


このガイドブックを使ってセミナーを行うためのスライドも提供しています。

ご 挨 拶

私たちカスペルスキーは、創業以来「インターネット上の脅威から
世界を守る」を使命としているウイルス対策ソフトメーカーです。
その実現に向け、最新の脅威に対抗できる製品の開発と安全性能を
最高レベルに維持するための調査・研究を日夜続けています。

連日のように「情報漏洩」や「不正侵入」「なりすまし」「フィッシン
グ」「情報や金銭の搾取」といったサイバー犯罪の被害が報道され
る中、インターネットを安全に利用し、犯罪者にとって活動のしにく
い世界にするためには、皆様 一人一人の意識と強固なセキュリティ製
品が欠かせません。

犯罪者の標的は大企業や官公庁には留まりません。インターネットユー
ザーであれば、誰もがサイバー犯罪の標的になり得ます。

個人のパソコンやスマートフォンに保存されるメールアドレスやロ
グイン情報などの情報資産も犯罪者にとっては魅力的なものですが、
犯罪者はあなたを介して家族や友人、勤め先といった別のターゲッ
トへの侵入を企んでいるかも知れません。自身が被害者にならない
ことはもちろん、加害者や時として犯罪者の協力者にならない事が
重要です。

このガイドブックは、一般の方々を対象にインターネットを利用する
上で最 低 限 気をつけていただきたい事柄について分かりやすく
まとめたものです。ガイドブックを通じてご自身やご家族、友人た
ちがインターネット上のトラブルやサイバー犯罪に巻き込まれること
なく、安全にインターネットが利用できるよう心より願っております。

株式会社カスペルスキー
代表取締役社長  川合林太郎
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　FacebookやTwitter等 のSNSを 友
達とのコミュニケーションツールとして利
用する方も多いでしょう。その日あった
面白い出来事を書いたり、お薦めのお店
や料理を紹介したりすれば、すぐに友達
みんなに読んでもらえます。また、写真
や動画もアップして見てもらえます。

書いてしまいがちな“武勇伝”？
　いつも読んだり見たりして感想をくれる
のは友達ばかりなので、ついつい自分の
投稿を見ているのは友達だけだと思いが
ちです。そのせいか、アルバイト先でし
たイタズラや、交通違反などを武勇伝の
ように書く人がいます。
　例えばこれまでに、飲食店の大型冷蔵
庫に入って顔を出した写真、従業員を土

下座させた写真、子どもに車を運転させ
た動画などを投稿して、炎上して結果的
に逮捕や罰金などの刑事責任をとること
になる事例がありました。
　読んだのが友達だけなら、話はそこで
済むかもしれませんが、実はFacebook
やTwitterに書き込んだことは世界中の
人に読まれる可能性があります。

勤務先や学校にも迷惑が…
　犯罪自慢のような書き込みを誰かが
見つけると、すぐに掲示板に書き込ま
れたり、投稿内容を保存されたりして、
あっという間に拡散してしまいます。中
には、書き込んだ人を特定しようとする
人もいて、アルバイト先や勤務先、学校
などへ電話やメールが殺到することもあ
ります。場合によっては、アルバイト先
や勤務先を辞めることになったり、退学

世界中の誰でも
読めることを知っておこう

友達とのコミュニケーションに欠かせない Facebook/Twitter/LINE

Twitterの投稿炎上事例

アルバイト従業員が飲食店の冷蔵庫に入り、
顔を出して撮影。

ヒザの上に乗せた子どもに車を運転させて撮
影。

高校生が教師を蹴る動画を撮影。

衣 料 品 店でクレームを付けて謝 罪を強 要。
土下座の様子を撮影。

当該店舗の経営継続が困難になり、退店。運営会社
から、2000 万円の損害賠償が請求される。

道路交通法違反の疑いで逮捕される。

傷害容疑で逮捕される。　

強要、名誉毀損などの容疑で逮捕。罰金 30 万円の
略式命令が下った。

事例 その後

あなたは大丈夫？
簡単セキュリティ自己診断チェックシート

ガイドブックを読む前に、まずはあなたの現在のセキュリティ状態をチェックしてみましょう。
チェックが付けられない項目があれば横に記載している該当ページを読んでみてください。
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Facebookの画面で右上の
▼をクリックし、［設定］を選
択します。

［プライバシー］を選択し、［私のコンテンツを見ることができる人］
の［編集する］をクリックします。

公開の範囲として［友
達］を選ぶと、基本の
公開範囲が、友達に
登 録した相 手だけに
限定されます。

［その他］をタップし、［プライ
バシーショートカット］を選択
して、［今後の投稿のプライバ
シー設定］をタップします。

［友達］を選ぶと、基本の公
開範囲が、友達に登録した
相手だけに限定されます。

［その他］をタップし、［プライ
バシーショートカット］を選択
して、［ 私のコンテンツを見る
ことができる人 ］をタップし、

［今後の投稿の共有範囲］を
タップします。

［友達］を選ぶと、基本の公
開範囲が、友達に登録した
相手だけに限定されます。
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● 炎上は、その後があることを知っておく
● 自分の投稿を3日～1週間に1度は読み返す
● 投稿の公開範囲に気をつける
●定期的に過去の投稿を削除する
　または過去の投稿の公開範囲を
　自分のみにする

すぐに実行したい対策

公開範囲の設定に気をつける
サービスによっては、公開の範囲を設定
して、友達だけ・特定の人だけ・本人
だけなど読める人を限定するよう設定
ができます。 ここでは、Facebookと
Twitterの場合を見てみましょう。
　ただし、これだけで安心してはいけま
せん。うっかり設定を変更して公開状態
にしてしまったり、気づかないうちに設
定の方式や内容が変更になったりするこ
ともあるので、定期的な確認と見直しが
おすすめです。また、IDやパスワードが
もれてしまうと、他の人に読まれる可能
性もあります。

知られて困る事は書かない
自分のIDはしっかり管理していても、友達
がIDを盗まれてしまえば、第三者に投稿
を読まれてしまいます。
　また、最初は友達だけに読んでもらう
つもりで始めたFacebookやTwitterで
も、後から仕事で取り引きがある相手を
友達登録することもあります。そうなっ
たときに、以前に書いた犯罪自慢や、誰か
を誹謗中傷する書き込みが読まれてしま
うかもしれません。そのため、たとえ限
られた人しか読めない設定にしたとして
も、人に知られて困ることを書き込むの
はやめましょう。

ユーザーアイコンをクリックして、［設定とプライバシー］を選
択します。

左のメニューから［プライバシーとセキュリティ］を選んだら、
右の画面で［ツイートを非公開にする］をチェックします。
※非公開にすると、ツイートはフォローしているユーザーだけ
が読めるようになります。

プロフィールアイコンをタッ
プ。メニューから［設定とプラ
イバシー］を選択します。

［プライバシーとセキュリティ］
を選択して、設定画面で［ツ
イートを非公開にする］をオ
ンにします。

iPhone ／ Androidの場合

※画面は2017 年 11 月 30 日現在のものです。最新の状態でご確認ください。

パソコンの場合

Twitterの設定

といった処分を受けることもあるのです。
　飲食店の大型冷蔵庫に入った事例では、
その後損害賠償が請求されました。土下
座問題は名誉毀損で罰金に、子どもの
運転は犯罪行為なので逮捕となりました。
SNSへの書き込みが、脅迫や業務妨害と
なる内容ならば、書いただけで逮捕の対
象となります。所属先からの解雇や退学
などの処分だけでなく、法律的な責任が
問われることもあるのです。
 ブログやTwitterに限らず、他のSNS
などネット上に書き込んだことは、友達
だけでなく、世界中の誰でも読めるもの
だと考えてください。親しい友達にしか
話せないようなことは、ネット上に書き

込んではいけません。

どんな対策がある？
　その場の“ノリ”や勢いで投稿してしま
うユーザーも多く、そのためにさまざま
な事例が後を絶ちません。対策の1つは、

「自分の投稿を見直す習慣をもつ」とい
うことです。自分の投稿を3日～1週間に
1度は読み返すようにしてみましょう。何
気ない投稿も、冷静な気持ちで読み返す
と、こんなことを書いてしまったのかと、
恥ずかしい気持ちになるかもしれません。
繰り返すうちに、どれくらいの内容なら
自分の投稿として問題無いのか、自然に
判断できるようになります。

パソコンの場合

Facebookの設定 iPhoneの場合

Androidの場合
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※本ページに掲載している情報は、本書作成時点の内容です。ホームページアドレス（URL）や
内容は変更となる可能性があります。
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近所の話をしただけでバレることも
　ブログや掲示板、Twitterの利用者の
中には、個人の情報を聞き出して悪用
したり、相手を誘い出したりする目的で、
住所や電話番号、名前を聞き出そうとす
る人がいます。
　こうした情報を絶対に教えてはいけま
せん。近所のお店や駅の名前を聞くこと
で、住所を探ろうとする人もいます。例え
ば、どこにでもあるスーパーの名前を書
いただけのつもりでも、隣にあるお店や、
駅からの距離などから場所を特定しよう
とする人もいます。
　写真からは、窓から見える風景から、
撮影した場所や撮影した方向が類推さ
れる恐れもあります。また、いくつかの
SNSに投稿した断片的な情報を組み合わ
せて、発信者の個人の情報が類推される

場合があります。

個人の情報を入力させるサイトに注意
　まったく知らないサイトでは、個人の
情報を一切入力してはいけません。よく
見ている信頼できるサイトでも、必要以
上の情報を入力するように求められたら、
警戒してください。基本的には入力した
情報は、すべて使われると考えた方がよ
いでしょう。「プライバシーポリシー」と
いう、個人の情報をどのように取り扱う
かの方針が掲載されているかどうかも確
認しましょう。プライバシーポリシーの
掲載のないサイトは信頼できません。
　また、Twitterはもちろん、閲覧者を
限定していないブログや掲示板に書き
込んだ情報は、ふだんコメントをやり取
りしている以外の人にも読まれています。
まったく知らない相手に個人の情報を
知られてしまう危険があることにも、注意
が必要です。

住所や電話番号など
個人の情報を聞かれても答えない

プライバシーポリシーとは、Webサイトにおいて、収集
した個人情報の取り扱い方針を定めた文書です。個人
情報の取得項目、利用目的や、第三者への提供の規定
などについて明文化されており、管轄部門の問い合わせ
先についても掲載されています。第三者への情報提供を
望んでいないのに、規定が実質無制限である場合は注
意が必要です。プライバシーポリシーは変更されること
もあるので、時々チェックするようにしましょう。

買い物はどこでしてるの？
20:04

 
 駅前のスーパー○●よ。
 20:10

じゃあ、最寄り駅は△▲駅だね！
20:11

 
 どうしてわかるの！？
 20:15

プライバシーポリシー
とは

S N S の詐欺や
トラブルに注意

　SNSを利用すれば、友だちと連絡を
取り合ったり、同じ趣味の仲間を見つけ
られたりして楽しいですし、便利です。

悪質な参加者に注意
　しかし中には、巧みに有料サイトに誘導
したり、個人情報を聞き出そうとしたり
する悪質な参加者もいます。
　住所や名前を直接聞き出そうとすると
は限りません。最寄り駅や近所の様子、
ニックネームなど、個人に紐付く情報を
聞き出して、類推しようとする場合もあ
ります（8ページ参照）。
　最近では、芸能人など、消費者に大き

な影響を与える人物を利用して、一般人
に宣伝だと気付かれないように宣伝行為
を行うステマ（ステルスマーケティング）
も問題になっています。
　また、SNSで知り合った相手から「直
接会いたい」と誘い出され、暴力を振る
われたり、お金を取られたりするなどの
トラブルに巻き込まれるケースもありま
す。SNSを出会い系サイトのように使う
参加者もいるので、注意が必要です。
　不幸にも万が一、被害に遭った場合、
下に紹介するサイトや電話などで相談す
ることができます。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
消費・生活のトラブルに関する情報を掲載しています。
インターネットでのトラブルについても、具体的な相
談内容に対するアドバイスが掲載されています。トラ
ブルを事前に回避するためにも目を通しておきましょ
う。全国にある消費生活センターの連絡先も載って
います。

消費者ホットライン（全国統一）　
188
悪質商法等、消費・生活でのトラブルや被害などに
対する相談窓口です。

警察庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/
コンピューターを使ったサイバー犯罪について、予
防策が紹介されています。「インターネット安全・
安心相談」では、よくある相談事例や予防のため
のアドバイス、実際に被害にあった場合にどうする
かなどについて掲載されています。また、「都道府
県警察本部のサイバー犯罪相談窓口」で、各県窓
口にURLを調べることができます。

警察の相談ダイヤル　
#9110
警察に相談するかどうか迷うような、生活の安全
に関する不安や悩みを相談できます。

6

被害にあう前・あって
しまった

場合に役立つサイトや
連絡先

32



※画面は2017 年 11 月 30 日現在のものです。最新の状態でご確認ください。
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IDの検索は基本オフに
　「LINE ID」を使った友だち登録も手軽
で便利ですが、このIDが掲示板に書かれ
たりすると、知らない相手から友だち申
請が届くことになります。そのほか、ラ
ンダムに作成したIDから、つながられて
しまうこともあります。
　また、このIDを専用の掲示板に書き込
んで、出会い系サイトのように使おうとする
人もいます。しかし、他の出会い系サイト
と同じように、IDの交換サイトも犯罪の
温床になりがちです。知り合った相手から
呼び出されて会いに行くと、トラブルに
巻き込まれたり、暴力などの被害にあう
こともあります。
　もしIDを使って友だちから探してもら
う機能を使う場合は、必要な時だけオンに
し、終わったら必ずオフに戻しましょう。友
だち追加はできる限り直接会った時にQR
コードなどを利用しましょう。

アカウントの乗っ取りを防ぐ
　LINEのアカウントを乗っ取られると、
友だちに詐欺メッセージが送られる可能
性があります。
　アカウントを乗っ取られにくくするに
は、まずはアカウントの設定で、パソコ
ンやiPadからのログインは拒否するよう
設定します。自分が使用しているスマホ
以外からはログインできないようにするの
です。必要な時だけ、設定を変更するよ
うにしましょう。
　また、プライバシー管理の設定で、メッ
セージ受信拒否をオンにして、友だち以
外からのメッセージは受信しないように
しておくのもよいでしょう。こうしたサー
ビスの仕様は変更になる場合があります
ので、その時点で最新の情報を確認する
ようにしましょう。

「設定」画面で「プライ
バシー管理」をタップし
ます。

「設定」画面で「アカウ
ント」をタップします。

●友だち以外のメッセージを拒否●スマホ以外からのログインを拒否

「ログイン許可」をオフ
にします。これで他の
端末からログインされ
る心配がなくなります。

「メッセージ受信拒否」
をオンにします。友だ
ちとして追加していな
い人からのメッセージを
受け取らないようにす
ることができます。

LINEで絶対押さえておきたい
基本設定

　スマートフォンのアドレス帳に登録し
ている相手なら、すぐにLINEで友だち登
録できます。それ以外にも、自分の「LINE 
ID」を教えてあげれば、遠くに住んでい
る友だちにもすぐに登録してもらえます。
　このように、LINEは友だちへの登録
が簡単にできるのが魅力ではありますが、
アドレス帳に登録している人たちが、す
べて友だち登録したい相手とは限りませ
ん。取引先の相手や、子ども関連で知り
合った知人程度の人など、LINEではつな
がりたくはない人も含まれているでしょう。
　そのような人たちと勝手につながって
しまわないためには、設定を変更してお
く必要があります。絶対に押さえておき
たい友だち追加に関する設定について確
認しておきましょう。

「友だち」の設定をオフに
　アドレス帳の登録内容を元に、自動的
に友だち登録するかどうかを設定します。
設定画面の「友だち」で設定します。
　「友だち追加」をオンにしていると、電
話番号をアドレス帳に登録している人が
LINEを使用している場合、自動的に友だ
ちとして追加されてしまうため、思わぬ
人とつながってしまう可能性があります。
　また、「友だちへの追加を許可」をオ
ンにしていると、自分の電話番号を登録
している相手の友だちとして自動的に登
録されてしまうほか、ランダムに作成し
た電話帳を使ってつながられてしまう危
険性もあります。これらは両方ともオフ
にしておく方が安全です。

LINEアプリの「その他」をタップし、「設
定」をタップします。

「設定」画面で「プロフィール」をタッ
プします。

「IDによる友だち追加を許可」をオフに
します。これでIDを知られても、怪し
い申請が届くことはありません。

「設定」画面が開いたら、「友だち」を
タップします。

「友だち自動追加」と「友だちへの追加
を許可」をオフにします。

●自動追加をオフ ●IDによる追加をオフ
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ホーム画面の［設定］をタップして、
［Touch IDとパスコード］（5s以下は
［ パスコード ］）をタップします。既に
設定済みの場合、このあと現在のパ
スコードを入力します。

［パスコードをオンにする］をタップし
て、パスコードを設定します。変更し
たい場合、［パスコードを変更］をタッ
プして設定します。iPhone 5s以 降
の場合、指紋認証の設定もできます。

アプリ一 覧の［ 設 定 ］をタップして、
［セキュリティ］をタップします。

［画面のロック］をタップして、パスワ
ードを設定、あるいは変更します。

6桁のパスコードを入力します。iOS8
以前の場合は4桁です

画面上の点を決まった順になぞる「パ
ターン」ロック解除も選べます。

ホーム画面の［設定］をタッ
プして、［プライバシー］をタッ
プ。［位置情報サービス］を
タップします。

［位置情報サービス］をオフにする
と、すべてのアプリで位置情報が
無効になります。カメラだけ設定
するには、［カメラ］をタップして［許
可しない］を選びます。

アプリ一覧の［設定］をタッ
プして、［位置情報］をタップ
します。

［位置情報］で［OFF］を選
ぶと、アプリで位置情報が
無効になります。カメラアプ
リの設 定 画 面で個 別にオ
フにする方法もあります。

※画面は2017 年 11 月 30 日現在のものです。最新の状態でご確認ください。※画面は2017 年 11 月 30 日現在のものです。最新の状態でご確認ください。 11

スマートフォンやタブレットは
必ずロックしておこう

　気軽に持ち歩けるスマートフォンやタブ
レット。ついついテーブルの上に置いたま
まそばを離れたり、外出先でうっかり置
き忘れたりしたことはないでしょうか？

ロックしなければ情報が盗まれる
　もし、ロックを掛けていない状態のス
マートフォンを誰かが手にしたら、そこに
保存されている様々なあなたの情報が盗
み見られます。住所録やメールの内容か
ら、友達の情報まで見られてしまいます

し、あなたになりすまして、SNSに投稿
されるかもしれません。子どもが勝手に操
作して買い物をすることもできますし、危
険なサイトを見てしまうこともありえます。
　そんなことにならないように、スマート
フォンやタブレットには必ずロックをかけ
ておきましょう。パスワードの入力や
指紋認証などの方法でロックを解除しな
ければ、他の誰かが勝手に使うことはで
きません。最近では、顔認証を利用でき
る端末もあります。

iPhoneの場合

Androidの場合

iPhoneの場合 Androidの場合

GPSの位置情報に注意
　スマートフォンのカメラ機能や、最近の
デジタルカメラの中には、GPSの位置情
報を記録できるものが増えています。また、
Wi-Fiで位置情報を計測する仕組みもあり
ます。位置情報を記録することで、後か
らどこで撮影した写真かわかります。撮影
した場所ごとに、地図上に写真を整理し
て配置できるアプリも多くあります。便利
な機能ですが、利用には注意が必要です。
　iPhoneやiPad、Andro id のスマート
フォンやタブレットで、カメラ位置情報
を無効に切り替える方法も確認してお
きましょう。デジタルカメラの場合には、
設定方法がそれぞれ異なるので、製品の
マニュアルなどで確認しましょう。

写っているものから特定される
　最近では、スマートフォンのカメラ機
能が高性能化したこともあり、投稿した
写真に写っているもので、人や場所が特
定されてしまうことがあります。
　例えば、写真に写っている人の目の
中に写り込んでいる映像から、一緒にい
た人を特定されたり、カーブミラーや車
のボンネットなどに写った風景から場所
を特定されたりといったこともあります。
写真を撮影し、そのまますぐ投稿してし
まうのは危険です。問題ないかどうか1
度確認するようにしましょう。
　写真を投稿する際には、わざと粗くし
た画像を使用するなど、注意した方が安
全です。

写真だけで
ここまでわかっちゃう

e x i f
位置情報を表す「ジオタグ」は、「exif情報」という形式で写真に保存されています。exifには、写
真のサムネイル（小画像）も保存されるので注意が必要です。モザイクなどをかけるなど加工しても、
サムネイル側には反映されません。
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※本ページに掲載している情報は、本書作成時点の内容
です。ホームページアドレス（URL）や内容は変更となる可
能性があります。
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事例 1
米大統領選のさなか、「クリントン氏が児童売春組
織に関わっていて、ピザ店が拠点となっている」とい
うフェイクニュースが流れ、それを信じた男が、ライ
フル銃を持ってピザ店に侵入、発砲した。男は逮捕
され、禁固 4 年の判決を受けた。この事件は「ピザ
ゲート事件」として大きなニュースとなった。

事例 2
熊本地震の発生後、熊本市動植物園からライオン
が逃げたと画像付きで投稿。動植物園に100本以
上の問い合わせの電話が殺到し、業務に支障を来
した。また警察へも相談が相次いだ。偽計業務妨
害の疑いで逮捕されたが、不起訴処分となった。

その他の事例
トランプ氏をローマ法王が支持している
イギリスのEUへの拠出金は週 3 億 5000
万ポンドにのぼる
マイナンバーは役所で手続きをすれば抹
消できる
WHOが大麻は有害ではないと発表した
福岡の陥没事故でできた穴は放射能で
汚染された土で埋められた

世間を騒がせたフェイ
クニュース

ネットの情報は信用できない
　最近、「フェイクニュース」という
言葉を耳にすることが多くなりました。
これはその名の通り、ウソのニュース
を意味しています。
　ネット上では、誰でも自由に発言す
ることができます。中には、わざとウ
ソを書き込む人もいます。こういった
書き込みを信じて投稿をシェアしてし
まうと、またたく間にウソのニュースが
広まってしまうのです。
　投稿されている写真も、本物だとは
限りません。画像編集ソフトを使えば、
写真データは加工することができるた
め、ウソの写真を作ることもできるのです。

事件になることもある
　みんなを驚かせようとおもしろ半分
で投稿した内容で、企業に迷惑をかけ、

フェイクニュース
（ウソのニュース）に注意

業務妨害で逮捕されるなど、フェイク
ニュースが元で事件となることもあります。

フェイクニュースに踊らされない
　ウソの情報を投稿するのはもちろんい
けませんが、信じてシェアすることでも
ウソに加担することになってしまいます。
　そうならないためには、ネットの情
報を鵜呑みにせず、まずは一番元となっ
ている一次情報を探すことが肝心です。
シェアしたくなるほど驚くような事は
まず起きないので必ず確認しましょう。
いろいろなサイトなど、複数のソースで
情報の真偽を確認することも必要です。
　大きな災害や事件直後は、関心が高
まる上、無意識に冷静さを失う傾向が
あります。受け取ったフェイクニュー
ス（デマ）を思わずシェアしがちなので、
注意しましょう。

買い物したり、遊んだり 楽しいウェブサービス

　お気に入りのマンガや面白かったテレビ
番組の映像などは、友だちにも見せたく
なります。けれども、SNSや動画共有サ
イトにアップしてしまうと、著作権の侵害
になってしまいます。

作品には著作権がある
　写真や動画、イラストや漫画、文章や
音楽、音楽の歌詞にも制作者の著作権
があります。家に遊びに来た友だちに見
せるぶんには問題ないですが、多くの人
が見ることができるSNSやブログなどに
アップしてしまうと、著作権を侵害する
ことになります。
　もし、自分が作った以外の作品を使用

したいときには、必ず事前に許可を取る
ようにしましょう。また、自分の記事や
写真が掲載されている雑誌や新聞を掲載
する場合にも、事前に出版社や新聞社な
どからの許可が必要です。

芸能人にも一般人にも肖像権がある
　また、もう１つ気をつけなければなら
ないのが、肖像権です。芸能人など有名
人だけでなく、一般の人にも肖像権があ
ります。
　被写体が一般人であっても有名人であっ
ても、あなたが撮影した写真を無断で公
開すると肖像権を侵害することになります。
もし、友達の写真をSNSで公開したいと
きには、必ず許可をとるようにしましょう。
また、町中など撮った写真に、周囲の人
が写っている場合には、顔が見えないよ
うに加工するなど配慮が必要です。
　また、タレントやスポーツ選手の場合
には、肖像権だけでなく、パブリシティー
権があります。有名人の写真や名前は集
客や宣伝につながるような経済的な価値
があるため、勝手に使ってはいけないの
です。
　なお、ルールを守ることで、他の人の
作品を引用することも可能です。左で紹
介するサイトなどをご参照ください。

実はうっかり侵害しているかも!?　
著作権や肖像権

著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/

「著作権Q&A」などで、著作権について基本的な
ことから学ぶことができます。

文化庁
http://www.bunka.go.jp/
著作権について制度を整備する文化庁のサイトで
す。著作権の正しい利用方法などについて、調べ
ることができます。

12

著作権について学べる
サイト
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トが信頼できるものかどうかを見極め
るようにしましょう。信頼できないサイ
トで買い物をすると、入力した送付先
の住所や氏名などの個人の情報が流出
してしまうこともあります。

仲介・決済サービスでトラブルを回避
　インターネットオークションサイトを
利用する場合は、仲介・決済サービス
を利用するのが安心です。
　手数料が発生する場合もありますが、
代金を振り込んだのに物品が届かない
などのトラブルを避けることができます。
オークションサイトで有料オプションと
して仲介サービスを提供している場合が
あります。

取引き相手の評価をチェック
　インターネットオークションサイトで

取り引き評価を参考にする
出品者のこれまでの取り引き内容や、落札者から
の評価を見て参考にしましょう。

出品者の情報を確認する
落札後は、出品者の氏名や住所、電話番号など
の連絡先を確認します。落札した品物の代金の
支払い口座の名義と出品者の氏名が同じかも確
認してください。

メールのやり取りを参考にする
出品者への質問の回答や、メールのやり取りな
どの対応も参考になります。

仲介・決済サービスを
利用する方法も
手数料が発生する場合もありますが、高額商品
の場合、仲介・決済サービスを利用するのも1
つの方法です。

行くつもりで買ったチケットを転売することは、主
催者等が許可している場合は違法ではありません。
ただし、特定のアーティストのライブなどでは、転
売行為が認められていないものもあります。こうい
うチケットの場合、たとえ購入しても、ライブ会場
には入れない、といったことも起こりうるので注意
が必要です。
チケットを購入したのに行けなくなったという場合
は、主催者側が払い戻しを受け付けている場合も
ありますし、公式の転売サイトもあるので、これら
を利用しましょう。

仲介・決済サービス
オークションの主催者などが物品の売買
を仲介するサービス。落札者から代金を
一時的に預かり、出品者へ入金を連絡
します。出品者が落札者に物品を送付し、
落札者が受け取ったことを確認したあと、
代金を出品者へ支払います。安全・確
実にやり取りできる仕組みです。

は、サイトと併せて取り引きする相手を
見極める必要があります。大手のオー
クションサイトでは、出品者に対して、
これまでの取り引き相手が書き込んだ評
価を見ることができます。これを参考
に信頼できる相手か確認しましょう。
　入札する際は、商品の画像や説明、
現在の価格、入札締め切りなどをよく
確認しましょう。出品者への質問も見
ることができるので、出品者の対応を
チェックできます。
　落札できた場合、実際に物品の受け
渡しや振り込みを行う前に何度かメール
をやり取りして、相手がきちんと対応で
きる人かどうか確認することも大切です。

偽のショッピングサイトや
オークションにだまされない

必要です。ひと目で偽物と分かる品物
が届いたり、品物が何も送られて来な
かったりします。また、税関で没収さ
れることもあります。

信頼できるサイトを見極めよう
　被害の多くは海外サイトに関連して
いる場合が多いのですが、日本国内
のサイトを装っていても、実際は海外
に拠点のある通販サイトも存在します。
サイトに記載されている日本語が不自
然な場合は注意してください。
　インターネットで買い物をするときに
は、商品名で検索すると、お店に注意
が行かないため、まずは、実際に買い
物するときと同じように、お店のサイ

暗号化の仕組みが使用されていない
個人の情報を入力して送信する際、他者から情報を盗まれないように暗号化したり、サイトの正当性
を証明したりする「HTTPS」という仕組みがあります。この方法が採用されている場合、URLの先頭に

「https」と表示されます。この表示を確認しましょう。

クレジットカードでの支払いができない
詐欺サイトでは、クレジットカードでの支払いができないことが多くあります。支払い方法が口座振
り込みのみ場合は、注意が必要です。また、サイトの名称や運営者と、振り込み口座名称が異なる場合、
特に個人名義の口座には注意しましょう。

事業者の名称や住所、電話番号が書かれていない
特定商取引法により、事業者名、住所、電話番号の表示が義務づけられています。メールしか連絡
先が記載されていない場合は信用できません。また、メールアドレスがYahoo!メールやGmailなどの
フリーメールの場合や、電話番号が携帯番号の場合も注意が必要です。

申し込み方法が分かりにくい
特定商取引法によって、「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」は禁止されていま
す。申し込みとなる操作が分かりにくかったり、申し込み内容を、途中で簡単に確認したり訂正したり
できないようなあやふやなサイトで物品を購入することはやめましょう。

偽のショッピングサイトに注意
　ショッピングサイトでは、気に入った
商品を選んでクリックするだけで、手軽
に買い物をすることができます。しかし、
偽のショッピングサイトでは、代金を支
払っても商品が届かなかったり、破損し
ている物などの粗悪な商品が届いたりす
ることもあります。
　また、支払いにクレジットカードを利
用していると、不正利用される場合もあ
ります。利用明細をいつも確認するよう
心がけましょう。
　偽ブランドの被害も多発しています。
正規の価格よりも極端に値引きされて
販売されていたりする場合には注意が

下記のどれか1つでも該当する場合は要注意です。

1414

安心・安全にオークシ
ョンを利用するには

チケット転売は違法？

安心できるショッピン
グサイトの見分け方

Keyword
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はめてパスワードをつくっていくのです。
　ベースとなる言葉をローマ字に置き
換えたら、そこに親や兄弟、結婚相手
の誕生日、昔の車のナンバーなど、忘
れない数字を埋め込んでいきます。均
等に埋め込むと分かりやすくなってしま
うので、埋め込む位置や間隔などをず
らすなどして工夫しましょう。これを
基本のパスワードとします。
　あとは、サービスごとのアルファベッ
トを先頭や末尾など、決めた位置に入
れます。大文字と小文字、さらに記号
を組み合わせるとより強固なパスワー
ドになります。

二段階認証を利用する
　サービスによっては、二段階認証を

採用しているところもあります。二段
階認証とは、認証を二段階に分ける仕
組みです。通常はパスワードを入力す
ればサービスにログインすることができ
ますが、二段階認証の場合は、さらに
別の認証情報が必要となります。
　あらかじめ登録してある電話番号や
メールなどに送られてくるコードを入力
して、始めてログインできるようになる
のです。最近では、二段階認証用のア
プリもあります。
　二段階認証を設定しておけば、1つ
のパスワードを使い回していても、不
正にログインされる可能性を非常に低
く抑えることができるので、ぜひ利用
するようにしましょう。

マイルールでパスワー
ドをつくろう

自分だけの「パスワード作成ルール」を決めて、パスワードをつくってみましょう。

2．忘れない数字を埋め込みます。数字は、
埋め込む位置の間隔などをずらすなどして工
夫します。

1．ベースの言葉をローマ字に置き換えます。

hayabusa

4h9ay6abu3sa
d

基本のパスワードの完成

Yahoo!なら　
ya4h9ay6abu3sa

Amazonなら　
am4h9ay6abu3sa

など

3．サービス名などのアルファベットを追加
して完成です。

パスワードを作成しても管理が大変、という場合は、パスワード管理ツールを使うのも解決方
法の１つです。ただし、管理ツールの製造元をきちんと確認するのがポイントです。アンチウ
イルスソフトなどを提供しているようなしっかりとした会社のものを利用するようにしましょう。
また、あえて紙に書いて管理するという方法もあります。最近では、専用のノートも販売さ
れているので、利用してもよいでしょう。

ユーザーIDやパスワードは安全に
　インターネット上のさまざまなサービス
を利用するときには、「ユーザーID」と

「パスワード」の入力が必要なことがあ
ります。こうした情報が第三者に漏れ
ると、他人に勝手にログインされたり、
勝手に有料のサービスを利用されたり
することもあります。
　Twitter、Facebook、LINEといった
SNSでは、アカウントの乗っ取り、な
りすましも問題になっています。アカ
ウントを乗っ取られてしまうと、自分
の情報が漏れてしまうだけではありませ
ん。あなたになりすまして、友だち登
録されている友人に近づき、詐欺行為
を働く可能性もあります。また、そこ
からさらにその友だちに……と被害が
連鎖的に拡大してしまうかもしれません。
　ユーザーIDやパスワードを安全に管
理するのは、とても重要なことなのです。

生年月日や電話番号はキケン
　生年月日や電話番号など、 単純な

パスワードを安全に
管理するには？

パスワードは危険です。また、いちば
ん避けたいのは、同じIDやパスワード
の使い回しです。例えば1つのサービス
からユーザーの登録情報が漏れてしまっ
た場合、ほかのサービスにログインさ
れたり、不正利用されることもありま
す。とは言え、複数のサービスそれぞれ
に別のIDと複雑なパスワードを用意し
て管理するのは大変なもの。そんな時
は、パスワード管理ツールも役に立ち
ます。

自分だけのルールをつくろう
　他人から類推されにくいパスワード
にすると、自分でも覚えおくのが大変
だったりします。自分だけの「パスワー
ド作成ルール」を決めて、パスワード
をつくってみてはどうでしょうか。
　例えば、好きな歌詞、校歌でもよい
でしょう。座右の銘や好きな言葉でも
かまいません。忘れない、ベースとなる
言葉を決め、そこにマイルールをあて

16

パスワード管理ツールを
利用する
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Web閲覧で乗っ取られる？
　FlashはWebページにアニメーショ
ンや効果音を付けることができます。
人目を引く、動的なWebページが作ら
れるため、さまざまなサイトでよく使わ
れています。
　このように多くのユーザーが利用し
ているシステムは、常にコンピュータウ
イルスなどに狙われています。プログ
ラムの不具合や設計上のミスが原因と
なって発生した情報セキュリティ上の
欠陥である脆弱性があると、攻撃者は
その弱点を突いて攻撃を仕掛けてきま
す。Webを閲 覧するだけで、DoS攻
撃を受けたり、攻撃者によってパソコ
ンを制御されてしまうこともあるので大
変危険です。

Flashの弱点（脆弱性）に
注意

修正プログラムを適用しよう
　プログラムに脆弱性が見つかると、
開発元はその脆弱性を修正するための
プログラムを制作し、配布します。
　脆弱性についてアナウンスがされた
場合は、なるべくすみやかに修正プロ
グラムを適用し、攻撃に備えるように
しましょう。
　カスペルスキーインターネットセキュ
リティのソフトウェアアップデーター機
能なら、インストールされているソフト
ウェアのアップデート情報を通知して
くれるので、見落とす心配が無く安心
です。
　なお、Flashは、2020年にはサポー
トが終了することが決定しています。
サポートが終了するとアップデートも行
われなくなるので、注意してください。

　「IoT」はInternet of Thingsの略で、「モノのイン
ターネット」と言われます。パソコンなどのIT機器
だけでなく、さまざまな「モノ」がインターネット
に接続され、情報交換をする仕組みのことを言いま
す。テレビやエアコン、冷蔵庫など、今までインター
ネットとは関係のなかったモノも、インターネットで
つながることにより、遠隔から操作したり、制御す
ることができるようになります。最近話題の車の自
動運転システムもその一つです。
　モノ同士がつながることで、生活がより便利にな
ることは間違いありませんが、ネットとつながるとい
うことは、パソコンと同様に、危険と隣り合わせと
いうことでもあります。きちんとセキュリティ対策を

しないと、大切な情報が漏洩したり、トラブルが起
きたりすることになりかねません。実際にWebカメ
ラの映像が第三者に見られてしまったり、自動車が
遠隔操作される危険性もあるのです。
　IoT機器にパスワードを設定しなかったり、もしく
は初期設定のまま使用したりしないように気を付け
ましょう。また、家庭で使用しているホームルーター
のセキュリティ対策も必要です。ルーターに組み込
まれているファームウェアも、不具合や脆弱性が見
つかった場合には、アップデートが行われるので更
新する必要があります。アップデートの情報は、各
メーカーのホームページに掲載されているので、定期
的に確認することをお勧めします。

アイテムが有料の場合も
　スマートフォンやタブレット向けに、
無料のゲームを配信するサービスがあ
ります。ただし、「無料」をうたっている
ゲームでも、すべてが無料で利用できる
ものばかりではないので、注意が必要です。
　料金はゲーム内で使う通貨の単位で
表示されることもあり、子どもが実際に
お金がかかるとは思わずに気軽に実行

（ 購入）してしまこともあります。こ
うしたアプリをダウンロードする際には、

「アプリ内課金あり」などのように記載
されているので注意して確認するよう
にしてください。

無料ゲームや
アプリの追加課金に注意

課金を抑止する方法も有効
　実際には、課金ユーザーの数は、そ
れほど多いわけではありませんし、適
度な金額で遊んでいる人も多いでしょ
う。しかし、大人でも、ゲームにはま
りすぎてしまい歯止めがきかず、課金
しすぎてしまうケースがあります。
　課金に上限設定ができる場合はそれ
を利用する、またはクレジットカード
の情報をスマートフォンから削除して、
課金する際の手間を増やすなど、抑止
する方法を考えるのもよいでしょう。

 事例 1
無料と思ってゲームサイトを
利用したところ高額請求
小学生の息子が無料ゲームをするた
めに、私の携帯電話を貸して遊ばせ
た。テレビで「無料」とCMをし
ていたし、息子も友人から無料ゲー
ムだと紹介されたと聞いたので、お
金がかからないと安心して利用させ
ていた。しかし実際には、アバター（※）

のコンテンツ料として1回5千円かか
り、2ヶ月で約6万円もの請求書が
届き驚いた。
※アバターとは、自分の分身とし
て画面上に登場するキャラクターの
ことで、髪型や服装、装飾品、背
景などのアイテムを選んで、オリジ
ナルのキャラクターを作成できるよ
うになっている。

 事例 2
ゲーム内のアイテム購入で
高額請求
テレビで無料とCMをしているゲー
ムサイトに小学校低学年の娘も興
味を示したので、無料なら遊ばせ
てもいいだろうと思い、母親であ
る私の携帯電話で私の名前で娘の
ために登録をした。娘は10日ほど
遊び、１つ5,000円のアイテムを
多数購入していた。娘は本当のお
金が必要だとは思わず、アイテムも
無料だと思って遊んでいた。しかし、
後日携帯電話会社から約10万円も
の請求書が届いた。

 事例 3
無料ゲームにアクセスして
高額請求
中学生の息子が携帯電話のコミュ
ニティサイトで知り合った人から無
料のゲームサイトを紹介され登録し
たが、その日のうちに解約したとこ
ろ、そのサイトから約8万円を今日
中に支払えとのメールがきた。最近、
息子があまり元気がないので声をか
けたところ、その事実が発覚した。

（国民生活センターの報道発表資料より）

インターネットのウェブコンテンツや、ゲームソフ
トの中には、年齢制限が設定されている場合があ
ります。パソコンやスマートフォンのフィルタリン
グ機能や、フィルタリングソフトを利用することで、
設定年齢に満たない子どもによる視聴や利用を制
限できます。
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IoTにもセキュリティ
が大切

こんなトラブルが発生！ 子
どもの被害事例

ウェブコンテンツやゲ
ームの年齢制限

1211 子ども
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自動接続に注意する
　公衆Wi-Fiを利用する上で、特に気
を付けなくてはならないのは、「自動接
続」です。パソコンやスマホ、タブレッ
トなどは、一度接続したネットワーク
の情報を保存しています。自動接続機
能をオンにしておくと、次に同じ場所
に来たときには、その情報を元に、自
動的にアクセスポイントに接続してくれ
ます。いちいちパスワードを入力し直
す必要が無く、すぐにネットにつなが
るので便利ではあるのですが、ここに
危険性が潜んでいます。
　自動接続では、基本的にSSID（ア
クセスポイントを識別するための識別
子）とパスワードの組み合わせを記録
しています。誰かが公衆Wi-Fiになりす
ましたアクセスポイントを設置した場
合、そこに自動的に接続してしまうの
です。
　そうすると、通信内容を傍受される
のはもちろんですが、フィッシングサイ

トへ誘導されたり、マルウェアに感染
したりして、大きな被害を受ける可能
性があります。
　接続が終了したら切断（設定を削除）
し、そのつど接続先を手動で選択する
ようにした方が安全です。

共有機能はオフにする
　また、Wi-Fiスポットを利用する前に
は、パソコン側でファイルやプリンター
の共有などを無効にしておきましょう。
そうすれば、共有している情報を他の
人に盗まれる心配がなくなり、共有機
能を悪用したウイルス感染も防げます。

無料Wi-Fiに接続する前には、ファイルとプ
リンターの共有をオフにしておきましょう。

「設定」で「Wi-Fi」を選択し、
接続されているWi-Fiをタップ
します。

「設定」で「Wi-Fi」を選択し、
接続されているWi-Fiを長押し
します。「このネットワーク設定を削除」

をタップします。

「切断」をタップします。

●iPhoneの場合 ●Androidの場合

Wi-Fiの接続を終了する

　最近では、カフェやファーストフード
店、空港や駅など、無料でWi-Fiを利用
できるスポットが増えてきました。例えば
外出先でパソコンをインターネットに接続
したいときも、これらのWi-Fiスポットを
利用することで、手軽にインターネットに
接続できて便利です。

提供者が分からないWi-Fiは使わない
　無料で使える公衆Wi-Fiには、地方
自治体や店舗、ホテルなどが正規のサー
ビスとして提供しているものと、誰の
ものだか分からないWi-Fi（アクセスポ
イント）とがあります。
　当然ですが、提供者が不明なアクセ
スポイントには絶対接続しないように
しましょう。

個人情報が盗まれるキケン
　公衆Wi-Fiは便利な反面、気をつけ
たいこともあります。通信内容を知ら
れないようにするには、VPNも有効で

公衆Wi-Fiは
使い方が重要

す。VPNを使用すれば、通信の内容は
すべて暗号化されるため、外出先で無
料のWi-Fiスポットを利用する場合でも、
安心して通信することができます。カ
スペルスキーなど、一部のセキュリティ
対策ソフトには、無償で使えるVPN機
能を搭載している製品もあります。
　公衆Wi-Fiのアクセスポイントは誰で
も簡単に偽造できるため、悪意のある
人物がアクセスポイントになりすまして
いるかもしれません。そうなると、入
力情報が盗まれるのはもちろん、通信
内容を改変したり、偽のサイトに誘導
されることもありえます。
　公衆Wi-Fiを使用せずに、テザリング
やモバイルWi-Fiルーターを利用するのが
理想的です。

Wi - F i（ワイファイ）
無線LANの規格の1つ。無線の言葉どおり、ケー
ブルなどで接続する必要はなく、無線通信を利
用してインターネットにアクセスできます。

ブラウザにパスワードを保存しておくと、す
ぐにサービスを利用できて便利です。しか
し、保存したパスワードは盗まれたり、他
人や子どもがパソコンに触れて勝手に買い
物などをしてしまうかもしれません。ブラウ
ザにはパスワードを保存しない設定にしま
しょう。

自宅でWi-Fiを利用する場合、接続するためのパスワー
ドを必ず設定しておきましょう。誰かが勝手にインター
ネット接続に利用したり、家庭内ネットワークから情
報を盗んだりするおそれがあります。また、機器自体
を管理・設定するための初期認証情報も必ず変更して
おきましょう。設定方法は各機器のマニュアルを確認
してください。

自宅アクセスポイント
にも

パスワードを設定

20

ブラウザにパスワード
を

保存していない？
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i-フィルター
　Windows、iOS、Androidの
すべての端末で利用可能なマル
チデバイスの他、iOS、Android
用の製品も用意されています。
　有害サイトブロック率は96.1％
と非常に高くなっています。そ
の他、ネットの利用時間を制限
できたり、離れた場所から子ど
ものインターネット利用状況を
確認することができます。

ノートンファミリー
　Windows、iOS、Androidで
利用可能です。
　子どもがどんなWebを見てい
るかを監視でき、ツールを使用
して不適切なサイトを遮断する
ことができます。検索している
単語などを表示し、どんなこと
に興味を持っているかなどを把
握することができます。

ウイルスバスター 
for Home Network
　ホームネットワークにつながる
すべての機器の通信を保護して
くれます。有害サイトへのアク
セスブロック、スマートフォン
の使いすぎを防止といった機能
があります。ゲーム機や学習用
タブレットなども保護対象とな
ります。

※サービス内容は2017年11月現在のもので、変更になる可能性があります。

ンターネットの接続では、無効になるこ
とがあるため、注意が必要です。契約
する際に事業者が提供するプランをよく
確認し、Wi-Fi接続時にもフィルタリン
グが有効かどうかをチェックしましょう。
なお、スマートフォン向けのフィルタリ
ングアプリを入れることで、フィルタリ

ングを有効にすることもできます。
　また、iPhoneでは、標準でフィルタ
リングと同様の機能であるペアレンタル
コードを利用することができます。子ども
が安全に利用できるように、子どもとよ
く話し合い、フィルタリングやアプリの
利用制限を行って使うようにしましょう。

Wi-Fi接続してインターネットにアクセスできるの
は、パソコンやスマートフォンだけとは限りませ
ん。最近では、iPodやゲーム機や携帯型ゲーム
機もWi-Fi接続の機能を持っています。子ども
が使用する想定のゲーム機なので、フィルタリン
グ機能を備えています。ゲーム機の説明書などで、
設定方法を必ず確認しておきましょう。

実際にフィルタリングを利用するとどうなるのかを
理解するためには、大人も一度設定してみるとよい
でしょう。子どもや他の人に勧めるときの参考にも
なります。

ホーム画面の「設定」をタップ
して、「一般」をタップ。「機能
制限」をタップします。

4 桁の機能制限用のパスコー
ドを設 定します。入 力すると、
再入力を求められるので、再度
同じパスコードを入力します。

「機能制限を設定」をタップ
します。

制限したい機能をオフにしま
す。その他、必要に応じて設
定してください。

●ペアレンタルコードの設定

フィルタリング
アプリを利用する

子どもの利用にフィルタリングは必須
　最近では、小学生でもスマートフォン
を持つ子どもが増えています。子ども向
けのスマートフォンでは、危険なサイト
にアクセスできないようにするフィルタ
リングサービスを利用するようにしましょ
う。子どもが個人の情報を漏らしたり、
不当な高額請求をされたりするといっ
たトラブルを防ぐことができます。
　「青少年インターネット環境整備法」
では、18歳未満が携帯電話やスマート

フォンを契約する際には、フィルタリ
ングサービスを適用することが通信事
業者に義務づけられています（保護者
が不要と申し出ることもできます）。ま
た、同法の改正により、製造業者にも
フィルタリングを簡単に設定できるよ
うにすることが義務づけられました。

フィルタリングアプリを利用しよう
　ただし、フィルタリングの機能によっ
ては、Wi-Fi（無線LAN）を利用したイ

フィルタリング
一定の条件に基づいて、出会い系サ
イトやアダルトサイトなど、有害だと
思われるサイトにアクセスできないよ
うに する仕組みやサービス。

スマートフォンは便利ですし、学年が上がると子どもたち
も持ちたがるようになります。安全に活用するための知識
を身につけたいと思ったときに、ぜひ活用していただきた
いサイトがあるので、ご紹介します。

電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/

「青少年の携帯電話利用について」では、フィルタリング
サービスや子どもに携帯電話を持たせる際のルールづくり
などについてまとめられています。

ジュニアスマホ検定
https://www.sumaho-kentei.jp/
質問に答えながら、スマートフォンやインターネット利用
のスキルをチェックできます。詳しくは、最終ページをご
覧ください。

情報モラル診断サービス
https://www.netmoral.net/
20分程度の診断サービスで、クラスにいる子どもたちの
ネット利用状況や、トラブルを把握できます。

フィルタリング

22

主なフィルタリングア
プリ

ゲーム機からもWi-F
i接続できる

大人もフィルタリング
を

試してみよう

安全に楽しく子ども
と

スマートフォンを使う
には？

Keyword

14 子ども スマートフォン

Wi-fi
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　サービスを利用したり、商品を購入し
た覚えがなくても、請求のメールが届い
たり、請求画面が表示されて驚くこと
があります。

ページを開いただけでは請求されない
　通常、有料サービスの利用時や商品
の購入時には、有料であること、料金を
確認する画面を表示することが法律で義
務づけられています。 開いただけで支払
いが発生することはありません。身に覚
えのないメールが届いたり、サイト閲覧
中に急に請求画面が表示されたりしたら、
架空請求だと思ってまちがいないでしょ
う。無視してください。

　例えば、「有料のアダルトサイトに登録
されています。退会する場合はこちらを
クリックして退会手続きを行ってくださ
い」「料金を支払わなければ法的手段に
訴えます」といった内容のものがあります。
　万が一、誤って高額な有料サイトを利
用してしまっていたら、消費生活センター
に相談してみましょう。6ページで紹介
している「国民生活センター」のサイト
に連絡先が掲載されています。

架空請求に応じない

例えばアダルトサイトなどで、「18歳以上です
か？」という質問に、「はい」をクリックしただ
けで、「ありがとうございます！  会員登録が完
了しました」といった画面が表示されるという
ことがあります。会費を請求する場合や、退会
するには費用が発生するなどと書かれています。
請求された費用を支払ってはいけません。また、

「退会する場合はこちら」のようなボタンやリ
ンクをクリックして画面を進めてはいけません。
すみやかに画面を閉じましょう。もちろん記載
されている連絡先に連絡してもいけません。

ワンクリックしてサイトを開いただけなのにいき
なり請求画面が表示されるのが、“ワンクリック
詐欺”の手口です。最近ではスマートフォンを対
象にしたワンクリック詐欺も増えています。中に
はサイトを開くとシャッター音を鳴らして、ユー
ザーの顔写真を撮影したかのように思わせる新
手口も登場しています。実際には撮影されたわ
けではないですし、他の詐欺と同じように支払
いは発生しないので、応じる必要はありません。

メールではなく、少額訴訟や法的な支払
督促の書類が、裁判所から郵送される
ことがあります。架空な請求であっても、
裁判所が正式に発行した書面は、法的に
は有効なので、必ず確認しましょう。身
に覚えがない場合は、無視すると敗訴と
なり、支払い義務が生じます。心あたり
がなく不安なときは、消費生活センター
に相談してみてください。

迷惑メールの見分け方
　知らない人からのメールで、添付ファ
イルを開くよう促されるようなものは迷惑
メールである可能性が高いです。また、「お
楽しみ」「無料」「もうかる」など、好奇
心をそそる文章に続けて、リンクが用意さ
れているようなメールも危険です。いくら
気になったとしても、添付ファイルを開い
たり、リンクをクリックしてはいけません。
　また、IDやパスワードの入力を要求す
るようなメールも迷惑メールと疑った方が
いいでしょう。

実は不特定多数に送られている
　知らない相手からのメールには返信し
てはいけません。相手は適当なメールア
ドレスに送信しているだけです。返信す
ると、自分のメールアドレスは実際に利
用中であることを知らせることになりま
す。そして、以降はもっとたくさんの迷
惑メールが届くようになります。

知らない人から
メールが届いても返信しない

仕事でも遊びでも活用している メールのキケン

メールの送信者に心当たりがあるか
メールアドレスを教えていないような、知らない人からメールが届いたとき
は注意が必要です。

件名が「無料」や「もうかる」など
注意をひく単語がないか
興味をもつように仕向けて、添付ファイルを開かせたり、リンクをクリッ
クさせたりさせるのが目的です。

自分のメールアドレスが
送信元になっていないか
迷惑メールによっては、自分のメールアドレスが送信元として表
示されるタイプの、なりすましメールもあります。自分が送った覚
えのない自分自身からのメールには注意してください。

件名や本文が文字化けしていないか
海外からの迷惑メールも多くあります。件名や本文、差出人名
が文字化けしていたり、変な日本語表現や表記が使われていた
りしたときは注意してください。

件名や本文の内容があやしくないか
「アドレスを変えました」「携帯をなくしたので新しくしました」
といった内容だと、知らないメールアドレスから送信されていて
も思わず納得してしまうこともあるので注意が必要です。

安心サービス♪ 気軽に
ご相談くださいね！

□■□■ スマホ契約なら □■□■

★即日融資も可能
★借入利率／5.0%～
★女性なら金利2.5%

登録に覚えのない場合や、
配信が不要な方は

お手数ですが「配信解除」と書いて
本メールに

返信をお送りくださいませ。
XXXX@xxxx.co.jp

迷惑メールの例。返信してし
まうと、メールアドレスが実際
に使用されているものだと知
らせることになります。

スパムメール
望まないのに届く迷惑なメール全
般のことをスパムメールと言いま
す。一方的に送りつけられる広告
のメール、サーバーに負担をかけ
たり、詐欺の内容を含んだりする
悪質なメールも含まれます。

Keyword
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請求画面が表示され
ても

慌てない

ワンクリック詐欺の新
手口

郵送の書類には注意

被害にあわないため
に

1615
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OSにも弱点がある
 パソコンを使っていて気になるのは、データ
を壊したり情報を盗んだりする、コンピュー
ターウイルスや、スパイウェアなどの悪質
なプログラムの存在です。実は、パソコン
の基本ソフト（OS）にも弱点があります。
攻撃者は、この弱点からパソコンを攻撃
したり、侵入したりしようとするのです。
　基本ソフト（OS）のWindowsが入って
いるパソコンをお使いの方は多いでしょう。
ユーザー数の多いWindowsは、攻撃者
の標的にされやすいのです。

更新プログラムでアップデート
　開発元のマイクロソフトは、Windows
に弱点が見つかると、問題を修正するた
めの更新プログラムを配布します。その
ため、Windowsを使い続けるには常に更
新プログラムを入れてアップデートするこ
とが必要です。もし、アップデートせずに、
弱点を放置していると、攻撃を受けやす
い危険な状態でパソコンを使うことにな
ります。
　また、オフィスソフトやPDFビューア、
ブラウザ、Javaといったソフトも自動で
更新されるようにしておきましょう。

Windowsは最新状態に
アップデートしておこう

確かめておきたい 基本設定

27

WindowsなどのOSやソフトウェ アは、
どんどんアップデートされます。更新せず
に使用していると、コンピュータウィルス
やスパイウェアなどに攻撃される可能性が
あります。Windowsだけでなく、他のソ
フトウェアでも、自動でアップデートする
ように設定しておくようお勧めします。

Windowsは、以前のバージョン向けに、
問題を修正するプログラムを配布していま
すが、配布には期限があります。延長サポー
トも終了し、期限切れとなってしまった場
合、新たな脅威に対しての防御がまったく
できない状態となってしまうので、気を付
けてください。

正式サポート期限切れ
の

OSなどは使用しない

Windowsのサポート期間
 製品名 メインストリームサポート終了 延長サポート終了

 Windows 10 2020年10月13日 2025年10月14日

 Windows 8.1 終了 2023年 1月10日

 Windows 7  終了 2020年 1月14日

 Windows Vista 終了 終了

 Windows XP  終了

メインストリームサポートでは、
セキュリティ更新プログラムの
ほか、仕様変更や新機能の追
加、セキュリティ関連以外の
修正プログラムなど、主要な
サポートが受けられます。延
長サポートでは、弱点を生み
出す脆弱性を解消するセキュ
リティ更新プログラムの提供
しか行われません。

フィッシング対策協議会
https://www.
antiphishing.jp/
現在報告されているフィッシング詐欺情報
や、対策などが紹介されています。怪しい
と思うメールが届いたら確認してみましょう。

SPREAD（セキュリティ対策推
進協議会）
https://www.spread.or.jp/
フィッシング詐欺を始めとしたセキュリティ
情報を、その対策方法も含めて紹介してい
ます。

銀行の連絡を装う「フィッシング詐偽」
　個人の情報を盗み出す「フィッシン
グ詐欺」を行うメールが出回っています。
手口の例としては、まず銀行やゲーム
会社、ポータルサイト、インターネット
プロバイダーなどからの連絡を装ったメー
ルを送りつけます。「システムの変更に
伴い、カード番号と暗証番号の入力が
必要になりました」といった内容で、メー
ル中のリンクをクリックすると、企業ペー
ジそっくりの偽サイトが開き、カード番
号やログイン情報など個人の情報を入力
させます。盗んだ情報から、お金を引き
出されたり、勝手にログインされたりす
るなどの被害が起きています。

フィッシング詐欺への対策
　銀行などの金融機関やその他の会社か
ら連絡してきて、個人の情報を入力さ
せることはありません。このようなメー
ルが届いたら、まずは発信元を確認しま
しょう。リンクはクリックしてはいけま
せん。Webサイトへは、ブックマークや
検索を利用して行くようにします。詐欺
メールが発生しているという情報が、各
社のサイトに掲載されていることがあり
ます。心配なら、発信元になっている会
社に問い合わせてみましょう。

フィッシング詐欺に
気をつける

フィッシング詐欺

●いつもは

●フィッシング詐欺

パスワードを
入力して操作

パスワードを
入力するように
メールで指示

個人情報が
盗まれる

偽の銀行サイト

ユーザー

ユーザー

攻撃者

パスワード BANK

*********

BANK

パスワード

*********
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フィッシング詐欺につ
いて

参考になるサイト
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「ファイアウォール 」が有効に
なっていれば、ネットワークを監
視して、怪しいデータの出 入り
をブロックできます。

画面は、「カスペルスキーインター
ネットセキュリティ」の設定画面。

「ファイル保護」がオンになって
いれば、ウイルススキャンが実行
されて、コンピューターウイルス
を検出できます。

※画面は「カスペルスキーインターネットセキュリティ」のものです。※画面は「カスペルスキーインターネットセキュリティ」のものです。

●ウイルススキャン
　ウェブ閲覧時にダウンロードされてくる
ファイルや、メールについてくるファイル
をスキャンしてマルウェアを発見する機能
です。パソコンの中にコンピューターウイ
ルスが侵入していないかも検査してくれ
ます。大きく分けると、常時監視する機
能と定期的に検査する機能の2つがあり
ます。そして、発見した場合には、ファ
イルを削除したり隔離したりする対策を
行います。身体の中に進入したウイルス
を退治するワクチンのような役割をする機
能です。
　またそれだけでなく、パソコンの中で
怪しい動きをするプログラムがないかいつ
も監視する機能も搭載しています。例え
ば、勝手にメールを送ろうとしたり、ファ
イルを改変しようとしたりするなど、問題
のある動きをするプログラムを見つけたら、
すぐに停止して、知らせてくれます。また、

USBメモリーなどの外部機器を接続した
ときにも、チェックを実行してくれます。

●ファイアウォール
　Webサイトを閲覧したり、メールをや
り取りする際には、パソコンとインター
ネットの間に通信が発生します。カスペ
ルスキー製品のファイアウォールは、接
続先のネットワークが信頼できるか、保
護されているかをチェックしてくれます。
パソコンに入っているすべてのソフトウェ
アが行う通信を監視し、怪しい通信があ
ればブロックしてくれます。

29

ウイルスに感染するのは、パソコンだけとは限りま
せん。最近では、スマートフォンをターゲットにす
るウイルスも登場しています。特にアプリの配布の
自由度が高いAndroid端末は危険度が高いため、カ
スペルスキーをはじめとしたソフトウェアメーカーは、
Android向けのセキュリティソフトも提供しています。

パソコンにもスマートフォンにも
入れておく
　パソコンの基本ソフト（OS）も、 ある
程度のセキュリティ機能を持っています。
しかし一方で、インターネットの世界で
は常に新しいコンピューターウイルスが
誕生していますし、これまでにない方法
でパソコンを攻撃するプログラムも登場
しています。こうした新しい脅威にすば
やく対応するには、セキュリティソフト
が必要です。
　また最近では、Androidスマートフォ
ンをターゲットとしたウイルスも急増し
ています。パソコンだけでなく、スマート
フォンにもセキュリティソフトを入れてお
く必要があるのです。

ウイルス以外の脅威にも対応
　セキュリティソフトは、さまざまな機
能でパソコンを守ってくれます。ウイルス
を監視してくれるだけでなく、ファイア
ウォールや迷惑メール対策など、パソコン
を脅かす、ウイルス以外の脅威にも対応
してくれるのです。
　例えば、カスペルスキーのセキュリティ
ソフトの場合には、次のような基本機能
があります。
●ウイルススキャン
●ファイアウォール 
　それぞれ、どのように働いてくれる機
能なのか、見てみましょう。

セキュリティソフトは
必ず入れておこう

ウイルスは、ユーザー数の多
いWindowsを標的にしたも
のが圧倒的に多数です。し
かし、だからといって、他
のOSなら安全というわけで
はありません。

28

スマホもウイルスに感
染する

Macもウイルスに
狙われている

19



現在使っているウイルス
ソフトがいつまで使える
のかは、「ライセンス」の残
り日数で確認できます。

日数の部分をクリックする
と、さらに詳しく有効期限
やライセンスの状態などが
わかります。

「カスペルスキーインターネットセ
キュリティ」が入っているパソコ
ンの場合、画面右下のタスクトレ
イのアイコンをクリックします。ア
イコンの表示がない場合、∧をク
リックして、選択します。

セキュリティソフトの設
定 画 面が表 示されます。

［ アップデート ］をクリッ
クします。

定義データベースが最新
であることを確認できま
す。［ 自 動で開 始 ］をク
リックします。

［新しいバージョンのイン
ストール方法］を確認でき
ます。［新しいバージョン
を自動的にダウンロード
してインストールする（推
奨）］を選んでおくように
しましょう。 ※画面は「カスペルスキー

インターネットセキュリ
ティ」のものです。※画面は「カスペルスキーインターネットセキュリティ」のものです。

3131

ライセンス
ソフトウェアを使うための“使
用権” です。ライセンスには、
1年間、3年間などの期限が
設定されている場合がありま
す。継続して使用するには、
ライセンスを更新する必要が
あります。
月額課金でウイルス対策ソフ
トを利用できるサービスもあ
ります。こちらを契約すれば、
バージョンアップのお知らせ
がメールで届くといったサー
ビスがあるため、バージョン
アップを忘れる心配がありま
せん。

　パソコンにセキュリティソフトを入れ
て、定義データベースも更新しておけば、
コンピューターウイルスへの対策が行え
ます。しかし、攻撃する側も常に進化し
ているため、これまでにない脅威や攻撃
手法が登場する可能性があります。

最新バージョンで守ろう
　そこで、セキュリティソフトそのもの
も常に新しくして対抗したり、新しい機能
でパソコンやスマートフォンの守りを固
めることが必要なのです。
　例えば、最新のカスペルスキー2017
を入れると、公衆Wi-Fiスポットなどに
接続する際、セキュリティ保護の状態を
診断し、必要に応じて自動的にVPNに
切り替え、通信を暗号化してくれます。

有効期限に注意
　セキュリティソフトには、通常、1年や
3年などのライセンス有効期限が設定され
ています。
　有効期限が過ぎると定義データベースの
アップデートやサポートサービスが受け
られなくなり、危険な状態でパソコンを
使うことになりますので必ずライセンスを
更新してください。
　自動的にライセンスが継続される月額
サービスを利用するのも有効です。また、
パソコンにあらかじめインストールされて
いたソフトの有効期限にも注意しましょう。
　カスペルスキー製品は毎年新しいバー
ジョンを発表しており、ライセンスがあれば
無料でバージョンアップすることができます。

ライセンスを更新して
必ずバージョンアップしよう

　セキュリティソフトを入れておけば、それ
だけで安全というわけではありません。
インターネットには常に新しいコンピュー
ターウイルスが登場しています。そのため、
定義データベースも常に更新（アップ
デート）しておく必要があるのです。

最新のデータベースに更新
　もし、古い定義データベースしか持っ
ていなければ、新しいコンピューターウ

イルスを見つけられません。そのため、
常に新しくしておく必要があります。 
　セキュリティソフトが、常に自動で更新
する設定になっているかどうかを確認し
ておきましょう。自動更新になっていて
も、普段あまり使用していないという場
合には注意が必要です。定義データベー
スが最新になっているかどうか、確認す
るようにしましょう。

セキュリティソフトの
定義データベースは常に更新する

定義データベース
セキュリティソフトがコンピュー
ターウイルスを見つけるための指
名手配書のようなものです。

セキュリティソフトには、ウイルスス
キャンやファイアウォールなど、さま
ざまな機能があります。設定内容はソ
フトによって異なりますが、メール保
護やウェブ保護などの機能を持つ場合
もあります。設定画面を開けば、個
別の機能をオン／オフできます。すべ
ての機能をオンにした状態で使うこと
で、安全性を高められます。
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すべての保護機能を

オンにしておこう

Keyword

2120

Keyword



　米国 APWG（Anti-Phishing Work
ing Group）と NCSA（National Cyber
Security Alliance）が共同で、インター
ネットを安全に使うための消費者向けセ
キュリティ普及啓発キャンペーン「STOP. 
THINK. CONNECT.」を行っています。
　日本でも、フィッシング対策協議会
に参加する、情報セキュリティ対策事業
者、銀行、クレジットカード会社、ショッ
ピングサイト事業者などさまざまなメン
バーが、日本国内のサイバー犯罪防止の

STOP｜立ち止まる
急かす、煽る、警告のようなメール。
それは本物ですか？
感情に任せた意見や個人情報の投稿行動に移す
前に一瞬立ち止まってみませんか？

THINK｜考える
クリックしたら何が起こるか？
自分や友人や家族にどんな影響があるか？
すこしだけ調べてたり、考えてみませんか？

CONNECT｜楽しむ
そして安全だと判断できたら、
インターネットを通じた様々な体験を
存分に楽しみましょう。

　インターネットを楽しく利用するためには、安全に使うための知識や、セキュリティ
設定について知ることが必要です。インターネットを安全に利用するためのキャンペー
ン「STOP. THINK. CONNECT.」では、次の3つのステップで確認することを提案し
ています。

ための対策や啓発活動を行っています。
　「STOP. THINK. CONNECT.」 のサ
イトでは、キャンペーンや活動の報告、

「安全にモバイル端末を使うためのヒン
トとアドバイス」「SNSとネットいじめ
対策のヒントとアドバイス」といった学
習資料の配布などを行っています。イン
ターネットを安全に利用するためのヒン
トになる情報が数多くあるので、ぜひ活
用してください。

インターネットを安全に楽しむため

「STOP. THINK. CONNECT.」

「STOP. THINK. CONNECT.」のサイト
https://stopthinkconnect.jp/
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