoT の

ルータ

監視カメラは撮影した映像をネット
経由でスマホなどに送信して危険を

通知するなどの機能を備えており、
より便利に使うことができます。

いつでもどこでも情報を受け渡し

盗撮
サイバー攻撃

できることが喜ばれ、現在は猫も杓

子もネットに繋ぐ、IoT 機器ブーム
のような体裁になっています。

注意したいのはインターネットに

つながるということは、インターネッ

ト上にいる、世界中の攻撃者から攻

撃対象になりうるということです。

遠隔地から
チェック

従来の監視カメラは有線接続された録画機器でしか確認できませんでしたが、IoT 機器化する
ことで、遠隔地からチェックできたり、問題が発生すればスマホで通知や映像を受け取ること
もできるようになりました。しかし、代わりにサイバー攻撃を受ける可能性も生まれたのです。

市場が広がったがセキュリティ上危険ない商品も増えた

例えば IoT の監視カメラであれば、
攻撃者がセキュリティホールを突い
て乗っ取り盗撮カメラとしても使う
ことができるわけです。

これを避けるためには、セキュリ

くぁw せ drftgy ふ
じこ lp!

ティを固めファームウェアを最新に
することなどが必要になります。

もう 1 つ留意したいのは、IoT 機

器の販売がブームとなり、さまざま

な企業が参入する状況でありながら、
その企業すべてがサイバーセキュリ
ティについて詳しかったり、防御す
ることに十分留意して設計を行って
いるわけではない点です。中には明
らかにスパイカメラのように、情報
を不正に外部に送信するようになっ
ているものすらあります。

他国語での声が聞こえる
ホームカメラ（製造元がよ
く分からないものも）

盗聴・盗撮の脆弱性
が指摘された、カメ
ラ付きぬいぐるみ

ネットワーク製品を出して
きたセキュリティ企業製

IoT 機器がブームになることで、従来ただの電気製品だったものにネットワーク機能が搭載され、
市場にネットワーク機器があふれかえる様になりました。しかし、このように登場した IoT 機器は、
ネットワークのセキュリティの知識が乏しい企業による、ブームに乗っただけの商品の場合も
あり、セキュリティホールがあっても対処されず、アップデートが提供されるウェブサイトも
不明、それどころか、本当の製造元はどこの国の何という企業なのか判らないものもあります。
ネットワークに接続する製品は、セキュリティのリテラシーが高い企業のものを購入しましょう。

IoT 機器はきちんとしたネットワー

ク機器を生産した実績がある企業の
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ものを優先して選択することが現状
の安全策です。

パソコン・スマホ・IoT 機器の より進んだ使い方や トラブルの対処の仕方を知ろう

2

第2章

購入後は初期パスワード変更などの設定を

前項のように悪意を持った設計と

思われる製品はさておき、その他に
も攻撃者の危険にさらされる可能性

初期の管理者パスワードは変更する
きちんと
変更しておこう

のある要素は対処しておきましょう。
まず、ウェブブラウザで機器の設

定画面にアクセスするための、管理
者用パスワードは出荷時の状態から
はそのモデルすべてで同じパスワー

IoT 機器を導入したら不正アクセス防止のため、まず初期の管理者用パスワードは変更しましょ
う。大抵の場合、ウェブブラウザ経由で IoT 機器にアクセスして変更するようになっています。

ドが設定されていたりするものもあ
り、格好の攻撃対象となります。そ
るか、想像して下さい。

UPnP で公開

また、ネットワークの設定も適切

意図せずインターネットに公開する

可能性のある
「UPnP」などの機能は
基本的にオフにして、必要な機能を
精査して使うようにすべきです。こ
れは社内などのネットワークと外部

章

合、どういったトラブルが起こりう
に行う必要があります。IoT 機器を

2

DMZ で公開

れが自社に設置したカメラだった場

そのほかにも、インターネットに対して LAN 内部の機器を公開してしまう可能性のある、
UPnP 機能はオフにして、インターネット側 (DMZ) に IoT 機器を設置することもやめましょう。
いずれも攻撃者から IoT 機器へのアクセスが容易になるからです。

小さい会社などならホームセキュリティ機能内蔵ルータも

のインターネットの境目にあるルー
タでも同様に設定します。

IoT 機器は記憶容量が少なく、パ

ソコンなどのように総合セキュリ

ティソフトをインストールできませ
んので、きちんと管理しなければな
りません。そのためにルータ自体が
IoT 機器に対応した、包括的なセキュ

リティ機能を持つ
「ホームネットワー

クセキュリティルータ」
などの製品

も市販化されています。外部からの

攻撃だけでなく、IoT 機器が勝手に
外部に情報を送信しないように、監
視できる体制を整えましょう。

ただ、いうまでもないことですが、

IoT 機器に関する一番のセキュリティ

対策は、ネットワークに接続する明
確な理由のない機器は、そもそも接
続しないことです。

IoT 機器はパソコンやスマホと異なって、記憶容量が小さいためセキュリティソフトなどを
導入することがほぼできません。したがってサイバー攻撃に弱く、また、モニターなどがな
いため機器の状態をチェックしづらく、乗っ取られてもこれを察知することが難しいのです。
そういった状態を察知するために、最近では IoT 機器に対する監視機能を持った装置を、インター
ネットの玄関口になるルータに接続したり、あるいはルータ自身の中にそういった機能を内
包するものがあるので、これらの導入を検討しましょう。こういった装置は IoT 機器など LAN
内の機器を監視し、不自然な点があれば連携したスマホのアプリなどで確認できます。
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第

必ず変更しましょう。機種によって

コラム：究極の防御手段、エアギャップ

小さな会社や NPO の仕事など

で、業務上どうしても個人情報
などの入った顧客データベース

を 管 理 し な け れ ば な ら な い が、

有線でも無線でも、つながっていないパソコンは
（基本的に ) マルウェアに感染しない

マルウェアによる感染は怖いし、

感染困難

セキュリティを固められている
か自信がない。

そんなときは、重要な情報の

エアギャップ
（空気の隙間）

入ったパソコンを、極力ネット

スタンドアロンパソコンの中にある情報を奪取しよう
とすると、現物のパソコンを強奪するしかなく、（攻撃者
にとって）
危険
（＝コストがかかる）
となります。

につながずスタンドアロンパソ
コンとして使用するという手が
あります。

このネットにつながっている

スタンドアロンパソコン

しかし USB メモリを介して感染することも

パソコンとスタンドアロンのパ

ソコンの間、マルウェアが電子

的に越えることができない壁を
「エ

アギャップ
（空気の隙間）」と呼び、
セキュリティ上の立派な防御手
段の一つとなっています。

もし攻撃者がこのスタンドア

かつて、イランで核燃料施設にあるスタンドアロンパソコンを感染させ、機器
を暴走させた手法
（Stuxnet 型）
です。ただし、攻撃者がマルウェアをネット経由
で直接操作できないのと、データを抜き出すのは困難です。

ロンのパソコンに入っているデー

ネットに接続していなくても
少量のデータであれば盗める

タが欲しければ、物理的に事務

光 (LED やモニタ )

所 に 忍 び 込 ま な け れ ば な ら ず、
それは攻撃者にとって危険でコ

熱

ストがかかることであり、十分
な抑止力になるわけです。

ただ、データの盗難目的では

なく、破壊などが目的のマルウェ
アの場合は、USB メモリを介し

て感染させるという手法があり
ます。それらを避けるには、き

ちんと管理できる人間以外がそ

電圧

Stuxnet 型で感染したパソコンに、あらかじめ特定のデータの内容を、デジタ
ル信号の形で、光、音、電圧差などを使って発信させることは可能です。それを
受信することができれば情報の奪取も可能です。ただし、通信速度は遅いので大
容量のデータを盗み出すことは困難です。

のパソコンに USB メモリを挿せ

困難なのですが、パソコン内で

きれば情報の奪取も可能となり

キャップなどを使いましょう。

の情報であれば、光るもの（LED

要するにこれらのものを使っ

ないように、鍵つきの USB 端子

余 談 で す が こ の 方 式 の 場 合、

スタンドアロンパソコンが仮に

感染しても、外部との通信がで
きないためデータの持ち出しは

のわかりきった場所にある少量

ます。

やパソコンのモニタ）、音、消費

てモールス信号を打つことで送

向かって信号を送ることは可能

が湧くでしょうか。

電圧の上下などを使って、外に
であり、攻撃者がこれを観測で
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信する、といわれればイメージ
話題を戻してエアギャップを

パソコン・スマホ・IoT 機器の より進んだ使い方や トラブルの対処の仕方を知ろう

インターネットバンキングの不

第2章

オンラインで銀行口座が狙われるなら

正送金の例にあてはめてみましょ
う。

インターネットバンキングの

セキュリティの向上と、攻撃者

の技術向上はいたちごっこであり、
銀行などによって、日々さまざ
れますが、絶対に安全というこ
しいでしょう。

な問題もありますが、セキュリ

ティに人間の心の隙という防御
しにくい要素が含まれているこ

ネットを使って銀行口座から不正送金が行われるのは、そもそも送金処理をネッ
トで完結していること、攻撃者がネットの闇に潜んでいられること、そのため国
内はおろか世界のどこにいるかわからず、検挙しにくいこともあります。

インターネットバンキングを止めるという手も

とと、攻撃者がネットの闇に姿

を潜めているため、その情報を
たぐって現実世界の攻撃者の場

物理攻撃が必要

所までたどり着き、証拠を固め
た上で相手を捕まえることが容

エアギャップ

易ではないからです。

特にこのうち人間の心の隙に

関しては、一朝一夕に対策を講

じることは難しいのですが、一
方で攻撃者がネットの闇から出
てこなくてはならない方法で防
ぐ手段はあります。

すごくシンプルな方法でおど

ろくかもしれませんが、要は取
引をネットで行わなければいい
だけなのです。

インターネットバンキングは確

かに便利ですが、現在ではコンビ
ニを含めありとあらゆる所に ATM

が設置され 24 時間稼働していま

すし、24 時間送金可能な手段も

あります。

したがって、多量の送金処理を

毎日行うのでもなければ、インター

ネットバンキングを使うことは
「便

利」
ではあっても
「必須」
ではあり

ネット経由ではなく現実世界で送金処理を行うようにすると、当然ネットを使っ
た不正送金はできませんし、お金を引き出す情報や鍵を持っているあなたと攻撃
者の間には、エアギャップが存在することになります。
無理矢理カードと暗証番号を手に入れようとすると、現実世界で窃盗や強盗を
しなければならず、監視カメラなどにも映るので、リスク（コスト）がかかるよう
になります。このリスクが防御となるわけです。

ません。

そしてネットを利用しない場合、

攻撃者が不正にお金を奪おうと

てそういった手段は選びにくく
なるでしょう。

このように、ときにはネット

思えば、現実世界でキャッシュ

につながない、ネットを利用し

暗証番号を聞き出さなければな

プ」という選択肢をとることも防

カードとあなたの身柄を抑えて、
りません。

そのようなことをすれば当然

のように攻撃者の顔もばれますし、
現実世界に移動の痕跡も残ります。
したがってリスク（コスト）も非
常に高くなるので、攻撃者とし
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ないという「ある種のエアギャッ
御の一つなのです。

ネットにつなぐのは「便利」の

物差しだけで考えるのではなく、

「利 便 性」と「危 険 性」を 天 秤 の 両

側に乗せ、総合的に安全な選択
肢をとるべきでしょう。

2

章

それは攻撃者との技術競争的

第

とはありえませんし、今後も難

不正送金

サイバー攻撃

まなセキュリティ対策が講じら

コラム：「無料」
ということの対価はなにか
インターネットではよく「無料」

という言葉を見かけます。無料

試食コーナーのサービスコストの例
はいはい、タダよ。
ちょっと食べていって

のメールサービス、無料のウェ
ブサービス、無料の動画公開サー
ビス、無料のアプリなどなど。

しかし、お店などの試食コー

ナーの図を見てもらうとわかり

（ソーセージを売る場合）

無料ウェブサービスの例

ますが、私たち利用者の側から
一見無料に見えても、サービス

が提供されるときは必ず「コスト

（費用）
」
がかかっています。

①無差別広告で運営

広告主

広告出稿

そ し て 正 常 な 企 業 で あ れ ば、

かの採算が取れるシステムが存

在し、私たちが見えないところ

でお金が回って、無料提供され

無料ウェブサービス
運営会社

広告で利用者を
誘導＝売上

コストが回収できないビジネス

は行いません。そこにはなんら

収益モデルです。広告主がウェ

広告システムがもう少し進む

利用者
( サービスを
当初無料で利用 )

利用料 = 売上

④セキュリティ意識の低い善意の無料サービス
セキュリティ
甘いかも…

無料の代わりに責任は
一切取りませんよ

利用者

( サービスを
無料ウェブ
サービス会社？
無料で利用 )
無料でサービスを提供
利用

責任は取らない

このパターンでは、匿名とはい

実質的に責任は取って
もらえない
（その能力もない）

え平たくいえば
「私たちの情報」
が
いるわけです。

ビスに馴染んだら、その後有料

初無料で提供し、利用者がサー

イズを行う型もあります。

ま た、先 行 投 資 と い っ て、当

最初は無料

( サービスを
無料で利用 )

有料化や有料アイテム販売

より効果的な宣伝を行います。

サービスの対価として支払われて

( サービスを
無料で利用 )

人が集まる

と、ウェブサービス会社が私た

絞り込んで広告を打つなどして、

そこそこ買う

無料ウェブサービス
運営会社

運営するわけです。

社製品にマッチした人物向けに

広告料で回収

③先行投資後マネタイズ（コスト回収 )

サービス会社はそれを資金源に

れを広告主に提供、広告主は自

広告を見る
時々買う

より多くの利用者
を誘導＝売上↑

ブサイトなどに広告バナーを出し、

一見匿名の情報の形にして、こ

広告

無料ウェブサービス
利用者
運営会社
普段の行動の情報
趣味や行動を匿
ニーズに
名にして提供
マッチした広告
利用者にマッチ
より広告を見る
した広告を打つ

広告主

その方法の一つは広告による

趣味や行動などの情報を収集し、

利用者

②利用者の情報を利用し、ターゲットに合わせた広告で運営

ているわけです。

ちのウェブ上での行動パターンや、

・食べる側は一見無料だが、人件費、
光熱費、材料費は必ず発生し、ど
こかで誰かが必ず支払っている
・お店全体の売上や直接的なソー
セージの売上の一部としてなど
・運営主体もしっかりして、コスト
も回っているので食べても大丈夫

化してコストを回収するマネタ
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そして最後にもっとも気をつ

けたいのが善意の無料サービス

です。誰かがウェブサービスや

パソコン・スマホ・IoT 機器の より進んだ使い方や トラブルの対処の仕方を知ろう

アプリなどを開発し無料で提供

するのですが、明示的ではなく

ても
「責任は一切取りませんよ」
という状態のものです。

無料の公衆無線 LAN サービスの例

①一見無料だが税金などでまかなっている間接的に有料

のポケットマネーなどでまかな

てここが弱点として攻撃者に狙

トラブルがあると議会などで取りあげられ問題となることもあります。責任能
力もあります。

②企業が収入の中から払っているから（追加料金 ) 無料

わけです。

運営費

公衆無線 LAN の無料サービス

も考えてみましょう。

政府機関・施設や自治体など

が提供するものは、運営費とセ
キュリティの費用が、実は税金

セキュリティ担当のコストも出る

③対価を支払って利用する（有料）
運営費

支払料金の中からまかなわれて

いるので「追加料金無料」といっ
当然その支払料金が運営管理費
用やセキュリティ費用にあてら
れます。

そして今回も問題なのは
「善意

の無料サービス
（ただし責任能力
提供されている場合、それは自

宅用や仕事用のものを無料開放

し て い る だ け か も し れ ま せ ん。

有料無線 LAN

セキュリ
ティ費用

利用料

Wi-Fi
サービス提供

セキュリティ担当のコストも出る

対価をもらったサービスなので、トラブルが起きれば責任問題となります。

④セキュリティ意識の低い善意の無料サービス
盗聴してデータ
抜いちゃえ……

無料の代わりに責任は
一切取りませんよ

運営費（ポ
ケットマ
ネーなど）

なし）
」
です。

小さなお店などで無線 LAN が

無料
Wi-Fi サービス

トラブルが起きれば責任問題となり、本業にも影響が出ます。責任能力もあります。

携帯電話会社が提供する場合は、

対価を払って利用する場合は、

通話料や
通信料の支払い

セキュリ
ティ費用

でまかなわれています。

た方がいいでしょう。

無料の
公衆無線 LAN

無料無線
LAN

無料

Wi-Fi サービス提供

セキュリティ担当者なし

対価はもらっていなので、トラブルは自己責任といわれたり、実質的に責任は取っ
てもらえません
（その能力もありません）
。

そして無料で使っている以上利

いならば、誰も日常的に攻撃者

というわけです。

する側は安全性を求める権利も

うかなどチェックしないからです。

要です。運営されてる費用の出

そして攻撃者はこのような所

「運営主体がはっきりしていない、

たが個人として高いツケを払わ

運営費もセキュリティ費用もな

の公衆無線 LAN は推奨されない」

用者とは契約関係もなく、利用
ないわけです。

を 狙 っ て 罠 を し か け て き ま す。

が忍び込み罠を張っているかど

こ の よ う な 理 由 が あ る の で、

セキュリティ意識の低い、無料
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無料という言葉には注意が必

所がはっきりしない場合、あな
されることになるかもしれませ
んよ。

2

章

われ、利用される可能性がある

セキュリティ担当のコストも出る

第

おろそかになりがちです。そし

無料
Wi-Fi サービス

運営費
＋
セキュリティ費用

われ、ビジネスとしては成立し
対して割くべきコストや労力が

税金

無料の
公衆無線 LAN

この場合コストは提供する側

ていないので、セキュリティに

第2章

コラム：クラウドストレージサービスからのデータ流出。原因は？
クラウドストレージサービス

写真を抜き取られたケースです。

にしないこと。セキュリティの

たデータなどを、インターネッ

攻撃」
「辞書攻撃」※ 5、そして個人

どや、不正なアクセスがあった

と は、
「従 来 手 元 で 保 存 し て い

ここでの攻撃とは、「リスト型

ト上のどこか、雲のように存在

情報からの推測などです。

トに繋がったどの機器からでも、

ドを使い回していて、侵入され

で、その雲的なイメージを指し

ドは誕生日やニックネームから

しているサーバに保存し、ネッ

意識せずに利用できる」サービス

てクラウド
（cloud）
と呼ばれます。
実際には、サーバは雲や霞で

はなく、どこかに歴然と存在し

他のサービスと ID とパスワー

る場合もありますが、「パスワー

推測した」という攻撃者の証言も
よくあります。

を固めずにクラウドサーバにアッ
プロードしない・（自動で）され
ないように設定する」ことです。

ク ラ ウ ド は 大 変 便 利 で す が、

者の格好の的になると、理解し

て、推測されるほど簡単なもの

ントでしょう。実際はそれぞれ

出して困る情報は、セキュリティ

ドを使い回ししないこと。そし

ずに使える」
≒
「便利である」
こと
りが、ポピュラーになったポイ

な限り導入すること。そして「流

きちんと利用目的とセキュリティ

ないためには、まず ID とパスワー

を
「ク ラ ウ ド
（雲）
」
と例えたあた

場合通知されるサービスを可能

こういった流出事故を起こさ

ていますし、この概念自体は昔
から存在しているので、
「意識せ

強化を目的として多要素認証な

を固めて利用しなければ、攻撃
てから利用しましょう。

データはどこに保存されている？

のサービス名で呼ばれています。
最近ではスマホを利用してい

ると、意識しないうちに写真な

どがクラウドサーバにバックアッ

プ さ れ て い る こ と も あ り ま す。
それに、ウェブブラウザがあれ
ばどの機器からでもアクセスで

きるメールサービスも、クラウ
ドの利用ともいえます。

パスワード管理アプリ ※ 4 の記

事では、クラウドを利用するこ

スマホなどを使っていると、全く意識せずにクラウドサーバにデータをバッ
クアップしていることもあります。よく分からない場合は、一度調べてみましょ
う。「クラウド」という名前ではなく、それぞれのサービス毎の名前をつけられ
ている場合もあります。

パスワードが甘いと流出するかも

とに関して厳しく書いていますが、

SNS に
手がかりは？

クラウドサービスは、その性格

を理解した上で利用するなら大

推測が簡単な
パスワード？

変便利なものなのです。

一方、問題なのはクラウドス

パスワード
流出リスト
使えないかな？

トレージサービスからの情報流

出です。攻撃者がシステムを攻
撃して大規模に情報を奪取する

こ と も な い と は い い ま せ ん が、
ニュースを賑わす話のほとんどは、
利用者のパスワードが各種攻撃

で破られ、クラウドから情報や

※ 4 P29,P118,P119 参照

※ 5 P116 参照

攻撃者はクラウドサービスのパスワードを破るために、さまざまな攻撃を試
みます。「ログインパスワード」の基準でパスワードを設定するなど、パスワー
ド設定の基本を守るとともに、サービス間で使い回しをせず、多要素認証の設
定や不正なログインがあった場合に通知を受け取れる設定を活用しましょう。
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