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情報セキュリティハンドブックの活用法

● 会社・団体の研修で

「情報セキュリティハンドブック」

は、まず
「サイバーセキュリティっ
てなに？」
と思われる方々の基礎知

会社・団体の研修で

P15
「プロローグ． サイバー攻撃っ
てなに？」

P21
「第 1 章．まずは情報セキュリ
ティの基礎を固めよう」

識習得の教材として、研修などで使っ

ていただきたいと思います。

「個人」
と
「セキュリティ部署のあ

る企業や団体」
の中間に位置するみ

なさんに、その両面から知っておい

ていただきたいことをこの1 冊にま

とめてあります。

まずは目を通して、セキュリティ

全体の地図を描き、できるところか

P45
「第 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」

P65
「第3章．被害に遭わないために、
加害者にならないために」

ら取り組んでみて下さい。

● サイバーセキュリティ知識
の向上に

基礎的な知識を習得できたら、

本書の後半には、サイバーセキュリ

ティの知識を深めるためのセクショ

ンをもうけています。

守るべき項目を知るだけでなく、

なぜ守らなければならないかを深く
理解することができます。

サイバーセキュリティ知識の向上に

P113
「第 6 章． セキュリティをより
深く理解してインターネットを安全
に使う」

姉妹書
「インターネットの安全・安
心ハンドブック」

姉妹書として、ご家庭やお子様

向けに
「インターネットの安全・安

心ハンドブック」
もご用意していま

すので、ご活用ください。

● IT 技術を生かしてセキュリ
ティコストを捻出

また、災害時の対応や、IT 技術

を生かしてセキュリティコストを捻

IT 技術を生かしてセキュリティコストを捻出

P87
「第 4 章． 会社を守る、災害に
備える、海外での心構え」

出するための、いくつかのアイデア

を掲載しています。インターネット
時代の特性を生かして、フットワー

ク軽く活躍していただきたいと思い

ます。
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「第 5 章． IT を使った効率化に
よるセキュリティコスト捻出」
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く簡略化したり、内容を理解しやすいように関連する事項の一部を省略したりして記述している場合があります。ご了承
ください。
このハンドブックを読んで、よりサイバーセキュリティに関する理解を深めていきたいと思う方は、ぜひステップアップして、
さまざまな専門誌や最新の記事にチャレンジしていただけると幸いです。
なお、登場する人物および団体は架空のものであり、実在するいかなる人物・団体とも関係はありません。
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前書き
サイバーセキュリティは全員参加！セキュリティは「公衆衛生」の時代に
小さな中小企業、そして NPO

件付きではありますが、「距離と

インターネットにまつわるあり

この本はサイバーセキュリティ

そのためにかかっていたお金（コ

に散らばる悪意の人々が、私た

のみなさん、こんにちは。

にあまり詳しくない、個人とし

て事業を営む方、セキュリティ
担当者のいない小さな会社、任

その移動に必要だった時間が消え、
スト）
が必要ない」、現実世界と
は異なる新しい世界なのです。

今、私たちは距離の概念があ

とあらゆるトラブルや、世界中
ちのすぐそばにいるようになっ

てしまったことがあげられます。
物理的な世界では、世界のど

意 団 体、非 理 営 利 団 体 (NPO) の

る物理的な世界と、距離の概念

こかで事件や事故、災害が起こっ

突然ですがみなさん、
「インター

重なり合ったところに生きてい

及ぼしませんでした。感染力の

方に向けて作りました。

ネット」
ってなんだと思いますか？

「一昔前は郵便やファックスで

が無いインターネットの世界が
ます。

では距離の概念が無いことは

書類を送っていたのが、メール

どういうメリットを生むのでしょ

手に届けられるようになった」
「昔

が世界中のどこにいても一瞬で

やメッセージを使って一瞬で相

は高かった国際電話が、無料で
かけられるようになった」

そんな便利な道具のイメージ

ですか？いえいえ。インターネッ

トはそんな
「便利な道具」のよう
な存在ではありません。

インターネットとは、デジタ

ル化できるものに限るという条

う。先ほどの話のように、相手

連絡を取ることができます。連
絡だけではなく、デジタル化で

ても、すぐには私たちに影響を
高い病気でも同じです。国内でも、
比較的トラブルの起こりやすい

都会ではなく、地方に住んでい
れば、さまざまなトラブルに遭

うことが少なかったのも事実です。
これが距離の壁なのです。

しかし、インターネットの世

きるものであれば、情報でも写

界には距離の概念は存在しない

で相手とつながることもできます。

かで起こっている災害や、子ど

真でも動画でも、さまざまな形

一方デメリットとしては、実

は多くの面で私たちを守ってく

れていた「距離」の壁がなくなり、

10

ので、インターネット上のどこ
も達への魔の手、悪意の人によ
る攻撃、コンピュータウイルス
による感染は、インターネット



を利用するすべての人々が、日

本書では
「サ イ バ ー セ キ ュ リ

前書き

社会が真に衛生的で安全なの

常的に直面する問題になりました。

ティってなに？どこから手を着

は、すべての人たちが「公衆衛生」

や団体だから、インターネット

方々向けに、サイバーセキュリ

いるからです。

「地方にあるから、小さい会社

を通じた悪意の人たちの攻撃は、
自分たちには関係ないよ」

それは
「物理的な世界」
の考え

方で、
「インターネットの世界」

けていいかわからないよ」という
ティについてなるべく平易な言

葉を使って分かりやすく、解説
しています。

まずはここからスタートして、

では通用しない甘い考えなのです。

一通りの知識を身につけ、その

する側は、インターネット上に

している、サイバーセキュリティ

距離の概念が無い以上、攻撃

存在し、自らを守る意識が薄く

攻撃しやすい人や場所から、た

だ冷淡に攻撃するだけなのです。

上で、各省庁や外郭団体で提供
に関する詳しい資料に読み進み、
会社や団体を守って下さい。

また、本書ではインターネッ

ですから、こういったインター

トを怖がるだけでなく、その「距

攻撃」
を防ぐには、攻撃する側か

に上手く活用することで、サイ

ネット経由の攻撃である
「サイバー

ら見て私たちが
「攻撃しにくい存

在」
になる必要があり、そのため
にはサイバーセキュリティ意識

と知識の向上が不可欠なのです。

意識を持ってこれに取り組んで
サイバーセキュリティにまつ

わる社会の安全も、国民全員の
意識と正しい知識が深まり、そ

して「公衆衛生」のレベルまで高
められることによって成し遂げ
られます。

ぜ ひ 全 員 が 手 を 取 り あ っ て、

インターネット時代の「公衆衛生」
を構築し、安心で安全な新しい
世界を作り上げましょう。

みなさんが楽しみながら学んで、

離の概念が無い」特性をビジネス

より良い成長を遂げる一助とな

バーセキュリティに対するコス

各省庁のメンバー一同もうれし

トを捻出できるように、仕事の
上でのインターネットの効率的

な利用の仕方も解説しています。

このイラストはインター
ネット上の悪意の人たちで
ある攻撃者と、彼らが使う
武器である
「コンピュータウ
イルス
（正 確 に は マ ル ウ ェ
ア）
」
をキャラクターにした
ものです。
サイバー空間
（イ ン タ ー
ネット）
を悪意を持って利用
し、自らの利益のためには
他人の情報や財産を容赦な
く奪い、ときにサイバー攻
撃を通じて自己顕示欲を満
たすといった、さまざまな
悪事を働きます。
また、彼らが普 通 の 人 の
仮面を被り、あるいは普通
の人々が彼らの仮面を被る
こともあります。
解説のイラストではその
辺りをきちんと書き分けて
行きますので、じっくり見
て下さいね。

11

れば、NISC ほか本書に協力した
く思います。

令和 2 年 3 月 31 日

コラム：ハッカーと攻撃者
ハッカー

WHITE HAT（ホワイトハット）

BLACK HAT
（ブラックハット）

正義のハッカー

悪意のハッカー

● ホワイトハットハッカー

● ブラックハットハッカー

● 善玉ハッカー

● 悪玉ハッカー ●

● ホワイトハッカー

● ブラックハッカー ●

クラッカー

攻撃者
（アタッカー）

そもそも
「ハッカー」
とはコンピュータの知識と
技術に精通した人を尊敬して呼ぶ名前で、イコー
ル悪事を働く人という意味ではありません。
その用語を自分で使うとき、あるいは報道など
見るとき、どのような意味で使われているのかを
気にかけましょう。

● ホワイトハッカーとブラック
ハッカー

サイバーセキュリティが専門で

ない新聞や雑誌、テレビでは、サ

て行う作業を「ハッキング」や単に

安易に呼ばない場合は「悪玉ハッ

来は悪事と直接結びつくものでは

われます。（本書ではこれらの人

「ハック」といいますが、これも本
ありません。

ただしこういった知識や技術を

カー」や「悪意のハッカー」ともい
を「攻撃者」と呼びます）

逆に善意に基づいて高い知識や

技術を使う人を「ホワイトハット

イバー攻撃を行う悪意の人たちを

もって悪事を行う人も存在するた

し、この呼び方はやや正確ではあ

意味で、
「ブラックハットハッカー」 ワイトハッカー」といい、日本語

「ハッカー」
と呼びがちです。しか
りません。

ハッカーとは、もともとはコン

ピュータに精通し、その方面の高
い知識と技術を持つ人を指すある

種の尊称であり、イコール悪事を
行う攻撃者ではありません。

そして彼等がその技術を駆使し

め、それらを善意の人と区別する

や
「ブラックハッカー」、あるいは
防御しているものを割って侵入す

ることを意味する「クラッキング」

ハッカー」や「ホワイトハット」
「ホ
では「善玉ハッカー」や「正義のハッ
カー」と呼びます。

本書では、この本来の意味に基

から転じて「クラッカー（cracker）」 づいた用語で解説しますので、みな
や攻撃者の意味を持つ「アタッカー

さんにもぜひ覚えてもらって、日常

一 方、日 本 語 で「ハ ッ カ ー」と

られるように協力してくださいね。

（attacker）」と呼ぶのです。
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の生活でも正しい名称が広く用い

● どんな種類があるの？

攻撃者が使う武器「マルウェア」
マルウェアにはどんな種類があるの？

先ほどのハッカーの例と同じよ

うに、今ひとつ正しく用いられて
いないのが、
「コンピュータウイ

マルウェア

ル ス」
や、単 に
「ウ イ ル ス」
という
用語です。

トロイの木馬

（非自己増殖潜伏型）

攻撃者がサイバー攻撃を行う場

合、相手のコンピュータをなんら

かの悪意のプログラムに感染させ、

ウイルス（寄生型）

これをコントロールする方法がよ

く用いられます。この攻撃に使わ

ワーム（自己増殖型）

どんな機能を持つの？

れるプログラムをまとめて
「ウイ
ルス」
と呼びがちです。

しかし、悪意のプログラムは本

来
「マルウェア」もしくは
「不正な

プログラム」
と呼ぶのが正しく、
「ウ

イルス」
とはその中の一種で、コ

悪意のボット
（Bot）

ランサムウェア

ンピュータ上のファイルが感染し、 これは病原体の行動形態を表す病

キーロガー

マルウェアの主な機能をあげる

そのファイルに寄生して活動する

気の症状の名前のようなものです。 とこのようになります。

なのです。

スという言葉がマルウェアと同じ

ア」
とは病気を起こす原因の総称

その整合性を取るために「広義の

タイプのものを指す限定的な名称
現実世界に例えるなら
「マルウェ

「病原体」
にあたり、「病原体」の一
種で細胞に寄生しないと増殖でき

ないものを
「ウイルス」
と呼ぶのと

ただ、一般に広がった「ウイル

意味で使われる」事実もあるため、
ウイルス」といったいい方も存在
します。

みなさんには、このことも覚え

• 悪意のボット（Bot）

ボットとは Robot の略で、悪
意のものは感染するとコン

ピュータが攻撃者に乗っ取ら

れ、別のコンピュータへの攻
撃などに使われる

同様です。

ていただいて、正しい呼び方を広

にも、単独で存在することができ

やテレビで「ウイルス」と使われて

イルが暗号化された上で、攻撃

ルス＝マルウェア」の意味なのか

要求される

そして病原体にはウイルスの他

る細菌、原虫や寄生虫などがあり
ます。マルウェアにも同様に、独

めてもらうと同時に、新聞、雑誌

いるときは、それが「広義のウイ

立していて非自己増殖型の
「トロ 「狭義のウイルス＝ファイルに寄
イの木馬」
と呼ばれるものや、独

生する感染プログラム」なのかを

ム」
があります。

してもらえるとうれしく思います。

立していてかつ自己増殖型の
「ワー

また、機能による分類としては

「ボット」
「ランサムウェア」
「キー

ロガー」
などの呼び方もあります。

文脈から読み取って、正しく理解

● どのような機能を持つ
ものがあるの？
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• ランサムウェア

感染すると、コンピュータ上のファ
者から元に戻すための身代金を

• キーロガー

比較的古いマルウェアで、感
染するとキーボードの入力を

記録して攻撃者に送信する。
攻撃者はこれを利用してパス
ワードなどを盗む

また、例えば
「トロイの木馬」は、

最初にコンピュータに侵入すると

きは害がないようなふりをして、
侵入したらマルウェアの本性を現

したり、外部からボットやランサ

どんなものが感染したり、感染させたり、
悪さするようになるのか

パソコン

タブレット

スマホ

ムウェアを呼びこんだりして悪事
を働き始めます。

● どんなものが感染したり、感

染させたり、悪さをするよ
うになるの？

マルウェアに感染するものとい

えば、おそらく真っ先にパーソナ

ルコンピュータ
（以下パソコン）
や

さまざまな機器がネットにつ
ながるとマルウェアに感染す
るかも
IoT（Internet of Things）

監視カメラ

ネットワーク
プリンタ

ネットワーク
ルータ

ネット接続
医療機器

一方、もっとも深刻
な感染源は人間かも

スマートフォン
（以下スマホ）
、タ

訪れ、私たちの周りに存在するあ

する「標的型メール」など、人間の

「マルウェアはコンピュータが

化し、インターネットにつながる

問題はこの心の隙が、コンピュー

ブレットなどを想像するでしょう。 りとあらゆる機器がコンピュータ
感染する悪意のプログラム」

この表現も間違いではありませ

ん。しかし、実際には、会社など
で使っている無線 LAN(Wi-Fi) アク

セスルータ、ネットワークプリン

ようになると、今より多数の機器
が感染する可能性があります。

ただし、こういったマルウェア

に感染してしまうかもしれないこ
とよりも、もっと深刻な問題があ

タ、監視カメラ、スマートテレビ、 ります。それは人間の心の隙を突

心の隙を突くタイプの攻撃です。
タのセキュリティホールのように
ふさ

簡単には塞げないことにあります。

セキュリティ意識は、本人が必要

性を認識しないと向上しないから
です。

サイバー攻撃に対する IT 機器の

ネット接続医療機器、変わったと

いたサイバー攻撃です。

防御をいくら固めても、人間をだ

るそうです。コンピュータではな

染させるためには、セキュリティ

こちらはなかなか防げない。この

ころでは POS レジ、なども感染す

機器を強制的にマルウェアに感

いのになぜ感染するのでしょうか。 ホール（脆弱性）と呼ばれるプログ
この
「コンピュータが感染する」 ラム上の弱点が必要です。セキュ

ます攻撃手法はいくつも存在し、
こともよく知ってください。

そして被害者が友人や職場の仲

と
「そう見えないものまで感染し

リティホールがあるということは、 間に次々に感染を広げていって、

代の電子機器は、コンピュータに

す。しかし、日々セキュリティの

ている」
ことの矛盾を解く鍵は、
「現

見えないものでも、コンピュータ
を内蔵している」ところにありま
す。

こういった機器がインターネッ

家の鍵が壊れているようなもので
たいていのセキュリティホールは
すぐにふさがれます。

そういった場合でも、所有者を

だまして自らインストールさせれ

能性があるわけです。

簡単に悪事を働くことが可能なよ

こともあるのです。

そう、被害者であるはずのあな

たが、いつの間にか攻撃に参加さ

せられ、ときに加害者の立場に立

ば、外から無理矢理侵入せずとも、 たされることもありうるのです。

特 に IoT
（Internet of Things）、 うにしてしまえるのです。

「モノのインターネット」
の時代が

ところで乗っ取られ、攻撃者によ

アップデート＝修正対応が行われ、 るサイバー攻撃に勝手に使われる

トにつながりデータをやりとりす

る以上、マルウェアに感染する可

さまざまな機器が持ち主の知らぬ

これを実現するのが後ほど説明
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まずは防ぐための知識を得て行

動をおこしましょう。

小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック Ver 1.10

プロローグ

サイバー攻撃ってなに？
サイバー攻撃と聞いて、どんなことを想像しますか？

誰がやっているの？攻撃されるとどういったことが起こるの？

まずは最初に、サイバー攻撃とはどういったものか、それによっ

てどういった影響が出るのか、知ってください。

1

1

サイバー攻撃の具体例

どんな攻撃が
あるのか？

標的型メールによる情報やお金の流出
ID とパスワードを抜き取られる

不正送金させられる

サイバー攻撃というと、まるで小

説や映画の世界の話かと思っていま

偽サイトへ
誘導して感
染させる

せんか？実はあなたの会社や団体な

どの、すごく身近なところでも日常

マルウェアを送り
つけて感染させる

的に起こっていることなのです。

サイバー攻撃として代表的なもの

は、みなさんが普段業務に使ってい
るパソコンやスマホなどが、マルウェ

ア
（他者を攻撃する不正なプログラ

ム。一般的にはコンピュータウイル
スとも呼ばれる）に感染し、インター

ネットを通じて機密情報やお金が、
流出させられたり盗まれたりするも

重要ファイルの不正送信

攻撃者はあなたから重要情報やお金を盗むために、マルウェアに感染させて重要ファイル
を不正に送信させたり、偽のメールで偽の銀行サイトなどに誘導する
「フィッシング詐欺」
を行っ
て不正送金させたりします。どういう方法でだまされてしまうのか、一度調べてみましょう。

パソコン、IoT 機器が乗っ取られ攻撃に悪用される
攻撃せよ

のがあります。

乗っ取った機器のマルウェアに
サーバ攻撃を指示

DDoS 攻撃を
受ける

パソコンなどの脆弱性 ( 弱点。以

下セキュリティホール ) を突き、知
らないうちに感染させるものもあり
ますが、その機器の所有者をだまし
て悪意の罠に飛び込ませたりするも
のもあります。例えば、電子メール
に悪意のホームページ
（以下ウェブ
サイト）
へ誘導するリンクや、添付

ファイルに偽装したマルウェアを含
ませ開かせるわけです。

メールのリンクや添付ファイルを

開いて確認するといった作業は、ビ

どこかのウェブサーバ

所有する IT 機器が悪意のボット用マルウェアに感染すると、攻撃者が管理する攻撃用の仕
組みであるボットネットに接続され、あなたが知らないところでサイバー攻撃に参加させら
れることになります。気づかずに加害者的立場になってしまうかもしれません。

ランサムウェアに感染して業務停止

マルウェアに指示、そして
勝手にファイルを暗号化

ジネスパーソンであれば毎日やって
いることであり、そんな行動が、攻

ファイルは暗号化
した。解除してほ
しかったら身代金
を払え！

撃の糸口につながっているのです。

「マルウェアはともかく、リンク

で？」
と思うかも知れませんが、リ

ンク先を開いてみれば有名銀行のネッ

トバンキングと瓜二つの偽サイトに
なっていて、ID とパスワードを入力

ランサムウェアに感染すると、パソコンなどのファイルを暗号化され、解除するためには
身代金を要求されます。しかし、身代金を払っても解除するキーをもらえるとは限りません。
普段からシステムやデータのバックアップを取って、元の状態に戻せるように備えましょう。
どうやって侵入されるのか、実例の記事をさがして学んでみましょう。
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サイバー攻撃ってなに？

の口座から不正送金されてしまい、
被害に遭うケースも発生しています。

プロローグ

させられ、それを使われ会社や団体

プロローグ

取引先のふりをしてメールで送金請求
振込先が
変更になりました

また、会 社 や団 体 のパソコンや

IoT 機器などがマルウェアに感染す

ると、情報流出だけでなく勝手に操

なりすまして
メールを送信！

作され、他の会社などへのサイバー

攻撃に利用されることもあります。
被害者のはずが突然加害者的立場に

なり、それらの事例が明らかになる

と社会的信用を失うかもしれません。

攻撃者の口座に送金

パソコンなどのデータを暗号化し

て読めないようにして、身代金を要

求されるマルウェアも急増していま

す。身代金を払ってもデータが元ど

おりにならない場合もありますし、
業務遂行ができなくなるので、なに

単純に「お金を送れ」
といわれてもだまされる人はいませんが、取引先の企業の人になりす
ました攻撃者が、通常の請求書発行の業務として口座番号の変更を連絡してきたら、見分け
ることはできるでしょうか？そういった攻撃を行うために、攻撃者は事前にメールサーバか
ら業務メールを盗み、日常どういったやり取りをしているか、といったことまで下調べた上
で攻撃してくることもあります。

取引先の情報流出で業務停止

よりも事前の対策が大切です。

2

機密情報を
とっちゃえ

会社や団体が狙わ
れるとどうなる？

他にも電子メールが使われる事

例としては
「BEC
（ビジネスメール詐

情報入手！

欺）
」
があります。BEC とは、攻撃す

る相手や環境を事前に良く分析して
行われる、企業などを対象としたビ
ジネス用の詐欺メール攻撃です。

実際に報道された事例では、ある

お金をゲット！

攻撃者は情報を盗み出そうと思った場合、セキュリティの厳しい大企業よりも、セキュリティ
の甘い小さな会社を狙った方が簡単と考えます。外注を受けていればしめたものと考えます。

航空会社の担当者に航空機のリース

ぼす社外秘の情報というのは必ず

込む不正アクセス、既に紹介した

き、誤って応じて数億円の被害がで

のにとっては、そうした情報は宝

な手段で襲いかかってきます。

を 大 企 業 か ら 直 接 盗 め な く て も、

たら、発注元からは信用のならない

れば、そこから盗んで売ればいい

れることも十分に想定されます。こ

料の支払いを求める電子メールが届
たという話がありました。

ここまで規模が大きくなくても、

事前に支払い関係のメールを盗まれ
分析され、取引先を装ったそっくり
のメールが届けば、疑わずに振り込
んでしまうことも十分に考えられる
ことでしょう。

また、企業には株価に影響を及

存在しています。悪意を持ったも
の山です。例えばそういった情報
セキュリティの甘い関連企業があ
と考えるかもしれません。

そうした特定の会社や団体を標的

とした「サイバー攻撃」は、知らない
間に所有するパソコンなどに入り
17

BEC、ランサムウェアほかさまざま
その結果としてデータが漏えいし

取引先と判断されて取引が打ち切ら
ういった攻撃から身を守ることは小
さな会社や NPO などにとってまさ

に死活問題といっても過言ではない
でしょう。

2

誰が攻撃するの？
攻撃者（アタッカー、クラッカー）
とはどんな人物なのか

悪意のハッカー

産業スパイ

コスト優先
一口に攻撃者といってもそのカテゴリはい
くつかに分かれます。
興味本位、自己顕示欲、腕試し、愉快犯な
どのアマチュア的な者、一般的な攻撃者（悪
意のハッカー）ともいえる金銭目的でビジネ
スとして攻撃を行っている者、プロフェッショ
ナルで産業的に目的の情報を狙う産業スパイ、
そして国家のバックアップを受けながら他国

国家的ハッカー

目標達成優先
の軍事機密や、政治的な情報を盗み出したり、
果ては SNS などを使って相手国に不利益を
与えるプロパガンダなどの工作活動を行う国
家的ハッカー(State sponcered hacker) など
がいます。
これらは、必ずしも明確に分かれているわ
けではありません。国家、運営する主体、あ
るいはスポンサーによって、そのボーダーは

曖昧です。
ただ、一般的な悪意のハッカーはビジネス
としてハッキングを行うので、攻撃のコスト
に対して収入が見あわないほどセキュリティ
を固めれば避けられやすくなります。
一方、後者二つは
「コストは考えず目標の
達成が必須」なので、狙われた場合その攻撃
を避けるのは困難です。

ここまでで、漠然と悪意を持った

アを開発する能力や、身を隠す能力

ます。軍事的ハッカーであれば兵器

ジできたと思います。ではその悪意

のビジネスであり、仕事にコストパ

計図や軍事計画を狙ったり、誤った

者＝攻撃者が存在することがイメー

がありますが、活動は主に
「金銭目的」

をもった人々は何者なのでしょうか？

フォーマンス、つまり攻撃に手間を

が、子どもの腕試しやスクリプトキ

防御のしようがあります。

まずもっともアマチュア的なもの

ディと呼ばれる者です。こういった
人物は
「自分の力量を試す」
「自己顕

示欲を満たす」
「興味本位」
で攻撃を

かけずに多く稼げることを望むので、

開発や戦略に生かせる軍事機器の設

情報の拡散で敵対国に混乱を起こし

ます。

これらの者は活動資金を企業や国

次に明確に目標を持ち、企業の技

などのスポンサーが出すために採算

業スパイ、そして国家へのなんらか

の壁で攻撃を避けるのは困難です。

一体に動く国家的・軍事的ハッカー

ではなく、愉快犯的な行動から、国

術情報などを盗もうと考えている産

度外視で活動し、狙われるとコスト
このように攻撃者といっても一様

行います。ネットの見えにくいとこ

の利益を目的として情報機関や軍と

されていることもあり、よく考えず

やスパイなどがいると考えられます。

の命運を左右する軍事目的まで多種

産業スパイであれば、企業が持つ

てもしっかりとしたセキュリティ対

ろでサイバー攻撃用のツールが販売

にこれらを購入し、違法性を認識せ
ず使う者もいるので侮れません。

次に金銭目的で行動する悪意の

ハッカーがいます。彼らはマルウェ

これらはプロフェッショナルです。

先進技術や製品計画などを盗み、そ

れを自社の製品に生かそうと活動し
18

多様なのです。しかし、いずれにし
策が、防御を行うための入口なのは

いうまでもありません。

プロローグ

プロローグ

1

3

サイバー攻撃ってなに？

どう攻撃されるの？

主にマルウェアなどを使って
「技術的」に攻撃

では攻撃者は具体的にどう攻撃を

サービスが攻撃されアカウント

と二つの方向性があります。一つは

例えば個人用のアカウントの ID

してくるのでしょう。大きく分ける

情報の漏えいが発生しています。

マルウェアで乗っ取られて情報流出

技術的な攻撃、もう一つは心理的な

とパスワードを会社用にも使い

乗っ取って
情報流出！

マルウェアを使ってパソコンやス

ビスから漏れた情報によって会

顧客データや
重要情報

リティホールを突く、技術的で
「サ

正利用を許すことにつながりま

攻撃です。

マホ、あるいはシステム上のセキュ
イバー攻撃」
の要素が強いものが前者。

回ししていると、どこかのサー
社のシステムへの不正侵入や不

す。また、業務でインターネッ

「ソーシャルエンジニアリング」
と呼

ト上のクラウドストレージサー

理攻撃」
の要素が強いものが後者で

と、ここから情報流出が発生す

ばれ、人間の心の隙を突く詐欺や
「心

す。P12 の説明もそういう目で見る

と少し違ってくるでしょう。

ビスに重要情報を保存している
るかもしれません。この例では
「自
分自身はマルウェアなどに感染

ではまず、起こりうる攻撃の切り

した形跡がなくても攻撃される」

サイバー攻撃の 1 つ目の例は、自

3 つ目の例は、自社が攻撃され

口から説明しましょう。

るだけでなく、他者に損害を与

代表的なのはマルウェアによる攻

マルウェアに感染して IT 機器

撃です。攻撃者はメールや偽サイト

える例です。

が乗っ取られ、他者を攻撃する

などにマルウェアを仕込み、利用者

ボットネットに利用されたり、

のリンクから不正なページを開いた

ランサムウェアで業務遂行がで

が添付ファイルを開いたり、メール

りすると、会社のパソコンがこれに

パソコンの中身を暗号化される

きなくなると、自らが被害に遭

感染し、その結果社内システムに侵

うだけでなく、関連する他社に

ム用の ID やパスワードが盗まれ、機

などの事業を行っていると、こ

これらは乗っ取ったメールアカウン

ビスを使っていた利用者にも間

入されます。そうなると社内システ
密情報の流出が発生します。また、

トを使って、なりすましのメールが
送る攻撃にもつながります。

2 つ目は、自分や自社が気付かな

いうちに攻撃される例です。インター
ネットでは日々、さまざまなウェブ

流出情報で乗っ取られて経済的損失
購入

ことを知って下さい。

分や自社が攻撃され自らが損害を受

けるものです。

マルウェア
入りメール

不正アクセス

オンライン
ショッピング

経済的損失

ボットネット、
ランサムウェアで業務停止
攻撃 !!

も損失を与えたり、また、店舗

れが停止することで、そのサー
接的に経済的損失を与えます。

一方、サイバー攻撃といって

も心理的攻撃の性格が強いもの、

マルウェアを使わない攻撃もあ

ります。
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サービス停止

会社のサービスサーバ

2

人の心の隙を突き
「心理的」に攻撃

さて
「サイバー攻撃」ではない一般

の犯罪で、みなさんがよく耳にする

課長の○○だ！
至急送金を頼む！

ものはなんしょう。

たぶん
「オレオレ詐欺」
「振り込め

詐欺」など、人をだましてお金を巻

え、確認を…

き上げる
「特殊詐欺」でしょうか。関
係機関が日夜注意喚起を行っていま
すが、未だに多くの方が被害に遭い

商談が
失敗するぞ！

続けています。

それが終わらない理由は、こう

いった特殊詐欺が人間が生まれなが
らにして持っている
「心の隙」という
セキュリティホールを突いた
「心理

ばぁちゃん、
オレだよオレ！

的攻撃」
だからです。人間のセキュ

タカシ ?!
タカシなの ?!

リティホールはなかなか埋められず、
対策することが難しいからです。そ

「ソーシャルエンジニア
リング」
は現実でも
ネットでも心の隙を
突いてだます

上はビジネス上のソーシャ
ルエンジニアリング、下は振
り込め詐欺の例ですが、こう
やって見ると、実は 2 つの詐
欺の本質的な部分は同じだと
分かります。
これらは上手く人間の心の
隙を作り出し、自らの望みど
おりに相手を操る体系化され
たテクニックなのです。

してサイバー攻撃でも、この人間の

心の隙を突いたものが多くあります。

ばぁちゃん、
オレやっちゃった。
今すぐお金がいるんだ。

例えば先ほど紹介した、BEC の発

端になったなりすましの詐欺メール。
この攻撃の入口は、相手の心の隙を
突き、シンプルに
「数行の文字で」だ
ましただけです。

また、送りつける相手をよく調

❷

この三つの共通点は人間の「心の隙」を突いた点

ん？ 会議？
そんなの
あったかな？
まぁとりあえず
クリック！

❶

こういった心理的誘導による被害

を軽減するためには、多くの人々が
サイバーセキュリティ意識を向上さ
せるだけでなく、
「心の隙」について
も詳しくなり、サイバー攻撃だけで
なくこういったハイブリッドな攻撃
に関する危険を認識し、予防する「サ

イバー公衆衛生意識」
を広く持つよ
うになることが重要なのです。

この心の隙を突く攻撃は広い意味

で
「ソーシャルエンジニアリング」と

呼ばれます。覚えておいてください。

❸

染

感
アに
マルウェ

❺

❹

ー
デ
以降

心の隙を突く手法です。

ネットの世界

機密情報ファイル
重要写真

ン
シ
マ
者が
攻撃

マルウェアを利用しますが、人間の

TO：Aさん
SUB：至急確認してください。
先日の会議の議事録です。
Gijiroku-doc.exe

査・分析した上で、送り付けられる
偽装ファイルやリンクは、結果的に

現実の世界

を
乗
っ
取り

タ
を
盗み
放題

振り込め詐欺の場合は、例えばまず相手に「身内が事故やトラブルを起こして大変だ！」
と
頭を混乱させ、相手が本来持っている冷静な判断能力を奪います。せかしたり、弁護士や警
察官に扮した人物を登場させたり、お金を払えば助かると交換条件を出したりして、さらに
追い込みます。
こういった心理的な揺さぶりは、古典的なソーシャルエンジニアリング
（≒心理的交渉テクニッ
ク）の、「ハリーアップ」
「ネームドロップ」
「ギブアンドテイク」
などにあたるでしょう。
一方、ネットの世界のソーシャルエンジニアリングは、知り合いになりすまして
「標的型メー
ル」を送る場合、これらの
「フレンドシップ」
という手法の要素が使われています。
現実世界でもネットの世界でも、相手の心の隙を突けばどんなセキュリティでも破ること
ができます。その人をだますテクニックを体系化したものが「ソーシャルエンジニアリング」
なのです。ぜひ、そういうテクニックがあることを覚えてください。
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