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3章

被害に遭わないために、
加害者的立場にならないために
サイバー攻撃に遭っても、被害は自分や会社が持つお金や情報

を奪われてしまうだけと思っているかも知れませんが、実はそれ
だけではありません。

攻撃者に乗っ取られた IT 機器が、第三者への別のサイバー攻撃

に利用されたり、フィッシングメールの発信元に使われ、油断を
した知り合いや取引先が二次被害に遭ったりするからです。

そういう被害を拡散しないためにも、公衆衛生的なマナーとし

て、セキュリティをしっかり固めなければならないのです。
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攻撃者に乗っ取られると
こんなことが起こる

被害に遭わないために。そして加害者的立場にならないために

攻撃者があなたのパソコンなどに

攻撃者によるパソコンなどの乗っ取り

サイバー攻撃をしかけるのは、お金
や情報を盗むだけでなく、あなたの
パソコンなどをサイバー攻撃の道具
にする目的である場合もあります。

踏み台化

手順としては、あなたのパソコン

マルウェアに
感染しています

などをマルウェアに感染させるか、
流出した ID とパスワードを使いパ
ソコンに侵入し、自由にコントロー
ルできるようにします。

次に別のパソコンやサーバなどに

侵入するとき、
「踏み台」にしてあな
たのパソコンがやっているように見
せかけたり、悪意のボットによる

ボットネットに接続させ、第三者へ
の DDoS 攻撃を行わせたりします。

こうすることで、万が一サイバー

マルウェアに感染さ
せるか、盗んだ ID と
パスワードを使って
本人になりすまして
乗っ取り

悪意のボット
（マルウェア）
などに感染

攻撃者は、目的のパソコンなどをマルウェアに感染させ乗っ取るほか、流出したあなたの
ID やパスワードを利用しあなたになりすまし、各種サービスやリモートでパソコンにログイ
ンを試みて、これを乗っ取ります。マルウェアであればセキュリティソフトで検出されるか
もしれませんが、なんらかの正規の方法でログインされ、
「本人」
としてリモートコントロー
ル用のソフトをインストールされると、その乗っ取りに気づくのは困難になります。

乗っ取ったパソコンを踏み台にしてサイバー攻撃を行う

攻撃がばれたとしても、最初にあな
たが調べられ、その間に攻撃者は証
拠隠滅などをして姿をくらますこと
ができるわけです。

お前が犯人だな！

こういった場合でも、入念に調査

すれば乗っ取られていた事実が分か
るでしょうが、もし攻撃が重要な社
会インフラに対して行われ、実際に
被害者が出てしまったら、あなたは
思い悩んでしまうでしょう。

❶

❷

そうならないためにも、公衆衛生

的なマナー意識を持って、パソコン
などのセキュリティはしっかり固め
ましょう。

もしセキュリティソフトが、マル

ウェアに感染していることを検出し
たら速やかにネットから切断し、実
害の出ている攻撃に関して、警察な

❸

❹

IDとパスワード、個人情
報等々を盗む。あるいは
さらに乗っ取る

攻撃者は乗っ取ったパソコンなどに対して❶インターネットを通じて、❷乗っ取ったパソ
コンに指示を出し、❸あなたのパソコンがやっているように見せかけて
（踏み台化）
、❹他の
人のパソコンに攻撃をしかけます。攻撃者はこうすることで自分の存在を隠して、安全にサイバー
攻撃を行えるわけです。

また、乗っ取りだけでなく、あなたのパソコンのメールアドレスを使って、他者にフィッ
シング詐欺のための BEC
（ビジネスメール詐欺）
のメールなどを送信する場合などもあります。

どから協力の要請があった場合は証
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拠保全 (P82 参照 ) を行いましょう。

被害に遭わないために、加害者的立場にならないために
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盗まれた情報は犯罪に使われる

攻撃者は、あなたのパソコンなど

情報が直接盗難される場合

を乗っ取って、個人情報、クレジッ

個人情報、クレジットカード情報、
インターネットバンキング情報、ウェ
ブサービスの ID とパスワード、暗号
化 のための
「暗号キー」
ゲット

トカードや銀行情報、ウェブサービ
スや SNS の ID とパスワードなどを
盗むと、それを犯罪に使います。

例えば銀行のインターネットバン

キングを使った不正送金で、口座か

ぎゃー！
お金が勝手に送金
されている！

らお金を盗み取るかもしれません。
銀行のインターネットバンキング

は多要素認証でガードがされている
から大丈夫と思っても抜け道はあり
ますし、あなたの情報を売ってお金
を得る手段もあります。

それを受け取り現金化する、といっ
た事件も起きています。

勝手に
買い物されている！

すぐ！ いま
急いでいます！

クレジットカード情報の流出などが起こった場合は、その被害は多岐に及びます。とりあ
えずカードが不正利用されていないかチェックしましょう。パスワードなどの流出が判明し
たら、該当するサービスのパスワードの変更を行いましょう。

情報が間接的に盗難される場合

SNS のメッセージであなたになり

すまし、友だちに対して「プリペイ

ドカードを買って、アクティベーショ

ショッピング
サイト

流出したパスワードが変えられ
ちゃう前にやっちゃえー！

ンコードを送ってくれ」と依頼して、

流出

電子マネーをだまし取る場合もあり
ます。

自分が使っているパソコンなどの

流出

セキュリティをしっかり固めていて
も、情報を登録しているウェブサー
ビスなどから、間接的に流出・盗難
されることもあります。

不正利用

不

正

重要情報
ゲット！

送

金

ネット
バンキング
サイト

この場合でも同じように、攻撃者

は盗んだ情報からなんらかの手段を
用いて、お金を手に入れようとしま
す。あなたに非がなくても流出は起
こるのです。自分の環境のセキュリ
ティを固めてもそのときは防ぎよう
がないので、不正利用などの兆候に
気をつけてください。

パスワード流出が判明したらパ

スワード設定のセオリー(P28 参照 )

にしたがってすぐに変更し、クレ
ジットカード情報が流出したらカー

特定のサービスから ID やパスワードが流出しただけならば、ID とパスワードの使い回しを
していない限り、他のサービスへの被害拡大はありません。しかし、使い回しをしている場合や、
クレジットカード情報が漏れた場合、その被害は多岐にわたる可能性があります。楽観的に
考えずに迅速に対処しましょう。

ド会社に連絡してカードの番号を
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変更しましょう。
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オンラインで勝手に買い物をして、

コンビニでプリ
ペイドカードを
買ってきて、裏
の番号を送って
ください

第

流出したクレジットカードを使い

卯勝くんから
メッセ？

3

乗っ取られた機器はサイバー攻撃に使われる

サイバー攻撃で攻撃者に乗っ取ら

れたパソコンなどの機器は、「ゾン
ビ化」といい、攻撃者に操られる状

態となって、さまざまなサイバー攻

乗っ取られたマシンはボットネットとして貸し出される
DDoS 攻撃
する？

おいくら？

撃に使われることがあります。

サイ バ ー 攻 撃 の
「踏 み 台（身 が わ

り）
」
に使われるほか、
「悪意のボッ
ト」に感染した機器は、持ち主の知

DDoS 攻撃

らないところでボットネットとい

うゾンビ化した IT 機器の集合体に
加えられ、攻撃者の命令で特定の

サーバに一斉にアクセス要求をする

どこかのサーバ

DDoS 攻撃などに使われます。

ボットネット

このボットネットによる攻撃は、

攻撃者が DDoS 攻撃用
などに、ゾンビ化した
機器をネットワーク化
した集合体

攻撃者が自分の技術や主張を誇示す
る行動などにも使われますが、ボッ
人物に、時間あたりいくらで貸し出

攻撃者によって悪意のボットに感染させられ、コントロールされたパソコン ( ゾンビ
PC）
などの集合体がボットネットです。攻撃者の命令で、一斉に特定のサーバなどに
DDoS 攻撃をしかけ、ダウンさせたり反応不能に陥れたりします。ダークウェブなどで
時間あたりいくらという形で貸し出されることもあります。

た人の財産
（パソコンなど）を勝手に

無線 LAN に侵入され罪を押しつけられることも

トネットを利用して攻撃を行いたい
されたりもします。攻撃者は乗っ取っ

貸し出し、違法にお金を稼いでいる

今日はこの家の
無線 LAN に潜
り込もう。暗号
化もないし……

わけです。

一方、
「踏み台」
的な攻撃はパソコ

ンなどの乗っ取りによるものだけで
はありません。

インフラ企業

サイバー
攻撃

サーバ

「ウォードライビング」といって、

車に乗って、会社や事務所に設置さ

サイバー
攻撃

れている、暗号化されていない、も
しくは暗号化や暗号キーの設定の甘

サイバー
攻撃

い無線 LAN アクセスポイントを探し、

暗号化していない、
もしくは暗号化や
パスワードの甘い
アクセスポイント

見つけるとこれに侵入して利用する
手法があります。

これはアクセスポイントを
「踏み

台」にし、そこからインターネット

上のさまざまなサーバやインフラ企
業に攻撃をしかけるためです。攻撃

をしかけてきているのは「踏み台」が

ある場所と見せかけて身代わりにし、
攻撃がばれたときの追跡を逃れるた
めです。

サービス

車で街を徘徊して、侵入可能な無線 LAN アクセスポイントを探すことを
「ウォードライ
ビング」
といいます。こういった侵入を許し
「踏み台」
にされないためには、無線 LAN アク
セスポイントのセキュリティ設定をきちんと見直しましょう。それが、自分の身の回り
でできるサイバー攻撃阻止の第一歩です。

この場合、攻撃者に非があるのが

どで事故が発生したら心中穏やかで

バー攻撃が行われ、インフラ企業な

て侵入されないようにしましょう。

当然ですが、会社や事務所からサイ
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はありません。セキュリティを固め
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IoT 機器も乗っ取られる。知らずにマルウェアの拡散も…

攻撃者によって乗っ取られるのは

パソコンやスマホだけではありませ

ん。IoT 機器と呼ばれるネットにつ

ながる IT 機器はいずれも、乗っ取

IoT 機器も乗っ取られ攻撃に使われる
監視カメラ

られて攻撃者の身代わりにされる
「踏

スマート家電

ルータ

ネットワーク
プリンタ

み台」
化、DDoS 攻撃のボットネッ

トへの接続、マルウェアの拡散など、
さまざまなサイバー攻撃に利用され
る可能性があります。

特に IoT 機器は、監視カメラやネッ

スマート
TV

ゲーム機

IoT 機器のボットネット

レコーダ

ト対応電子機器などのように、普段
私たちがあまりセキュリティについ
て気にかけないものであり、パソコ
で生産台数が多い＝手間をかけずに
多数を一気に攻撃できる
「攻撃しや
すい条件」
が揃っているのです。

最低でも、IoT 機器の出荷時の
「管

理者用パスワード」
などはパスワー

ドセオリー(P28 ,P114) にしたがっ

て変更し、システムは最新に保ち、

IoT 機器は攻撃者から見ると、乗っ取りやすい要素を多くもっています。攻撃者はそれ
らを乗っ取ってさまざまなサイバー攻撃に使います。IoT 機器は最低でも
「出荷時の管理
者パスワードの変更」
「システムの状態を最新にする」
「必要のない機器はネットにつなが
ない」
などの対応をしましょう。

知らずにマルウェアの拡散に協力しているかも……

ネットにつなぐ必要がないものはむ

このアプリ、
ちょー面白い！
試してみて！

やみに接続しないようにしましょう。
また、サイバー攻撃に協力してし

まうのはなにもパソコンや IoT 機器
だけとは限りません。人間は最大の

面白そう。
皆にもシェア
しよう！

セキュリティホールともいわれ、マ
ルウェアの拡散源となることもあ

ります。SNS などで「この記事が面
白いよ」
「このアプリ試してみて」
と

いった投稿を考えなしに拡散してい
ると、その先はフィッシングサイト
だったり、マルウェアのようなアプ

リだったりということもあり得ます。
ネットでなにか行動する前には、

必ず
「それは本当に必要なのか」
「そ

うすることでなにか問題が発生する
可能性はないのか」
をいつも注意し
ましょう。

皆にもシェア
するから
使ってみて

お、シェア

シェア
しよっと

シェアするね

SNS で見た「面白い投稿」や「拡散希望の投稿」を深く考えないで拡散すると、その投稿
にあるリンクの先にはフィッシングサイト用意されていたり、ゼロデイ攻撃のマルウェ
アが仕込まれていたり、アプリであればマルウェアが入ったものだったり、そのときは違っ
ても、のちのちそう変化するアプリかもしれません。拡散する前によく考えて「シェアす
る必要がないものはシェアをしない」ようにしましょう。そうしないと、あなたが被害者
ではなく、サイバー攻撃やマルウェアの拡散者になってしまうかもしれないからです。
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高くありません。そして一つの機種

第

サイバー攻撃

ンほどサイバー攻撃への対応能力も

5

サプライチェーン攻撃の踏み台にならないように

P66 や P68 に書いたような、アカ

①サプライチェーン攻撃とは

ウントの乗っ取りとともに、気を付
けなければならないのが
「サプライ
チェーン攻撃」
です。

「サプライチェーン攻撃」とは攻撃

者が、セキュリティが堅牢な大企業
を直接狙わず、その企業の業務上や
製品調達上の関係があり、かつセキュ

リティが堅牢でない企業を狙うなど
して、攻撃を仕掛ける手法です。

業務上繋がりがある場合は、乗っ

取った企業の従業員のアカウントか

製品

セキュリティの
しっかりした
親会社

マルウェア

を盗み出し、日常的にやり取りして
いる文面を模倣して、マルウェア付
きのフィッシングメールを送り付け
ます。

場合によっては、その人物のアカ

ウントそのものからメールを送る場
合もあるため、受け取る側はフィッ

シングメールを疑う手掛かりがなく、
引っかかってしまう可能性が高くな
ります。

また電子機器を生産している企業

などでは、生産している IT 部品に

マルウェアやバックドアを仕込み、
これを大企業に納入させることで、
大企業が生産している製品を乗っ取
る環境を整えるなどします。

納入部品

マルウェア

攻撃者

マルウェア

サプライチェーン攻撃とは、最終的な攻撃目標を生産している、セキュリティが堅牢な企
業を狙うのではなく、そのサプライチェーン（供給の連鎖）
の工程の、弱い企業や弱い場所を狙っ
て攻撃を仕掛け、最終的な攻撃目標に、マルウェアなどを仕込む手法を指します。イラスト
では車（ハードウェア）
が狙われていますが、ソフトウェアであっても同様ですし、考え方と
して誰かのアカウントを乗っ取るときにも使われます。

②オフショア開発とは

ら、メールをダウンロードして、取
引先の相手の氏名やメールアドレス

セキュリティの
甘い会社

システム
開発発注

日本

X国

内緒で再委託

情報流出

機密情報

オフショア開発とは、ソフトウェアの開発するときに、受託した企業が依り開発コストが
安い海外の企業などに再委託することを指します。しかしこの再委託先が我が国と同じ倫理
感や法治の概念を持たず、モラルが低い場合、サプライチェーン攻撃を仕掛けられる場合が
あります。問題は受託企業が発注企業に内緒で再委託している場合あり、発注者はセキュリティ
上、開発がどこで行われるか、契約で定め、掌握する必要があります。

と、責任を負わせられることがある

機器を購入するときは、当該の会

ことを認識しましょう。

社の製品が、類似のトラブルを起こ

●データの不正国外通信と思わ

配しましょう。

ぬオフショア開発

していないか、入念に調べてから手
また外部にプログラムや IT 機器

明示的なサプライチェーン攻撃以

の開発を委託する場合、詳細が開示

ネットワーク部品で、大企業が生産

を起こすケースにも気を付けましょう。

厳密でない外国に対して、「オフショ

たら、どのようなことが可能になる

に沿わぬ形で情報を勝手に国外に漏

まさに諺の
「将を射んと欲すれば

通信機器やドローンに関連したサ

り知らぬ所で、情報漏えいやシステ

か、外部から不正に IT 機器へのア

う可能性があるので、契約時にはそ

例えば大企業に納入する部品が

する最終製品がパソコンだったとし
か、想像してみて下さい。

外にも、気付かぬ所で情報の漏えい
使用する IT 機器が、利用者の意

えいさせるケースもあります。

まず馬を射よ」
と同じ作戦なのです。

イバー攻撃が取り沙汰されているほ

イバーセキュリティなど関係ないな

クセスが可能となるバックドアの設

小さな中小企業や団体だから、サ

どと考えず、こういった攻撃に遭う

置も話題になっています。
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されないうちに、情報の取り扱いが

ア開発」で業務が再委託されるケー
スがあります。

こういった場合、発注者のあずか

ム上にバックドアを仕込まれてしま
ういったことがないように、取り決
めをしておきましょう。

被害に遭わないために、加害者的立場にならないために
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問題が起きると事業継続に影響を及ぼす

攻撃者によるサイバー攻撃だけで

なく、十分に気を付けなければなら
ないのは内部の人間、およびそれに

受託事業の機密情報を流出させてしまった

準じる人間によるサイバー犯罪です。

名簿高く
買いまっせ！

現実にあった例を下敷きに説明し

ましょう。

とある会社で営業機密や顧客情報

の流出が発覚しました。その犯人は
過去にその会社に在籍していた人物

で、特に複雑なハッキングをせずに、
在籍時のアカウントを使ってアクセ

なんてことをして
くれたんだ！
損害賠償請求だ！

スし、情報を抜き取ったのでした。
退職者のアカウント管理をきちん
また、回線を使った侵入すら行わ

ないケースもあります。

とあるサービス業から顧客情報が

約数千万件流出するという事件が発
覚しました。

その会社自身が流出に気付いたも

受託事業で預かった機密情報や個人情報なども、IT 機器を導入していると、目立たずあっ
という間に持ち出されたり、流出してしまったりします。上記のイラストでは、外部から来
た派遣社員の例ですが、ソーシャルエンジニアリングを使って会社に入り込んだり、社員を
騙して送らせたり、あるいは外部からサイバー攻撃を行い社内や団体内のコンピュータなど
を乗っ取って流出させたり、その可能性はいくらでもあります。こういったトラブルが発生
したとき、相手先や顧客への不利益はもちろん、会社として受ける損害は計り知れません。

なぜこれがサイバー攻撃なのか？

のではなく、流出した名簿を使って
顧客にダイレクトメールが届くよう
になったことで、間接的に数千万件

の顧客情報流出が発覚したものです。
情報流出は親会社から業務委託さ

れた情報処理系の子会社から、外部
の派遣社員のエンジニアが顧客デー
タを持ち出し、名簿業者に不正に転
売した結果起きたものでした。

本件は、クラッキングなどを行っ

たサイバー攻撃によるものではあり
ませんが、内部犯行者によるれっき
としたサイバー攻撃でした。

これにより親会社は顧客に数百億

外部の人間が機密情報の入ったパソコンに、USB メモリを挿して情報をコピーして持ち出した。
ネットワーク越しに受けるサイバー攻撃だけでなく、こういった物理的な盗難も広義のサイバー
攻撃です。サイバー攻撃とはネット経由に限らず現実世界も含むのです。
盗難されたデータはその先で、また、別のサイバー攻撃を生みます。例えば盗んだ名簿が
現実世界の名簿屋やダークウェブ上のダークマーケットで販売されると、その名簿を買った
別の攻撃者が、スパムメールなどを使ったサイバー攻撃に用いる可能性があるのです。

このケースでは親会社と子会社の

は不可能でしょうし、NPO だった

い契約企業だった場合、損害賠償請

業であっても、情報流出を起こした

円相当の補償を行い、また、子会社

関係でしたが、これが資本関係のな

散。犯人は当然のことながら逮捕、

求が行われたかも知れません。

は事業継続が困難となって翌年に解
責任を負うべき立場にいた役員が引
責辞任となりました。

ましてやこれが、社員数名しかい

ない中小企業だったら、金銭的賠償
71

場合は、高い意識を持って始めた事
ことで信頼を失い、その目的の達成
を断念せざるを得ない事態に陥った
でしょう。
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ケースと言えます。

第

と行っていなかったために発生した

そんなお金は払えない
倒産するしかない

1

2

よくある攻撃の手口と
対策

標的型メール攻撃の具体例と対策

「お盆休み明けに出社して、すぐ

こんなシチュエーションだと思っていたら…

にメールを開くと、提携先の会社の

A さんから、次回のミーティングに

休み明けのメールチェックと。
あ、A さんからだ…。

関してのレジュメが添付されてきて
いた。ミーティングは当分先だった
のではと思いつつ、このファイルを
クリックして開いたが、レジュメは
表示されなかった。ファイルが壊れ
ているのかな…。まぁいいか。」

はい。アウトです。こんな話は、

どこの会社や団体でも見るありふれ
た光景でしょう。しかし、この話に
は 3 つのポイントがあります。

1 つは、長い連休中にはセキュリ

ティアップデートや、総合セキュリ
ティソフトの更新が行われている可
能性があります。日常的な業務を始
める前に、まずアップデートして連

休み明けに出社して、普段どおりにパソコンを立ち上げ、メールを開いて読む。しかし、
この一連の流れには攻撃に対する視点が欠けています。攻撃者だったらどう攻撃するかとい
う視点です。休み明けということは、何日間かパソコンを立ち上げていない時間が存在し…

A さん

実はこんなシチュエーションかも…

休中に見つかったシステムのセキュ
リティホールや新しいマルウェアに
対応できる状態にしましょう。

2 つめに、どこかの会社の A さん

が、本当に A さんか確かめるのは、
ややレベルが高いとしても、少なく
ともこの時期に A さんからメールが

来たことに疑問を持っています。そ
ういうときは連休中に A さんのメー

ルが乗っ取られた可能性を考えて、
メールではない手段（電話など）
でA

さんに添付ファイル付きのメールを

その間には、新たなセキュリティホールが発見され、攻撃者が攻撃するためのマルウェアを
開発して、取引相手になりすましたり、アカウントを乗っ取ったりして、そのマルウェアを送っ
てきているかも。メールを開く前にまず、アップデートしてシステムを最新の状態にします。

送ったか確認しましょう。

問を持つべきですし、開いた場合で

ルを見ただけで完結しないものはす

をいきなり開き、きちんと見られな

あなたに許可を求めるものは、総じ

それは添付ファイルでもメールの

3 つめ、添付されているファイル

かった点で、マルウェアの可能性を
考えていません。ひらけなければ疑

もなにかをインストールしろとか、
て疑うべきです。

それに原則的なルールは、「メー
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べて疑え」です。

文中の外部ウェブサイトへのリンク
でも同じです。

被害に遭わないために、加害者的立場にならないために

2

第3章

フィッシング攻撃の傾向と対策

「オンラインショッピングの会社

からメールで、
『あなたのアカウン
トが攻撃され、一時的に利用停止に
なった。下記からログインして、停

すぐに対処しようと思ったら…

なにそれ！ やばい！
すぐに変更しなきゃ！

リンクをタップして、
ID とパスワードを入
れて、新しいパスワー
ドに変更

止を解除して下さい』
という内容の

ものが送られてきた。リンクを開く
といつもどおりのそのショッピング
サイトのロゴとデザインのウェブサ
イトが表示されたので、ID とパス

修正完了。
はぁ、危な
かった。

ワードを入力して、停止を解除した。
」
あなた宛に名指しで送られてくる

メールなどと違い、個人名がなく不

特定多数に送られることが多いのが、

実際はこういうワナだった！

す。余談ですがフィッシングとは釣

り Fishing ではなく、詐欺の意味の
上記の話は有名なので知っている

方も多いと思いますが、ねつ造され
た偽物のウェブサイトは、最近では
本物と見分けが付きません。

ダークウェブ

名簿に載っている人に
無差別送信

フィッシング
メール

あなたが ID とパスワードを入力

すると、それをだまし取って勝手に
オンラインショッピングサイトで買
い物をし、商品を転売するなどして
お金を手に入れるわけです。

攻撃者はどこかのウェブサービスなどから流出したメールアドレスなどをを買って、ID と
パスワードを盗む攻撃をしかけてきます。反応するとアカウントを乗っ取られるかも。

それには解りにくくなる工夫も

このメールも文面を見ただけで完

メールのリンクを
開 い て、飛 ん だ 先 の
ウェブサイトがその
サービスの本物のペー
ジ と は 限 り ま せ ん。
この部分が見た目同じ文字を使 似たような単語を使っ
う外国語だったりすると、一見、 た 別 の ウ ェ ブ サ イ ト
の場合もあるのです。
見分けが付かないことも
よく確認しましょう。

結しないので疑うべきですし、パソ
コンの場合は、リンクの URL やジャ

ンプした先のウェブサイトのアドレ
スが本当にその企業のものかチェッ

クすることである程度回避できます。
ウェブサイトが本当にその企業のも
のか確かめる方法は、P134 の SSL
証明書の項目を見て下さい。

なお、こういった警告が来た場合、

メールのリンクは使用せず、ウェブ
ブラウザで検索し直接そのショッピ

ングサイトなどを訪れてみて下さい。
本当にアカウントが停止されている

ならば、警告が表示されるでしょう。

合もあります。

ピングサイト相当の暗号化 (https)

るキリル文字は、アルファベットと

ングサイトと同じ名前を掲示してい

ターネットでは別の文字として扱わ

一方で、そのウェブサイトがショッ

に対応していて、一見そのショッピ
ても、実は「アルファベットに似た

別の言語の文字」を使用している場
73
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Phishing から来ています。

流出個人情報購入

第

ばらまき型のフィッシングメールで

えー！
なぜ不正利用
されてるの !?

SMS や メ ー ル
で「パ ス ワ ー ド
が流出しました。
至 急 変 更 を！」
という連絡がき
て も、ち ょ っ と
待 ち ま し ょ う。
それは本当に自
分が使っている
サービスから送
られてきていま
すか？

具体的にはロシア語などで使われ

似た字形のものがありますが、イン
れるので、同じに URL に見えて別
のウェブサイトを作れるのです。

3

不正アクセスの傾向と対策

「ある朝、会社に出社したら、取

不正アクセスを行うために攻撃者は…

引先から
『お宅に渡した当社の機密

① ID とパスワードを狙う

情報がネットで公開されているじゃ
ないか、どういうことだ！』
という

購入

クレームの電話が来ていました。そ
れを受けて調べるみると、社員で共
有用に使っていた社外のクラウドス

フィッシング
サイト

トレージサービスの ID とパスワー
ドが何者かに破られて、社外からア

流出
会員制
ウェブ
サービス

クセスをされ、情報が流出していま

した……。でもなぜ ID とパスワー
ドが漏れたんでしょう…。」

この問題は複合的で、
「①なぜ ID

とパスワードが漏れたのか」
だけで

なく、
「②なぜ漏れた ID とパスワー
ドでクラウドストレージサービスに

アクセスできたのか」、最後に「③な

マルウェアに感染させてぬく

攻撃者は不正アクセスを行うために、ID とパスワードを収集します。前ページのように偽のウェ
ブサイトに誘導して抜く方法の他にも、マルウェアに感染させて抜く、流出した情報をダークウェ
ブにあるマーケットで購入して集めるなど、さまざまな手法があります。それを使って別のウェ
ブサービスや業務上のサービスに不正アクセスを行おうとします。このとき、ID とパスワー
ドの使い回しをしていると、侵入されてしまう危険性が跳ね上がります。

②データを狙う

ぜクラウドストレージサービスから
情報流出を許してしまったのか」
の
要素があります。

①の ID とパスワードの流出はマ

ルウェアの感染やウェブサービスか
らの流出などがあり、自分で防げる
ものと防げないものがあります。自
んと固めるだけです。一方、ウェブ
サービスからの流出は、多要素認証
を導入していないセキュリティ意識
が低いサービスを避けるなど、消極
的手段はありますが、最終的には自

分でどうにかすることはできません。
どうにかできないをカバーするに

は、②のなぜクラウドにアクセスで
きたかの問題ごと封じます。この場

ID とパスワードで不正アクセス

クラウド
サーバ

マルウェア or
ID とパスワードに
よる不正アクセス

購入

会社内

分で防ぐには、セキュリティをきち

流出したものを買う

フィッシングサイトに
誘導してぬく

個人のスマホ

パソコン

会社のサーバ

別の攻撃者

不正アクセスができたら、今度はあなたが持っている機器、使っている機器から情報を抜
き取ります。それをダークウェブのマーケットを経由して誰かに販売するかもしれません。
クラウドサーバ上にあるデータも、アカウントを盗まれればアクセスされて、保管しているデー
タを盗まれるでしょう。盗まれたデータが受託した業務に関連するものだった場合、自社だ
けでなく発注元企業に被害が及び、また個人情報だった場合、顧客などに不利益を与える結
果になります。アカウント情報を盗まれないように、細心の注意を払いましょう。

合は個人と業務用でパスワードの使

認証を導入して、漏れても ID とパ

ことや、重要情報を見られる人間を

これを防ぐのです。たとえ漏れても

ようにすることです。

機密情報などは例えファイルとして

い回しをしていたことが原因なので
被害が発生しないようにするには、
一つはパスワードの使い回しを絶対
にしないこと。もう一つは、多要素

スワードだけではアクセスできない
③でさらにクラウドにアクセスを

許しても情報流出を許さないために
は、アクセスできる人間を限定する
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共有設定で限定すること、そして、
流出しても、その内容を閲覧できな
いように、ファイルごとに暗号化を
施すことです。

被害に遭わないために、加害者的立場にならないために

4
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不正送金の傾向と対策

お金を直接狙うサイバー攻撃は、

別項でも紹介した航空会社のリース
料詐欺のように、取引先のふりをし

オンライン決済は常に狙われている

て振り込み口座を変更させる BEC

や、不審なメールやメッセージから
銀行にそっくりのウェブサイトに誘

導して、ID とパスワードを抜いたり、
実際にインターネット上で送金する

ときにその通信の中間に割り込んで、
目的の口座に振り込ませる
「中間者

攻撃」と呼ばれるものなどがありま
す。

警察庁の発表によれば平成 29 年

ており、依然として少なくない額の
被害が発生していることが分かりま
す。

「会社の口座を確認したら、空に

なっていた。
」
こうなってしまっては
回収できたとしても時間を要するで
しょう。会社の運転資金までやられ
てしまえば、事業継続は困難になり
ます。

オンラインの銀行決済は常に狙われています。取引先になりすまして BEC だけで誤った口
座に送金させる手口や、偽サイトで ID やパスワードを奪う方法、そしてなんらかの手段で決
済の中間に割り込んで振込先を自分の口座にすり替えてしまう中間者攻撃。
多要素認証、パスワードなどの厳重保管、BEC やフィッシングメールに騙されないスキル、
そして総合セキュリティソフトなどを導入している場合は、決済専用のブラウザを使うなど
の防御手段があります。

犯罪者に狙われる仮想通貨

仮想通貨取引所にサイバー
攻撃を行い、仮想通貨を強
奪

仮想通貨を巡るサイバー攻撃も続発しています。
実際、大手仮想通貨の取引所がサイバー攻撃を
受け、大きな金銭的被害が生じた事例があるほか、
仮想通貨の窃取を目的としたマルウェアも登場
しています。

認められれば、銀行側が補填してく
れることもあります。クレジットカー
ドの不正利用なども同様です。

QR コードを
読み取って
決済

店員の隙を見て、上
に別の偽の QR コー
ドを貼り付ける

れないのが、仮想通貨を奪取する詐
欺です。仮想通貨は通貨といいなが
なため、不特定多数をフィッシング
メールでマルウェアに感染させ、情

報を奪取することも行われています。
これらに対処する特別な方法はな

く、今までの 3 項目であるような基

本的な対処方法と、もう一つは同様
の手口の情報を、アンテナを高くし

仮想通貨をネタにした投資詐欺が増えて
います。どのようなものであっても
「必ず儲
かる」という話はありえませんので、くれぐ
れもご注意を。

店頭に掲示された QR コードを
スマホで読み取ることで支払い
が可能

一方、場合によっては補填が行わ

ら、平たくいえば暗号化された情報

題材を仮想通貨にした
「必ず儲かる」
系のセミナーも開
催されています。仮想通貨に限らず、
「必ず儲かる」
と
いう話は詐欺のケースが多いので、信用しないように
しましょう。

QR コード決済の詐欺の流れ

幸いにして情報の流出などと異な

り、銀行の場合は過失が無いことが

仮想通貨取引所

マルウェアを使い、パソコンにインストール
されたウォレットから仮想通貨を窃取

別の QR コードを読み取ってしま
うと店舗に支払われず、攻撃者の
口座に代金が振り込まれてしまう

ニュースやネットの記事、SNS など

から集めて、いざ攻撃されたときに、

「似たような話を聞いたことがある。
不信だ」と気付くようになることで
75
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被害総額は約 10 億 8,100 万円となっ

不正送金

第

の不正送金事件の発生件数は 425 件、

サイバー攻撃

まず犯罪者が店舗に掲示された
QR コードの上に、別の QR コード
を貼り付けます。利用者がその QR
コードを使って決済を行うと、代
金は店主ではなく犯罪者の口座に
振り込まれてしまうという流れです。

す。

なお、不正送金が疑われる事象が

あった場合は、速やかに銀行やクレ

ジットカード会社に相談しましょう。

5

ランサムウェアの傾向と対策

「始業時間に会社に来てパソコン

を起動すると、
『このパソコンは乗っ
取った。データはすべて暗号化した

ランサムウェア感染はビジネスにも影響

から、データを返して欲しければ身
代金を払え』
というメッセージが出

て、送金期限までのカウントダウン
が始まった……」

ランサムウェアはパソ
コンなどの中のファイル
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。
バックアップは常にして
おきましょう。

これがランサムウェア（ランサム

＝身代金）
と呼ばれるマルウェアの

典型的な手口です。大事なデータが

入ったパソコンが使えなくなれば、
業務が停止し納期に間に合わなくな
り取引先のお客様に迷惑をかけ、そ
の結果、会社としての信用を失うお
それもあります。

ランサムウェアへの対処方法はシ

ステムを常に最新の状態に保つこと

不審なアプリのインストール要求に注意
アプリをインストールした
ら、スマホのロックが解除
できなくなっちゃった……

乗っ取られた友人や企
業名でのスパムメール
が来ることもあるよ

と、仮に攻撃されても、感染したシ
ステムを初期化しバックアップから
復旧できる体制を整えることです。
身代金を支払ってもデータが復元

される保証はないですし、攻撃者を
助長するだけなので避けましょう。

6

スマホの場合、公式ストアでもマルウェアは発見されていますが、ほとんどの場合はそれ以
外の場所から、アプリなどをインストールさせる手法です。こういったアプリは不審なメール
のリンクや、添付ファイルなどでも回ってきます。大きなダメージを被る可能性もありますので、
十分に注意しましょう。少なくともアプリのインストールは公式ストアからのみにしましょう！

ウェブサービスへの不正ログイン

先ほどの情報流出の件でも登場し

ましたが、クラウドストレージサー

ビス、オンラインショッピング、メー
ル、ウェブサイト運用など、ウェブ
サービスと総称されるインターネッ
トのサービスは、常に攻撃者からの

パスワードを使い回しをしていると攻撃に

パスワードのリス
トさえあればいろ
いろ試して乗っ取
るぞ！

ID とパスワード
は全部同じ…

乗っ取りの危険にさらされています。
常にこれを阻むことを考えましょう。
ID やパスワードの使い回しをし

ID とパスワードを使
い回していると根こ
そぎ乗っ取られるの
は当然で…

ないことと、さらにサービスを利用
する際に、多要素認証などや USB

セキュリティキーなどを用いて、攻
撃者が不正ログインしにくくなる環
境を整備しておきましょう。

つい面倒くさがって ID とパスワードを使い回ししていると、どこか一つでも流出が起これば、
同じ ID とパスワードを使用しているサービスが根こそぎ乗っ取られる場合があります。また、
別々のパスワードを使っていても、そのパスワードがよく使われるような簡単なものだった
場合、そういったパスワードをまとめたリストが流通していて、それを使ってアカウントを乗っ
取る攻撃が行われます。一部を変えただけなど、似たようなパスワードも非常に危険です。
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ウェブサイト改ざん

会社や団体のウェブサイトは、ホ

スティングサービスと呼ばれる、専
用の業者のサーバを利用しているこ
とも多いと思います。

これらのサービスはセキュリティ

ウェブサイトを乗っ取られると攻撃の拠点に
乗っ取ったウェブ
サイト、SNS を悪
用するぞ

を自分で管理する代わりに、ホスティ

ングサービスに外注している形にな
り、特殊なカスタマイズを施さなけ
ればある程度のセキュリティは確保
されています。

一方、正規の ID やパスワードが

流出し、それを使って不正アクセス
され乗っ取られると、改ざんされ偽
バー攻撃をしてしまったりします。
認証情報はきちんと管理し、多要

素認証などで容易に不正アクセスで
きないように設定しましょう。

8

DDoS 攻撃

D D o S（D i s t r i b u t e d D e n i a l o f

Service）
攻撃とは、複数の IT 機器か

らウェブサーバに対して大量のデー
タを送りつけて応答不能にするサイ
バー攻撃です。DDoS 攻撃を受ける

と、利用しているインターネットサー

乗っ取った IT 機器は直接的サイバー攻撃などに
昨日あたりから、
なんか動作が遅い
のよね

DDoS 攻撃に
動員される

ビス、いずれもが処理能力オーバー
で機能しなくなり、ウェブサイトな
らばアクセスできなくなります。こ
れに関しては、ウェブホスティング
サービスに任せ、事実上利用者にで
きることはないのが実状です。

一方、自分の会社や団体の IT 機

器などが乗っ取られ DDoS 攻撃に利
用されている場合は、利用停止、ネッ
ト切断、通報の判断、周りを含めマ
ルウェアの駆除、バックアップから
の復旧などをする必要があります。

仮想通貨の発掘に、
勝手に利用される

マルウェアに感染させられた IT 機器は、自分が被害に遭うだけに留まらず、他の IT 機器やサー
バに対して直接的なサイバー攻撃に駆り出されることもあります。例えば不正な情報リクエスト
を集中させ、相手のサーバが反応できない状態に追い込む DDoS 攻撃などを行います。また、IT
機器の動作がおかしいときには、気付かないうちに仮想通貨の発掘に利用されている場合もあり
ます。普段と比べて動作が遅い、不審な挙動をするなどといったときは注意しましょう。

DDoS 攻撃に限らず、総合セキュ

リティソフトが反応しない場合、マ

ルウェアの感染を検知するのは、「な
77

にか動作が遅い。おかしい」といっ

た、正常動作時との差なので、そう
いった点にも気を配りましょう。

3
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どを埋め込まれ、不特定多数にサイ

第

の情報を発信したり、マルウェアな

ID とパスワードの流出による不正アクセスや補修されていないセキュリティホールを突かれ、
自社や団体のウェブサイトを運用しているサーバが乗っ取られると、攻撃者はそのウェブサ
イトを使ってサイバー攻撃を行います。
例えば偽の情報を発信する、公開されている企業の情報を改ざんする、あるいはそのウェ
ブサイト自身をマルウェアの発信元にして、ウェブサイトを訪問した人の IT 機器をマルウェ
アに感染させ、乗っ取った IT 機器をどんどん増やしていくかも知れません。
また、ウェブサイトではなくても、利用しているブログサービス、SNS アカウントを乗っ取ると、
そこでデマを発信したり、フェイクニュースを掲載するかもしれません。
海外では、ニュースサイトの SNS アカウントが乗っ取られ、重大なフェイクニュースが発信され、
株価に影響を及ぼす事件もありました。たかがウェブサイト、たかが SNS ではないのです。
一方、WordPress などのウェブサイト作成ソフトは、それ自身をアップデートしないで使
用すると、発見されたセキュティホールを悪用されるので、きちんとアップデートしましょう。

9

まずはサイバーセキュリティ以前のモラル教育から

顧客情報を狙う攻撃者の視点から、

情報を手に入れる手段を考えると、
狙った社員の心の隙を突くソーシャ
ルエンジニアリング方法などが考

えられます。例えば SNS で相手を

情報流出の可能性はたくさんある
個人情報買います
…か

見つけて
「名簿高く買うよ」
とそそ
のかす方法などが考えられます。

ただ、情報流出が起こるのは狙

われたケースだけではありません。

「列車内に鞄ごと PC を置き忘れる」
「顧客情報の入った USB メモリを落

とす」
「車内に置き忘れた生徒の成

績表の入った記憶装置を盗まれる」

「全顧客にメールを送信しようとし
たら全顧客の宛名が見える形で送

信してしまった」
など顧客情報の流
まいきょ

いとま

出の報道は枚挙に遑がありません。

「それってサイバー攻撃なの？」

流出の可能性は情報を扱う人を狙ってそそのかすことだけではありません。機密情報を入
れたパソコンをカバンごと電車やタクシーの中に置き忘れる、生徒の成績などが入った USB
メモリを落とす、多数の人に一斉メールを送ろうとしたら、互いのメールアドレスが分から
ない BCC 欄ではなく、見えてしまう TO や CC 欄に入れて送信してしまった、などなど。パソ
コンやスマホ、IT 機器は便利な反面、ミスを犯すときも一瞬で多量に失います。要注意です。

サイバーセキュリティにつながる予防策
アク
でき セス
ませ 認証
ん

といわれれば、直接的にはサイバー
攻撃ではないかもしれません。し
かし、流出したものがダークウェ
ブなどで販売されれば、サイバー
攻撃に繋がります。

こういった内部犯行や情報流出

を防ぐには、防御手段をとった上

でモラル教育をきっちり行うこと
です。それは本書の対象となる小

さな会社や NPO でも変わりません。
例えば内部犯行防止に、必要が

ないときに顧客情報を扱う部屋に

内蔵記憶装置
暗号化

現実世界、ネットの世界、両者に共通する情報流出の防御手段は、機密情報を扱うパソコ
ンや記録媒体は暗号化した上で、その部屋や建物には必要がない人が入れないようにすること、
施錠をきちんと行うこと、パソコンなども使用しない場合はロッカーにしまって鍵をかける
こと、ハッキングを受けないようにネットワークには接続せずにスタンドアロンで使用する
こと、使用できる人の資格設定をきちんと行い、資格がない人には触れないようにすること
など、できる事はたくさんあります。

大切なのは情報モラル教育

お仕事をするにあたってこの
点に注意してくださいね

人を入れないよう、部屋や建物に
施錠をしているでしょうか。アル
バイトや社員に、きちんと情報モ
ラル教育をしているでしょうか。

あるいは、仮に置き忘れや紛失、

盗難が起こってしまっても、完全な

情報流出というと、攻撃事例だけ

情報流出が起こらないようにするリ

に注目をしてしまいがちですが、他

たらどう対処するか、その段取りを

方で情報管理の基礎を守ればそれら

カバリ手段を講じたり、問題が起こっ

考え訓練したりしているでしょうか。

こう言った機器やシステ
ム的防御策だけでなく、同
等に大切なのは、情報に触
れる社員や会員に対する情
報モラル教育です。機密情
報 の 取 り 扱 い だ け で な く、
最近ネットを賑わせる、問
題のある SNS 投稿などを起
こさないように、ネットリ
テラシーを含んだ勉強会や
教育を行う事が、求められ
ています。

段も打てるのです。

そういったサイバー攻撃以前の備

にも情報流出は起こりえますし、一

えの必要性を忘れないようにした上

を防ぎ、被害を抑え込むリカバリ手

知りましょう。
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コラム：軍事スパイ、産業スパイに狙われてしまったら

スパイではない攻撃者は、コ

ストパフォーマンスでターゲッ

トを選ぶ傾向がありますが、で
は逆に職業的なスパイはどのよ
うに行動するのでしょう。

軍事スパイや産業スパイの場合、

入手するべき情報は絶対であり、

軍事スパイ、産業スパイに狙われてしまったら
職業スパイにはコストによる防御が効かない
セキュリティの厳重なサーバのイメージ

（豪邸）

重要データ

侵入しにくいからといって別の

活動資金は X 国が出すぞ！

情報にすることや諦めることは
できません。

盗るべき情報がそこに
あるなら、絶対に盗る

また、こういった攻撃者の場合、

活動するための資金を自分でまか

なわなくても、国家だったり軍だっ

お金

く、スポンサーの企業から活動
資金を得ている者なら、コストパ

スパイ活動の今昔

昔はスパイといえば…
ヒューミント
オシント
（Open Source Intelligence） （Human Intelligence）

SPORTS GYM

フォーマンス度外視で攻撃をしか
けられるわけです。

興味がある方は一般のスパイ

の教本をお読みになると、目的の

ためにはどれぐらい容赦ないこと

をするのか理解できるでしょうし、
それが理解できれば、あとはネッ

地味に販売されている新聞
雑誌の切り抜き。ほぼこれ

今はスパイといえば…

ヒューミントのための下調べ。
尾行して趣味や交友関係を探る

トの世界のサイバー攻撃に置き換

なお、ネットが全盛になる前の

スパイ活動は、相手国の新聞や雑

なるほど毎週こ
こへ行き、こう
いうところが好
き。親しい友人
はこれ。趣味は
これ

誌など公開されている情報から情

調べたり尾行したり、交友関係を
持って情報を聞き出すヒューミン

盗み出し

通信傍受、暗号解読

マルウェアに感染
させ、メールもデー
タも抜き放題

標的型
メール

えればいいわけです。

報収集するオシント、人間関係を

毎週水曜日、
スポーツジム
で友人 A と会
う

ターゲット

重要情報

シギント
（Signal Intelligence）

デジタルなオシント、ヒューミント

デジタルなシギント

ト、そして通信を傍受や盗聴して

マホをマルウェアに感染させれば、

がサイバー時代の低コストイン

りました。

奪取したり、スマホの通話を盗

たところでしょうか。

情報を入手するシギントなどがあ
ネット社会の現代では、SNS

を見ればある程度オシントで
ヒューミント的な情報は入手で
きますし交友関係も丸わかりで

す。シギントもターゲットのス

メールを盗み見たりファイルを

聴できたり、旅行先の状況を盗

テリジェンス（諜報活動）といっ
要職にある方々は、SNS など

撮できたりもします。

に不必要に情報を流さないよう

人間なら一般人でも楽にヒュー

すみずみまで、その情報は誰か

少なくとも相手が SNS 好きの

ミントもオシントもでき、これ
79

にしましょう。あなたの行動の
に見られていますよ。
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立して活動して情報を売る者でな

資金は我が社が出すぞ！

第

たり、あるいは産業スパイでも独

コラム：情報の取り扱いは国によって異なる。
要らぬトラブルに巻き込まれないように
インターネットは国境を越

サービスのアカウントの分も

VPN 機能が OFF になります。

えて世界の人々を繋ぎ、理想

です。書き出したものの一覧

やっとの事で見つけた通信暗

的には皆同じ基準で、平等に

を 見 る と、係 官 は 鼻 で 笑 い、 号化するメッセージアプリを

その恩恵を享受できるべきで

ロックを外された機器は別室

インストールしたら、今度は

す。しかし、現実的にはそれ

に持って行かれ、コピーを取

通信ができなくなりました。

ぞれの国の中ではローカルルー

られました。あなたは長い間

ルによって、様々な制約を受

待たされたあげく、今度は取

ける場合があります。

調室に呼ばれます。

その国のルールを理解せず、

そして、スマホに保存して

3．撮影していると…

携帯電話会社のお店に駆け

込んで、通信ができなくなっ
たといったら、別の SIM を買

自国の常識でネットを利用す

いた特殊な嗜好のマンガや写

う こ と を す す め ら れ ま し た。

ると、思わぬトラブルに遭遇

真の所持を指摘され、法律違

仕方が無いので、再度購入し

することもあるので注意が必

反で逮捕され、起訴され、懲

ます。

要です。

役判決を受けるかもしれない

回線が復活したので観光に

ここでは、あなたが他国に

と言われました。私たちの国

戻って、現地での様子でも写

旅行やビジネスで訪れると想

では問題無くても、そういっ

真で撮って送ろうと、車での

定して、遭遇するトラブルを、 たものが法律的あるいは宗教

移 動 中 や 観 光 地 で 撮 影 を し、

あくまでフィクションとして

的に許されない国も、世界に

日が暮れたのでホテルに戻り

ですが考察してみましょう。

はあります。

ました。

1．入国まで

あなたが A 国に訪れたいと

考えました。ビザは免除され

2．入国してから

やっとの事で入国すること

はできましたが、パソコンは

夕食を終えて部屋でくつろ
いでいると、突然部屋に警察
官が入ってきて連行されます。

ていますが、テロ対策の点から、 没収されてしまいました。

軍事施設を撮影した容疑で逮

事前に入国登録することが求

スマホは戻ってきたものの

捕されたのです。そんな場所

められました。項目には
「利用

初期化されていました。通信

を撮影した記憶は全くないの

している SNS アカウントを全

しようとしたらローミングで

ですが、確かに撮影したと言

て記入せよ」
というものがあり

は著しく遅いので、値段も手

われ、またしてもスマホを取

ました。

頃な現地で販売しているその

り上げられました。

これは SNS アカウントの書

国の携帯電話会社の SIM カー

同行者が速やかに大使館に

き込みから、テロを起こす過

ドを購入しました。代金はク

連絡をしてくれたので、やっ

激思想を持っていないかを判

レジットカードで支払います。

とのことで数日後釈放されま

断するために利用するようで

ところが、スマホを元の状

すが、日本ではちょっとした

態にリカバリーしようとアプ

冗談の書き込みでも、A 国で

リストアを見ると、普段使い

はそう受け取られず、入国を

慣れているエンドツーエンド

色々と没収されてしまったの

拒否されそうになりました。

暗号化の SNS のアプリがあり

で、足りないものを翌日配達

入国したら、今度は入国審

した。

4．日本の常識は通じない

取り調べの過程で所持品も

ません。そうやらその国では、 のオンラインショップで購入

査で、利用しているスマホや

使い慣れた SNS アプリが禁止

します。アカウントを取得し

パソコンのパスワードを開示

されているようです。かわり

ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 設 定 し、

せよと言われました。様々な

に VPN を使おうとしたら、度々

不正利用が怖いので、SMS 経
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被害に遭わないために、加害者的立場にならないために

由でワンタイムパスワードを
入力する二要素認証を設定し
ました。

第3章

要らぬトラブル

①自国で問題ない写真がアウトなことも
我が国ではこういった
写真は法律違反デース

翌日、家族に帰国の日程を

B 国入国管理局

報告するべくスマートフォン
で電話しようとすると、また
通じなくなっていました。
仕方ないのでホテルの電話
で連絡し、準備を整えてチェッ
クアウトしようとしたら、ク
レジットカードも使えなくなっ
ていました。

我が国の常識がそのまま外国の常識や法、宗教的規範に合致するとは限りません。そのルー
ルに反すると、最悪の場合実刑を受けることもありえるのです。

②他国ではどこでも撮影していいとは限らない
B 国飛行場

クレジットカード会社に問

ソコハ軍事機密デース

第

い合わせすると、昨日利用し
たオンラインショップで、一

3

章

度に多量の購入があったので、
利用を停止したとのことでし
た。
二要素認証を設定していた
のに、なんで使われてしまっ
たか調べたところ、電話番号
を乗っ取る SIM ハイジャック

また、軍事的にセンシティブな国では、関連施設にカメラを向けるだけで、スパイ容疑を
かけられて拘束されることもあります。ルールを調べてから渡航しましょう。

③クラウドサーバのデータは所在地の国の
ルールに従う
書類が流出
してる？

と言う攻撃に遭っていたこと
が判明しました。

あれ、子供の
水遊びの写真
が消えてる？

5．帰国してからも

らくすると、クラウドサーバ
記録のうち、いくつかが勝手
に削除されていることに気付
きました。

書類ハ検閲ノ
タメ中身ヲ
見マース

ワガ国デハ児童
ポルノデース

なんとか帰国してからしば

に上げていた、子どもの成長

X国

クラウドサーバにあるデータは、サーバの実際の所在地や提供する企業の法に従って、そ
の内容が検閲され、その結果情報が流出する可能性もあります。要注意です。

ました。その国では情報は検

れます。

写真の内容によっては、サー

閲され、その過程で機密情報

自国の慣習をそのまま持ち

バが置かれた国のルールに従っ

が流出することもあるようで

込んだり、よく考えずに利用

て、
「児童ポルノ」
と判断され、 した。

したりせず、必ず調べてから

国際的に手配される可能性が

利用しましょう。またクラウ

あるかもしれないという話も

インターネットは世界を繋

ド サ ー バ の 所 在 地 も 確 認 し、

ぎますが、実状として、訪問

重要な情報は自国にサーバの

また、サーバに保管してい

した国のルールや物理的なサー

あるサービスを利用しましょ

た書類が流出した形跡もあり

バの所在国のルールが適用さ

う。

ありました。
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それでも攻撃を
受けてしまったときの対処

兆候に気を配りつつ、被害が出たら対処

ここではサイバー攻撃の兆候を日

常の業務上で察知するという切り口
と、そこからの対処行動を説明しま

セキュリティソフトが検知しなくても、兆候に敏感になれ

しょう。

まず、システムを最新の状態にし

△△でアカウント
にログインがあり
ました

たのち総合セキュリティソフトを入

れたとしても安心してはいけません。

知らない
ログイン通知など

セキュリティホールの発見に対して
アップデートなどの提供が間に合わ

ない状態で、攻撃をしかけられたら、
防ぐことが難しいからです。（ゼロ

あれはなに？
さっきの SNS への変な投稿

○○サービスでメー
ルアドレスが変更さ
れました

知らない間に
残高ゼロ

口座残高が
ありませんよ

デイ攻撃）

知らない
SNS への投稿
妙に遅い
マシン

なんか今日は
遅いなぁ

備えるだけでなく、攻撃を受けた

ときの兆候を敏感に察知する能力を
身につける意味はここにあります。
攻撃の兆候の中からいくつかの例

を挙げてみましょう。

アカウントの乗っ取りの兆候は、

知らないログイン通知やログイン履

実被害が出ているときは証拠を保全して通報
証拠保全

歴、ログインしている機器の一覧に

各所に連絡

銀行・クレジット
サービス会社

知らないものがあったり、あるいは

SNS での自分が知らない投稿やアプ

リ連携などがあります。

銀行口座関連も、ログイン通知が

あればそれを受け察知したり、通帳
や取引履歴を見てチェック。クレジッ

トカードはたとえ少額であっても利

警察の
担当窓口

LAN ケーブルは抜き、無線 LAN は本
体もアクセスポイントも OFF にしま
す。被害拡大防止になります。

原因究明までの緊急避難措置

用履歴を検証しましょう。

その他の
相談窓口

そしてマシンが乗っ取られている

場合などは、動作が普段より遅かっ

たり重かったりすることがあります。
もしマルウェアの感染の疑いや、

アカウント乗っ取り、情報の流出や

不正送金など、実害が判明したら、
とりあえずは有線でも無線でもネッ

感染したマシンでメールでの連絡や仕事のやりとりは×。感染経路やマルウェアの種
類などが判明するまで、同一 LAN 内、同種の機器の利用も避け、別の種類の機器、別の
種類の回線を使います。会社や事務所のパソコンなどが感染したら、スマホなどの通信
回線を使用するなどの暫定的な回避策を行いましょう。
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トにつながる回線から切断した上で、
本体の電源はそのままにして、証拠
保全を図りましょう。

通信を切断するのはマルウェアの

拡散防止と外部の攻撃者との通信を
絶つためで、本体の電源を切らない
理由はパソコンなどのメモリ上の証

第3章

実被害が出ていない場合

マルウェアの駆除

バックアップから復元

セキュリティソフトで対処できな
い場合は、本体を初期化してバッ
クアップから復元します。

セキュリティソフトなど
を最新にしてフルスキャ
ンをかけて駆除します。

バックアップ用
記憶装置

拠を消してしまわないためです。

その後、必要に応じて各種金銭取

引関係のサービスを一旦止めてもら
う連絡をし、必要に応じて相談窓口
などに連絡して対処方法を相談しま
しょう。実害があれば警察の担当部

たなおろし

システムチェックする

サービスやアプリ連携の棚卸

署に被害届を出しましょう。

侵入経路の解明やマルウェアの駆

除が終わるまでは、連絡や仕事のや
う。同種の機種は同じ LAN に接続

していたことで、感染している可能
性が否定できないからです。

マルウェアが発見されただけで実

害が出ていない場合、セキュリティ
ソフトなどで駆除できる場合は駆除

SNS のサービス連携機能は見直します。

そんなとき頼りになるのは……

IT に詳しい
友人

IT に詳しくなった
あなた

します。駆除できない場合は機器を

初期化してバックアップから復元し、
再びネットに接続して使用し始める
前に、感染や乗っ取りの原因と思わ
れるものをクリアにしましょう。

システムやセキュリティソフトは

再度最新の状態か確認し、不審なメー

ルや添付ファイルなどが原因だった
ならばメールを削除、セキュリティ

IT に詳しい知人に意見をもらうとともに、自らも勉強しましょう。
そして将来同様のケースがおきたら、あなたが困っている人に
「IT に詳しい友だち」
と
して手を差しのべて、力になってあげてください。

ホールになりかねないサポート期間

とはできないので、サービス側に連

ましょう。

インストールし、アプリやサービス

してもらいましょう。

たら、次は誰かを助ける番になって

切れの機器やソフト、アプリはアン
たなおろし

連携の棚卸をして、知らないものや

絡してアカウントを取り戻す処理を
ところで、攻撃が明白でない状況

不要なものを解除しましょう。

で疑心暗鬼になりそうなとき、頼り

どからパスワードが流出した結果、

しい知人だったりします。相談する

なお、どこかのウェブサービスな

ウェブサービスのアカウントを乗っ
取られてパスワードを変えられてし
まった場合は、自分で再設定するこ

そのときあなたが誰かに助けられ

ください。

一人また一人と、こういったセキュ

になるのが、気軽に話せる IT に詳

リティに詳しい人が増え、みんなで

ことで現在おかれている状況が明白

まることは、きっとネットの安全を

になってきたら、各種の相談窓口の
連絡や、関係機関への届け出を行い
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守る力になります。
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とは別種の機器を用いて行いましょ

古いソフト、サポー
ト終了しているソ
フトおよびアプリ
は削除します。

第

りとりは、感染したと思われる機器

2

情報関係機関への相談や届け出

前項ではサイバー攻撃を受けた場

合の概念的な流れを説明しました。

では会社や団体として、相談した

り必要に応じて届け出を行うものと
してはどのようなことを知っておく
といいのでしょうか。

まず、とりあえずサイバー攻撃を

受けたらどこに相談したらいいのか。
その道に明るいアドバイスをもら
える人もいない場合はどうすれば
いいのでしょう。

代表的なものとして IPA による「情

報セキュリティ安心相談窓口」
があ
ります。同名のウェブサイトを検
索すると、
「良くある質問」
や、過
去のサイバーセキュリティに関す
るレポートなどが掲示されている
ので、一通り目を通し、それでも

解決しない場合は、電話やメール

で問合せしてみるといいでしょう。
「標的型メール攻撃」
に関しては

「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」
が個別に設けられています。詳し
い情報を提供すると、より速やか
に的確な対応ができるようになっ
ています。それとは別に、義務で
はありませんが、
「ウイルスの届け

出」
「不正アクセスの届け出」
を受け
付けているので、可能であれば届
け出ましょう。そうすることで他
の人が攻撃に遭うのを避けること
が可能になります。

地域の商工会議所がサイバー攻

撃対応支援サービスの一環として、
有料の相談窓口を設けている場合

も あ り ま す。な お 業 種 に よ っ て、
例えば医療機関でのサイバー攻撃
に関しては、厚生労働省が、医政

局 研究開発振興課医療技術情報推
進室で連絡を受け付けています。

IPA 情報セキュリティ

安心相談窓口

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

03-5978-7509（受付時間 10:00 〜 12:00、13:30 〜 17:00、

電話での相談

土日祝日・年末年始は除く）
anshin@ipa.go.jp

メールでの相談

03-5978-7518

FAX での相談

〒 113-6591 東京都文京区本駒込 2-28-8

文京グリーンコート センターオフィス 16 階

郵送での相談

IPA セキュリティセンター 安心相談窓口

IPA 安心相談窓口で対応出来ない例

なお、IPA 安心相談窓口では、下記のような相談は受け付けていません。

・直接来訪しての相談や面談
・契約・支払いに関する相談
・法的解釈に関する相談
・個別の端末調査や犯罪調査に関する相談
・特定の製品やサービスの紹介

・特定企業への改善や指導に関する相
・パソコンの具体的な操作方法や手順等の案
内
・他組織への連絡や通報などの仲介

一方、IPA ではなく他の機関が開設している窓口で対応出来る場合もあります。それぞれ
の窓口の受け付ける事柄を、ウェブサイトなどでよく確認してご相談ください。

●サービス提供または購入などの契約に関するトラブルで困っている場合
消費者ホットライン（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/

●犯罪行為に関する被害届や捜査について相談をしたい場合
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
●法的トラブルの相談をしたい場合

法テラス
https://www.houterasu.or.jp/
インターネット上での違法・有害情報に関し相談したい場合
違法・有害情報相談センター
https://www.ihaho.jp/

社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会不正コピー情報受付
https://www2.accsjp.or.jp/piracy/
●インターネット上の違法情報を通報したい場合
インターネット・ホットラインセンター
https://www.internethotline.jp/

●迷惑メールの受信に関して困っている場合

財団法人 日本データ通信協会迷惑メール相談センター
https://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/

財団法人 日本産業協会電子商取引モニタリングセンター
http://www.nissankyo.or.jp/e-commerce/

●フィッシングサイトの発見または被害に関して困っている場合
フィッシング対策協議会
https://www.antiphishing.jp/registration.html

警察庁 フィッシング 110 番
https://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm
●インターネットに繋がらないなどのトラブルで困っている場合

利用プロバイダまたはパソコンのメーカー・購入店の各サポート窓口

IPA「他の機関が開設している相談窓口等」
より
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/external.html
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警察機関への相談や届け出。そして経営ガイドライン

サイバー攻撃では前項のように、

自分が攻撃を受けたことに関する相
談の他に、実際に情報を盗難された
り、なんらかの被害を被ったり、あ

警察庁サイバー犯罪対策プロジェクト https://www.npa.go.jp/cyber/

警察庁 インターネット安全・安心相談 https://www.npa.go.jp/cybersafety/

各都道府県のサイバー犯罪相談窓口等 https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
各都道府県警の、サ
イバー犯罪相談窓口の
一覧。
代表の電話番号の場
合やサイバー犯罪相談
等専用電話番号の場合
もあるので、どの電話
番号にかけているのか
をよく確認しましょう。
ウェブサイト上のサ
イバー犯罪に関する情
報は、表記されている
ているアドレスだけで
なく、他のページにも
記載されている場合が
あります。

るいは法律で禁止されている不正ア
クセスなどに該当する場合は、警察
への相談や通報が必要となります。

まずは都道府県警察本部のサイ

バー犯罪相談窓口に相談することを
最初に考えるといいでしょう。

その場合でも 5W1H のように
「な

にがどうなってどういったことが起
こっているのか」
を、紙に書くなど

第

して整理して明確にし、漠然とした

相談にならないようにしましょう。
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警察がなんらかの捜査をする場合は、
そのための情報や証拠が必要となり
ます。

データ損失や不正送金など実害が

発生した場合は、やたらにその機器
を操作せず、まず相談窓口に相談し

て対処方針を決めるといいでしょう。
特に緊急を要する場合を除き、余

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

IPA による
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」
は小さな会社や NPO でも役
立つ内容が記載されています。ぜひ手に取って役立つ部分を探してみましょう。

裕があればその前に、警察庁の「イ

ンターネットの安心安全相談」
の、

「相談窓口」
でキーワードでの検索や、
事例検索ができるようになっている
ので、そちらを参照して見てはどう
でしょうか。

さてそういった相談窓口を知って

おいた上で、大切なのはサイバー攻
撃を受けたときにパニックになって
どうしていいか分からなくならない
ようにすることです。

https://www.ipa.go. jp/security/
keihatsu/sme/guideline/index.html
情報セキュリティ自社診断シートな
どもあるので参考になります。

経済産業省と IPA が共同で出して

いる
「中小企業の情報セキュリティ
対策ガイドライン」では、問題が発
生したことを想定してシナリオを

バーセキュリティに関するトラブル

ぜひ一度目を通して、自分の会社や

のガイドラインを読むことで、サイ

に対するアイデアが得られるので、

みて下さい。

作っておくことを薦めています。こ

がの発生に「どう備えるか」といこと
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団体なりの対応マニュアルを作って

コラム：実践的サイバー防御演習「CYDER」

専任のセキュリティ担当者が

いない中小企業の場合、サイバー

攻撃から身を守る手段は、主と

実践的サイバー防衛演習
「CYDER」

して
「攻撃を受けにくくなる」よ
うにすることや、自社のウェブ
サイトを持つ場合でも、ウェブ
ホスティングサービスを利用す

ることで、セキュリティに割く
労力をアウトソースすることと
いった対応が現実的です。

しかし、サイバー攻撃に対し

て「立ち向かう」ことが求められ
る状況も出てきます。では実際

にどうやって立ち向かえばいい
のでしょう。

そ こ で お 薦 め す る の が、国

立研究開発法人情報通信研究
機構
（NICT）
が提供している実
践 的 サ イ バ ー 防 御 演 習「CYDER

（CYber Defense Exercise with
Recurrence）
」
です。

CYDER の受講者は、事前オン

ライン学習によって攻撃手法や

対 策 技 術 に 対 す る 理 解 を 深 め、
集合演習
（ハンズオン＆グループ
ワーク）
を通じて、一連のインシ
デントハンドリングを体験する
ことにより、組織で役立つセキュ

CYDER のウェブサイトでは CYDER のリーフ
レットや、その実習内容を紹介する PDF など
が公開されています。
左図のように仮想空間上に現実のネットワー
クに似たネットワークを構築して、サイバー
攻撃への対処方法を実践的に体得できます。
いくつかのカリキュラムが用意されている
ので、機会があればまず初級からチャレンジ
してみるのも良いでしょう。
2019 年度も初心者コースは 47 都道府県、そ
のすべてで開催されますので、地方の方でも
参加することができます。

リティポリシーやコミュニケー
ションの重要性を学ぶことがで
きます。CYDER は全国で 100 回
程度開催しており、2018 年度よ

り民間企業の方も受講可能とな
りました。

特に小さな組織では、情報シ

ステム担当者を専任で配置する

実践的サイバー防御演習「CYDER」

こ と が 困 難 な 場 合 が あ り ま す。

経営者一人で対策を考えるので

織の規模に関係なく、攻撃され

クトにまとまった訓練の機会を

しかし、サイバー空間では、組

る リ ス ク に さ ら さ れ て い ま す。

はなく、CYDER のようにコンパ

積極的に利用すると良いでしょう。
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https://cyder.nict.go.jp/

組織のサイバー攻撃対応力をつ

けることが、有事に備えること
につながるのです。ぜひ活用し
てください。

