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Twitte rの危険性
危険

アカウントの乗っ取り

1

危険

3

あなたはルールやマナーを守れていますか？
めいよきそん

ツイート内のリンクをむやみやたらにクリックしない。
安易にリンクをクリックすると、
勝手にアプリが連携されリツイートされてしまった……。
パスワードを変えても、リツイートされ続けてしまった……。

どうしたらいいの！？

アプリ連携を解除！

対策

Twitterの設定からアプリ連携を解除できます。

危険

2 ハッシュタグ「＃」で彼氏を見つける？？
最近Twitterのハッシュタグ機能「＃」を利用して
異性と出会う女子大生が増加している！

大丈夫？ その投稿
ひぼうちゅうしょう

盗撮、名誉毀損、誹謗中傷などの違法行為はもちろんダメです！ 冗談や軽い気持ちで
投稿したツイートがあっという間にネット上で拡散され、炎上事件となって裁判に訴え
られるかもしれません。
また、投稿した情報から本人が特定され、在籍している学校から停学／退学などの処罰
を受けたり、自分の個人情報がばらまかれてしまったり、就職内定取り消しなど、取り
返しのつかない事態になることがあります！

サークルの飲み会で
事例 未成年なのに飲酒を
している様子、スー
パーや公共の場でマナー違反を
しているなどの“ 度が過ぎたふ
ざけ”をしている様子を撮影して
Twitterに投稿。
あっという間にリツイートされて、
拡散。問題のある行動をしてい
た学生は学校を停学処分＆学校
側も謝罪を行うことに。

対策

T
w
i
t
t
e
r

の
危
険
性

投稿するときは慎重に！
「違法行為やマナー違反にならないか」
「この投稿で誰がどのように感じるの
か」など、
想像力を働かせることが大切です。
ツイートを非公開にし、フォロワー以外に
は表示されないようにしていても、スクリー
ンショットの画像を拡散されてしまうこと
もあります。

そもそも、違法行為や
マナー違反となる行為は
慎みましょう！

#出会い #恋愛 #援 #LINE交換
などとハッシュタグで検索すると、さまざまな目的で出会いを求め
る男女がいます。実際に会ったことで、事件に巻き込まれたケース
もたくさんあります。

対策

2

SNS上で知り合った人と実際に会うことは
とっても危険！ 安易に会わないで！

Twitterはとても便 利で情 報を発
信したり収集したりしやすいツー
ルです。
だからこそ、投稿内容や行動に気
をつけましょう！
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Instagramの危険性
事例
2

「便利だから」
危険 「楽しければ良い」
という安易な考えは危ない！
Instagramでフィッシング詐欺に遭ったり、自分の
投稿で友達が炎上事件に巻き込まれてしまったりす
ることがあるので注意しましょう！

軽い気持ちで友達の面
白 い 顔 をInstagramの
「ストーリー」に投稿し

たら、思いがけず拡散
してしまった。
その結果、友達がバカにされ、友
達との関係が悪くなってしまった。
悪気はなくても、不快な思いをした
り、させたりしてしまうことがある。

対策
Instagramに表 示さ
れる広 告からアクセ
スしたネットショッ
プ。サイトを信用し
て会員登録をしたら、そのサイ
トは偽物で、クレジットカードの
情報をだまし取られるフィッシン
グ詐欺に遭ってしまった。

事例
1

クレジットカード情報が勝手に使
われ、プリペイドカードを2万円
以上買われるという被害に。

4

対策

信 頼のおけるサイトから
買うようにしよう！
Instagramには、ダイエットサプリ、美容、
ゲームなどさまざまな広告が配信されてい
ますが、｢サイト自体が偽物｣ の場合があ
ります！ 気軽に購入し、安易に個人情
報を入力すると、情報が盗まれてしまうこ
とも……。もし、インターネットで商品を
購入したい場合は、信頼のおけるサイト・
ショップから買うようにしましょう。

I
n
s
t
a
g
r
a
m

の
危
険
性

「ストーリー」は
誰でも見ることができる

ハッシュタグを付けた「ストーリー」は、検索すれ
ば世界中の人が見ることができてしまいます。自分
の友達からその友達、そしてまったく知らない人に
見られてしまうことを覚えておきましょう！
この事例は ｢ストーリー｣ ですが、写真でもハッシュタ
グで検索できるので気を付けましょう。動画を撮影した
際に入り込む音声や背景に映り込んだ景色などから撮影
場所が特定されることもあります。
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Facebookの危険性
かた

危険

1

実名登録なので
個人が特定される！

事例
1

レイバンを騙った何
者かにアカウントを

乗っ取られ、自分の
友達にイベント招待
や商品の宣伝などのメッセージが
大量に送りつけられていた。

偽名を使っている人もいるけれど、実名登録が基本と
なっているサービス。名前で検索されるとすぐ分かる！

危険

2

パスワードの
使い回しをしない！

対策

まずは、パスワードを使い回さないよ
うにしましょう。なりすまされた疑い
があるときは、パソコンからFacebook
にログインし、パスワードを変更しま
しょう。このとき、単純なパスワード
にしないように気をつけましょう。そ
して、
［設定］→［セキュリティとログ
イン］→［ログインの場所］から「ロ
グアウト」しましょう。

F
a
c
e
b
o
o
k

の
危
険
性

写真で顔バレ自宅バレ！
自分は投稿していなくても、友達の投稿でバレてしまうことがある！

危険

3

不正ログインされる！
IDやパスワードを盗まれ、乗っ取りはもちろん、闇取
引をするために不正に利用される場合もある！

危険

4

他サイトのアクセスに
必要な情報が筒抜けに！

対策
位 置 情 報を「 オン 」
事例 にしたまま投 稿して
2
しまい、自分がどこ
で投稿したのか知ら
れてしまった。また、
「近くにい
る友達」の機能で、自分の居場
所が分かってしまった。

位置情報を
「オフ」にしよう！

iPhoneの場合は［設定］→［Facebook］
→［位置情報］→［許可しない］で、
Androidの場合は［設定］→［アプリ］
→［Facebook］→［許可］→［位置
情報］で、位置情報をオフにしておき
ましょう。

パスワードを忘れてしまったときのための「 秘 密の質 問 」 などの答えが、
Facebookの過去の投稿などから分かってしまう！ 「母親の旧姓」
「卒業した
小学校」
「ペットの名前」など、身に覚えはありませんか？
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7

対策

突然ですが、あなたが使っているスマホやパソコンはウイルスに感染して
いないと言いきれますか？ 油断をしていると、スマホもコンピューター
ウイルスに感染します。あなたの情報はもちろん、お友達や家族の情
報も知らない間に盗まれているかもしれません。
また、iPhoneは「App Store」
でしかアプリを入手できませんが、Androidは正規の「Google
Playストア」
以外でもアプリの入手が可能なため、不正アプリの被害に遭う可能性が高いです。

危険

対策

→カメラが勝手に起動する。
→いつの間にかデータが消えている。
コンピューターウイルスに
感 染しているという偽の
メッセージを信 用してセ
キュリティソフトをインス
トールしたところ、 それ
は不正なアプリ「ランサムウェア（身
代金要求型不正アプリ）」だった。

スマートフォンの画面がロックされて
しまい、使えない状態に。「ロックを
解除して欲しければお金を払え」と
金銭を要求された。
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ウイルス感 染が怖いので、
初 めからウイルス 対 策 ソ
フトがインストールされて
いるパソコンを購入したが、
ある日 友 人から、「 あなた
からウイルス付きのメールが送られてき
た」と言われた。対策ソフトがインストー
ルされているのに……。

事例
2

実は、自分はそのウイルス対策ソフト
を最新のものに更新していなかったため、
新しいウイルスに感染してしまった。

アプリは公式のストアなど
信頼できるところから！

アプリは大手のソフトメーカーやWindowsストア、App Storeなどの公
式サイトからダウンロードしたり、CDやDVDに収録されて販売されて
いるソフトを購入しましょう。フリーソフトを使う場合は、ソフトの評
判や開発者名などを確認してから使うようにしましょう。
Androidは、公式ストアの「Google Playストア」以外からでもアプリ
のインストールが可能です。しかしそれはとても危
険な行為です。必ず公式のストアからインストール
してください。また、公式であっても、開発者名、
アプリの関連情報に少しでも怪しい点（有名な開発
メーカーと一文字だけ違うなど）を見つけたら、イ
ンストールは控えましょう。

コンピューターウイルスに感染すると
こんなことが起きる！

事例
1

スマホやパソコンの
セキュリティ対策を！

対策

スマホやパソコンの
OSは常に最新版に
バージョンアップする！

古いバージョンを使い続けているのは、弱
点を放置したままの状態で使っていること
になります。ウイルスの感染リスクが非常
に高まるので、WindowsなどのOSを最新
版にバージョンアップしたうえでWindows
Updateなどのセキュリティ更新も行いま
しょう。

対策

コンピューターウイルスの危険性

コンピューターウイルスの
危険性

アプリを消す
または初期化！

もし、不正アプリをスマホにインストールして
しまったら、すぐにアプリを削除したり、スマ
ホを初期化したりしましょう。パソコンがウイ
ルスに感染した場合も初期化したりしましょう。
また、GoogleドライブやiCloudなどのクラウド
サービスや外付けハードディスクにデータのバッ
クアップを日常的にとっておくようにしましょう。
いつ不正なアプリやウイルス感染の被害を受け
るか分かりません。安全、安心のために、セキュ
リティ対策ソフトをあらかじめインストールして
おくことはとても大切です！
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対策
2

危険

なぜ、こうなってしてしまったのでしょうか。
● 人前で気にせずにパスワードを入力している

文字の種類が多く複雑なものほどGOOD!!
語呂合わせで8桁以上の数字、アルファベットの大文字・小

パスワードが使われた！
パスワードが盗まれた（漏えいした）
パスワードを推測されて使われた

単純なパスワードを設定しない

文字、記号を組み合わせたパスワードを作る。
（にこにこしくしく→252Ko-494Ku）

メモ

推測されやすいパスワードはNGです。

×初期設定のまま「0000」
×数字のみ「1234」
×自分の誕生日、名前

パスワード 漏 えいの 危 険 性

パスワード漏えいの危険性

● いろいろなサイトでパスワードを使い回している
● パスワードをパスワード無しのテキストファイルに保存している
●「1234」などの見破られやすいパスワードを使用している
●“

事例

詐欺サイト”にID、パスワードを入力してしまった

①SNSのアカウント乗っ取られて、送った覚えの無いDMが友人に
勝手に送られていた。
②ショッピングサイトで勝手に買い物をされた。
③SNSなどのパスワードが変更され、ログインできなくなった。

対策
3

2段階認証を設定する

対策
4

定期的に自分のアカウントが
不正に使われていないかチェック！

2段階認証を設定している場合、IDとパスワードでログインす
る際、さらに認証コードが登録しているスマホに届きます。そのため
万一、IDとパスワードが漏えいしても認証コードが分からないため第三
者が不正ログインすることは不可能です。また、心当たりがないのに認
証コードが届いたら第三者が不正アクセスをしようとしている可能性が
あります。

パスワードを安全に管理する方法
以下を心得て管理しましょう！

対策
1

10

同じパスワードを使い回さない
一つ漏えいすると他のサービスサイトにもダメージが
及びます！

ニュースなどで、自分が登録しているサイトでパスワー
ドが漏えいしたという情報を確認したら、速やかにパ
スワードを変更しましょう。
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対策
3

投稿後編

写 真の危 険 性

写真の危険性

しつこく迫ってくるメッセージに
返信しない

まず、このようなメッセージには返信しないようにしましょう。返信すると、
「自
分のことを気にしている」などと思われ、さらにエスカレートしたメッセージが送

写真だけで
ここまで分かっちゃう！？

危険

ネットストーカーにつながる事例
ある女性はSNSで自身のプロフィールや近況を公開し、投稿を見
た人から寄せられるコメントやメッセージを毎日楽しみにしていま
した。
しかし、突然、面識のない男性から「付き合ってください」というメッセージ
がしつこく届くようになりました。「迷惑ですので、もうメッセージをしないで
ください」という返事をした時から事態は急変しました。
「お前の住んでいる場所は分かっている」というメッセージも届くようになり、
気味が悪くなった女性はSNSのアカウントを削除するとともに、引越しを検討
するまでになりました。

事例

対策
1

投稿前編

公開する
情報を
よく考える

対策
2

SNSに情報を公開することは世界中の人に情報発
信していることになることを自覚しましょう。個人
を特定できてしまう氏名や住所、顔写真を公開す
る際には十分に考えましょう。また、写真に写り込んで
いる情報のみで居場所を特定されることにつながる場合
もあるので、投稿する写真にも注意しましょう。
本来は親しい友人や家族しか知り得ない情報を発信する
ことで、それを受信した人が勝手に親しい間柄であると
勘違いしてしまうことがあることも考えて、公開すべき
かどうかを判断しましょう。
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投稿前編

公開制限を
かける

友人や家族など、自分が信頼している
人のみが閲覧できる公開制限をかける
ことで被害防止につながります。しかし、
自身のフォロワーが発信した情報から近
況を予測することも可能であるため、公
開するものは慎重に選びましょう。

られてくる可能性があります。

対策
4

メモ

投稿後編

アクセス拒否する

本来、楽しむことが目的のメッセージが
被害につながってしまった場合には、こ
れ以上、悪意のある書き込みを阻止す
るためにもアクセスを拒否するようにし
ましょう。

『Instagramの場合』
● ブロックしたいユーザーを開く

プロフィールページの右上にある［…］
ボタンをタップする

●

●
［ユーザーをブロックする］を選択する
●［よろしいですか？］という確認画面が
表示されるので［はい］をタップする
●［ユーザーがブロックされました］という

表示が出るので［閉じる］をタップすると

他のツールもアクセスを拒否する方法があるため、被害に遭った場合には早
ブロックが完了
めに行うようにしましょう。

対策
5

投稿後編

警察に相談する

ストーカーはしつこく面会や交際を迫ります。この時にはっきりと
拒否の姿勢を示すことが大切です。それでもなお改善されない場
合は警察に相談するようにしましょう。場合により対処法は異なりますが、
警察には警告や禁止命令以外にも処罰を求めることが可能です。

SNSは本来楽しむためのツールですが、悪意
を持った人に傷つけられる被害があるのが現
状です。自身が投稿する際には内容を吟味し、
また、不安や恐怖を抱いた際には一人で抱え
込まず、第三者に助けを求めることが重要です。
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リベンジポルノの 危 険 性

リベンジポルノの危険性

どうしたら防ぐことができるの？
一度インターネット上に出回った画像が完全に消えることはほぼありません。これ
を「デジタルタトゥー」といい、消えない過去として、一生、その写真の影響に不
安を感じ続けることになります。

危険

リベンジポルノの被害
心を許せる仲だとしても、
むやみに無防備な姿を
撮らせない
対策
どんなに信頼している交際相手だとし
2
ても、絶対に撮らせないようにしましょ

対策
1
リベンジポルノとはなんだろう？？
別れた恋人や元配偶者が拒否されたことの仕返しのために、相手
の性的な画像や動画など、公開するつもりのないプライベートな
画像や動画を無断でインターネットなどに公開する行為のことで
す。最近では、TwitterやFacebook、LINE等のSNSやインターネッ
ト上に動画や画像をアップロードするケースが増えています。

どうしてリベンジポルノの被害が出てしまうの？
①相手のことが好きだから、頼まれたら断れない。
②相手が写真や動画を第三者に見せるとは思わなかった。
交際が上手くいっているときには、「相手がまさかそんなことをする
はずがない」と思い込んでしまいます。しかし、多くのリベンジポ
ルノの事件では、別れ等をきっかけに相手が恨みを持ち、思いがけ
ない行動に出ています。
③二人だけの思い出を残したい
恋人とのプライベートな写真や動画を思い出として撮っ
ておきたいと思うこともあるでしょう。しかし、データ
として残っていると、いつでもアップロードされてしま
う危険性があります。

クラウド上に自動バックアップされて
いる写真も削除されていることを確認します。

う。
「嫌だ」と言う勇気を持つことが
大切です。自ら性的な写真を撮って送
ることも絶対にしてはいけません。

対策
3

性的な写真をばらまくと脅されたら、
すぐに警察や弁護士に相談しましょう。

もし被害に遭ってしまったら
■一般社団法人セーファーインターネット協会（セーフライン）
リベンジポルノなどの違法なコンテンツをあなたの代わりに
国内外のプロバイダに削除依頼の申請をしています。
[URL] https://www.safe-line.jp/against-rvp/
■警察庁

性犯罪被害相談電話（全国統一）

「#8103（ハートさん）
」※24時間対応
[URL] https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html
■日本司法支援センター

法テラス

https://www.houterasu.or.jp/
● 法的トラブルでお困りの方は

[電話］0570-078374(PHS可)
(IP電話からは電話：03-6745-5600)

● 犯罪被害に遭われた方は

［電話］0570-079714(PHS可)
(IP電話からは電話：03-6745-5601)
※各地の窓口やメールフォームからの相談も可。
（詳細は
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撮られてしまった場合は
すぐに削除を要求する

https://www.houterasu.or.jp/

参照）
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