
　インターネットを取り巻く現状

　近年、パソコンの性能向上および低価格化が急速
に進んでおり、一般家庭への普及はめざましいもの
があります。また、一般パソコン利用者向けの高速
インターネット接続環境（光ファイバー回線など）
の低価格化も進んでいます。
　そのおかげで、パソコンは企業のみならず家庭に
おいても非常に身近な存在となったばかりか、イン
ターネット上で提供される様々なサービスの恩恵を
受けるために無くてはならないものとなっていま
す。例えば、検索サイトを通じての情報収集、ホー
ムページやブログなどによる情報発信、電子メー
ルやSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）によるコミュニケーション、ネット通販やネッ
トオークションによる電子商取引、インターネット
銀行取引、オンラインゲーム・・・挙げたら際限が
ありません。
　このように、非常に便利になったパソコンとイン
ターネットですが、実は悪意ある者から狙われてい
るということが、意外と知られていないのが実情で
す。みなさんの目の前にある現実の世界に、泥棒や
詐欺などの犯罪が発生するのと同様に、インターネ
ットの世界でも泥棒や詐欺といった事件は日常茶飯
事なのです。残念ながら、悪意を持った人々にとっ
ても目に見えないインターネットの世界が、犯罪を
実行する環境として、非常に便利なものになってし
まっているのは皮肉なことです。

　情報セキュリティとは

　情報セキュリティとは、「正当な権利を持つ個人
や組織が、情報や情報システムを意図通りに制御
できる」状態を維持することです。情報セキュリ
ティマネジメントシステムの国際標準であるISO/
IEC27002には、「情報の機密性、完全性、および可
用性を維持すること」と定義されています。

◆機密性（Confidentiality）
許可された者だけが情報にアクセスできるよう
にすること。

◆完全性（Integrity）
情報や情報の処理方法が、正確で完全であるよ
うにすること。

◆可用性（Availability）
許可された者が、必要なときに情報や情報資産
にアクセスできることを確実にすること。

　情報セキュリティの必要性

　先に述べた情報セキュリティが維持できなくなる
と、以下のような問題が生じます。

◆機密性が維持できないと・・
個人情報や会社・組織の秘密情報などが権限の
ない者に渡ってしまい、さまざまな問題が発生
する。
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◆完全性が維持できないと・・
情報が勝手に変更されたり破壊されたりするこ
とが想定され、情報の正当性や価値が失われ
る。

◆可用性が維持できないと・・
ウイルスや不正アクセスなどによるシステム障
害が発生することがあり、組織内やインターネ
ット上のサービスが停止し、社会的混乱が発生
する。

　これらが、情報セキュリティの必要性そのものを
表しています。すなわち、情報セキュリティとは、
個人の利益のみならず、全世界の社会全体が正しく
機能するために必要なことなのです。
　インターネットの世界は目に見えないために、そ
の脅威が想像しにくいのは確かです。さらに、ネッ
トワーク上を電子データが行き交っている中での脅
威には、対面かつ紙データが主体であった時代と比
較すると、気を付けるポイントが全く異なっている
と言っても過言ではありません。以下に、いくつか
例を挙げます。
●インターネットでアクセスしてくるのは見ず知ら 

ずの人であり、かつ目に見えない
→パスワード無しでパソコンをネット接続するこ 
　とは、家に鍵を掛けずに外出するのと同じこと

●職場の情報は、すなわち職場の財産
→何のセキュリティも無くパソコンをネットにつ
　なぐのは、金庫や倉庫に鍵を掛けないのと同じ

●紙の情報とは性質が違う
→電子データは、誰でも簡単に一瞬でコピー可能
　かつ情報の伝播スピードが速い

　これらの特性を踏まえた上で、情報セキュリティ
対策を考えていく必要があります。

　脅威の実例（システム管理側）

　対策の話をする前に、情報セキュリティがおろそ
かだった場合にどんなことが起こるのか、どんな危
険があるのか、をいくつか解説します。まずは、サ
ーバー運用やネットワーク管理など、システム管理
者側の脅威についてです。

【事例1】学校のホームページのサーバーとして使
っているパソコンがある。アップデートなどせずに
放置していたら、ウェブページが改ざんされ、自校
のホームページを閲覧した人のパソコンがウイルス

に感染するような仕掛けが埋め込まれていた。
［解説］パソコンのアップデート（Windowsなどの
OSやオフィスソフトなどのアプリケーション全般）
の際には、ぜい弱性1の修正プログラムが提供され
ることがほとんどです。世の中には、これらぜい弱
性を狙った不正アクセスの手口がありますし、ウイ
ルスがぜい弱性を悪用して周囲のパソコンに感染を
広げていく場合もあるため、アップデートは必須で
す。それを怠ると、自身が被害者であると同時に、
加害者にもなってしまう可能性があるのです。

【事例2】学校のホームページ公開用のサーバー上
に、アクセス制限なしでウェブページ用のファイル
を置いた。ハードディスク容量がたくさん余ってい
たので、ついでに生徒名簿などの業務文書ファイル
も置いていた。ある日、学校に「おたくのホームペ
ージで、名簿なんかが見られるようになっているん
だけど」という電話があった。
［解説］ページ公開時に、アクセス制限を掛けなか
ったために、本来は公開するつもりのなかったファ
イルまで外部から見られるようになっていたという
事故です。適切な設定を施すことも、情報セキュリ
ティです。

【事例3】無線LANの設定が難しかったので、とり
あえず確実につながる、“暗号化無し”で運用してい
た。ある日、システム管理担当の先生が無線LAN
の稼働状況を点検していたところ、職員室内では誰
もパソコンを起動していないはずなのに、何台か、
LANにつながっているという表示になる。
［解説］“暗号化無し”設定では、アクセス制限が無
いということになり、無線LAN内蔵パソコンを持っ
て近くに来れば、校内LANに接続可能になってしま
います。校内のファイルサーバーなどでファイルが
共有されていれば、見られたり、コピーされたり、
削除されたりという危険性があります。

　脅威の実例（利用者側）

　次に、一般のパソコン利用者側の脅威について解
説します。

【事例1】便利そうなソフトウェアが無料でダウン
ロードできるというので、片っ端からインストール
して使っていたら、パソコンの動作が重くなり、何
やらよく分からない英語のメッセージ画面が出て来

1 情報セキュリティ分野においては、通常、システム・ネットワーク・アプリケーションまたは関連するプロトコルのセキュリティを損な
うような、予定外の、望まないイベントにつながる可能性がある弱点の存在や、設計もしくは実装のエラーのことを言う。セキュリティ
上の設定が不備である状態を指す場合もある。一般に、セキュリティホール（security hole）と呼ばれることもある。
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るようになった。デスクトップには、身に覚えのな
いアイコンが追加されている。
［解説］インストールしたソフトウェアの中に、ウ
イルスなどの不正なプログラムが紛れ込んでいた可
能性があります。パソコンがウイルスに感染する
と、動作が遅くなったり、パソコン内のファイルが
破壊されたり盗まれたり、外部から乗っ取られて迷
惑メール送信の踏み台になってしまい、他の人に迷
惑をかけることになります。
 

【事例2】個人で使っているメールアドレスあて
に、自分が利用している銀行が差出人である緊急メ
ールが届いた。「セキュリティ上の問題が発生した
ため、パスワードを再確認する必要があります。至
急、銀行のページにアクセスしてください。」と書い
てある。メールに書いてあった、銀行サイトへのリ
ンクをクリックし、画面の指示に従ってIDとパスワ
ードを入力してログインした。しかし、特に何もな
く後日、銀行の口座を確認したところ、残高がゼロ
になっていた。
［解説］フィッシング2詐欺の被害に遭っています。
銀行から届いたと思っていたメールは、実は偽のメ
ールでした。電子メールは、差出人の偽装が容易な
のです。さらに、案内された銀行のページは、見た
目は銀行のサイトそのままでしたが、実は悪意ある
者が用意した偽のサイトでした。偽サイトで入力し
た、インターネットバンキングサービスのログイン
IDとパスワードは、悪意ある者に筒抜けになってい
ました。その結果、悪意ある者から銀行サイトへ不
正アクセスされ、全預金を不正に送金されてしまっ
たのです。

　パソコンにおけるセキュリティ対策

　パソコンにおけるセキュリティ対策の基本とし
て、独立行政法人 情報処理推進機構（以下、IPA
という）では「ウイルス対策7箇条」を紹介してい
ます。ここでは紙面の都合上、特に重要な1.と5.と
7.について解説します。

1.【ワクチンソフトは最新版を活用すべし】
　ウイルス対策ソフトなどをインストールし、ウ
イルス定義ファイル（言わば“ウイルスの指名手配
書”）を常に最新の状態にアップデートしておくこと
です。ウイルスは日々新種のものが出現しています
ので、油断は禁物です。最近ではウイルス対策のみ
ならず、パーソナルファイアウォール機能や危険サ
イトブロック機能なども搭載した、統合型セキュリ
ティソフトが主流となっています。

5.【セキュリティパッチをあてるべし】
　セキュリティパッチとは、ソフトウェアのセキュ
リティ上の不具合点を修正するための、アップデー
トプログラムのことです。修正せずに放置しておく
ことは、住宅で言えば壁に大穴が空いたまま放置し
ておくことと同等であり、外部から不正アクセス
を受けたり、ウイルスの攻撃による侵入を許してし
まう原因になってしまいます。セキュリティパッ
チは、ソフトウェアの開発・販売元から提供されま
す。最近では、あらかじめ設定しておくことで、自

2 正規の金融機関など実在する会社を装ったメールを利用して偽
のウェブページに誘導し、それを見た利用者の ID やパスワード
などを詐取しようとする行為のこと。「釣り」を意味する「fishing」
が語源。

図：フィッシング詐欺の手口

図：ウイルス対策 7箇条



4 わたしは消費者 No.129

平成 24 年 9 月 1 日

動的にアップデートが実行されるものが増えてきて
います。

7.【万が一のためにデータは必ずバックアップを行
うべし】

　パソコンの可用性が損なわれる時は、突然やって
きます。例えば、パソコンがウイルスに感染し、フ
ァイルが破壊されたり、思うように動かなくなった
り、パソコンが起動しなくなったり・・また、ハー
ドディスクなど機械的な故障が原因になる場合もあ
ります。そんな万が一の状況に備えて、普段から、重
要なデータをパソコン外（CD-RやDVD-Rなど）にこ
まめにバックアップしておくことをお勧めします。

　最も重要なのは心構え

　適切な対策のためには、敵を知る、すなわち脅威
や犯罪の手口について現状を知ることは有効です。
しかしながら、犯罪の手口は多岐に渡り、人間を騙
すテクニックはますます巧妙化しています。つま
り、現在では“騙されない心構え”を養うことも非常
に重要なことになってきていると言えます。悪意あ
る者は、巧みに人間の“欲”を突いてきますので、注
意が必要です。例えば、IPAに寄せられる相談で最
も多いのは、“アダルトサイトのワンクリック請求”
です。「無料のアダルト動画が見られるというの
で、クリックして進んで行った。動画ファイルだと
思って開いたら、実はそれはウイルスだった。ウイ
ルス感染した結果、数分おきに請求書画面が出現す
るようになった。」という事象で、月に数百件も相
談が寄せられます。このように、インターネット上
には、様々な誘惑が存在しますが、それらに負けな
い意志を持つこと、モラルに反した行動は慎むこと
も、セキュリティ対策の一つと言えるでしょう。

　スマートフォンの台頭

　ここ2、3年の間で、スマートフォンやタブレット
端末などの普及が著しく進んでいます。スマートフ
ォンとは、利用者が自由にアプリケーションをイン
ストールし、様々な用途に利用できる多機能の携帯
端末です。その多機能さゆえ、“小さなパソコン”と
比喩されることもありますが、実際は「スマートフ
ォン＝パソコン＋携帯電話（常時インターネット接
続）＋システム手帳（アドレス帳や予定表など）」
であり、パソコンよりも取り扱いに注意すべきもの
であると言えます。
　特に、従来型の日本の携帯電話と異なり、全世界
的に共通の仕様であることに、注意が必要です。海
外でウイルスが発生した場合、日本にいても感染の

危険があるということです。このことからも、スマ
ートフォンは、パソコンと同様の脅威にさらされて
いるということを自覚すべきです。

 
　以前からパソコンを使ってきた人であれば、スマ
ートフォンにおけるセキュリティ対策も大事である
ことは比較的容易に理解できるのではないかと思い
ます。しかしながら、特に若年層においては、パソ
コンの利用経験が浅いまま、従来型の携帯電話から
移行する人がほとんどであり、脅威に対して知識も
免疫も全く無いと言っても過言ではありません。つ
まり、スマートフォン利用者に対して、脅威につい
ての知識を与え、パソコンと同様の対策を呼びかけ
ることは急務と言えます。

　スマートフォン利用の注意点

　IPAでは、スマートフォン利用者に向けた注意喚
起情報を発信するとともに、「スマートフォンを安
全に使用するための六箇条」を発表しています。

❶スマートフォンをアップデートする。
❷スマートフォンにおける改造行為を行わない。
❸信頼できる場所からアプリケーション（アプ

リ）をインストールする。
❹アンドロイド端末では、アプリをインストー

ルする前に、アクセス許可を確認する。
❺セキュリティソフトを導入する。
❻スマートフォンを小さなパソコンと考え、パ

ソコンと同様に管理する。
 

　スマートフォンには個人情報やプライベート情報
がたくさん詰まっていることを踏まえ、第三者に勝
手に操作されないよう、暗証番号など「端末ロッ
ク」を設定することを心掛けましょう。
　また、特にAndroid端末では、アプリの公式マーケ
ットである「Google Play」において、ウイルスなど
の不正アプリが見つかったこともあり、注意が必要で
す。アプリのインストール時には、不自然・不必要な
権限をアプリに許可しないようにしましょう。

図：スマートフォンを安全に使用するための六箇条
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　ここでは、中学生や高校生が巻き込まれがちなト
ラブル事例について、独立行政法人 情報処理推進機
構（以下、IPAという）に寄せられた相談などから抜
粋して、Q&A形式で解説をしていきます。

　　　　自宅で両親が居ない間に、パソコンでこっそ
りとアダルトサイトを検索して見ていました。有名な動
画サイトとそっくりなサイトを見つけました。「無料動
画」と書かれていたので、安心してクリックしました。
すぐには動画を見られず、何回か違うページに飛ばされ
ました。ようやく、動画をダウンロードするような画面
が出て来たので［実行］をクリックしました。すると、
「ご登録ありがとうございます！」「料金の支払いが確
認されていません」という料金請求画面などが、数分お
きに出現するようになってしまいました。請求画面は、
消しても消しても、また出て来ます。無料ではなかった
のでしょうか。また、数分おきに出てくる画面は、業者
が私のパソコンに不正アクセスして、表示させているの
でしょうか。お金を払う必要はあるのでしょうか。

図：数分おきに出現する料金請求画面

　　　　アダルトサイトで、言葉巧みにクリックさ
せて先に進ませ、「会員登録したのでお金を払って
ください」という手口は、“ワンクリック請求”と呼
ばれます。2004年頃から見られる手口ですが、今
でもIPAには月に数百件もの相談が寄せられる事例
です。ワンクリック請求のサイトでは、最初は「無
料」と書いていますが、その後クリックして進んで
行った先のサイトでは、いつの間にか「無料」の文
字は無くなっていて、最終的には「120日間99,800
円」などと書かれたサイトで、［はい］ボタンをク
リックするように誘導されます。被害を防ぐには、
［はい］ボタンをクリックする前に、“何に対して
［はい］なのか”を、利用規約を読むなどして慎重に

判断することしかありません。なお、業者側には個
人情報などは知られていませんし、契約の意思も無
く、勝手に登録された場合には、料金は支払う必要
はありません。心配な場合は、最寄りの消費生活セ
ンターなどに相談しましょう。
　数分おきに出現する請求画面は、ウイルス感染に
よるものです。最近の手口は巧妙になっており、ウ
イルスによってパソコンの設定が変えられた結果、
請求画面が出るようになっているため、ウイルスそ
のものを削除しても症状は治まりません。「システ
ムの復元」操作などで、パソコンの設定をウイルス
感染前の状態に戻す必要があります。
　2012年に入ってからは、Androidスマートフォ
ン向けのアダルトサイトで、“動画再生アプリ”と称
してウイルスをインストールさせるサイトが確認さ
れています。数分おきに料金請求画面が出る上、ウ
イルスが業者側に電話番号とメールアドレスを知
らせてしまうため、業者から督促の電話やメール、
SMSが届くことがありますので、注意が必要です。

　　　　あるオンラインゲームの攻略情報などを、
インターネットで検索して調べていました。誰が作っ
たかは知らないけど“キャラクターをパワーアップで
きるツール”を見つけたので、早速ダウンロードして
インストールしました。その直後から、パソコンの動
きが遅くなったり、フリーズしたりするようになった
ような気がします。何日かしてオンラインゲームサイ
トにログインしたら、所持していたはずのゲーム内通
貨やアイテムが空っぽになっていることに気付きまし
た。いったい、何が起きたのでしょうか。

　　　　おそらく、インストールしたツールはウイ
ルスであり、オンラインゲームサイトにログインす
る際にキー入力した、IDやパスワードを盗む悪さを
するものだったと思われます。そして、IDとパスワ
ードを入手した悪意ある者が、オンラインゲームサ
イトに不正アクセスし、ゲーム内通貨やアイテムを
勝手に売り払ってしまったものと思われます。
　誰が作ったか分からないような、出所が信頼でき
ないプログラムを不用意にインストールする行為
は、非常に危険ですので、絶対に止めましょう。ま
た、レアなアイテムは高額で取引されると言われて
います。人気のあるオンラインゲームは狙われてい
るという現実を認識しましょう。

情報セキュリティトラブル事例Q&A
　　　　　　　　　　　　　独立行政法人情報処理推進機構 技術本部セキュリティセンター
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　　　　“無料で音楽データや動画ファイルをダウン
ロードできる”というソフトがあると聞きました。早
速、そのソフトをインストールして、最近人気のあ
る歌手の音楽データなどをダウンロードしていまし
た。しばらくして、自分のパソコンに保存していた
プライベート写真や文書ファイルやメールなどがイ
ンターネット上に流出しているのではないかという
指摘を、友人から受けました。いったい、何が起き
たのでしょうか。

　　　　おそらく、WinnyやShareといった「ファ
イル共有ソフト」を使って、ファイル共有ネットワ
ークからダウンロードしたのでしょう。その中に、
パソコン内のファイルを勝手にファイル共有ネット
ワークに放流してしまう、いわゆる“暴露型ウイル
ス”が紛れており、ファイルを開いたことでウイルス
感染したものと思われます。ウイルスによってファ
イル共有ネットワークに放流されたファイルの回収
は非常に困難ですので、注意が必要です。

 
図：ウイルスによって情報が流出するイメージ

　一般的に、ファイル共有ネットワークに流通して
いるファイルは、誰が作ったか分からない、信頼で
きないものばかりです。【A2】で述べたことと同様
に、出所が信頼できないファイルを開く行為は、非
常に危険ですので、絶対に止めましょう。
　そもそも、他人の著作物である音楽データなど
を、違法に流通しているものだと知りながら自らダ
ウンロードすることは、現在では違法行為となりま
すので、絶対にやってはいけません。

　　　　毎朝、弁当を自分で作っているので、記念
としてスマートフォンのカメラで写真を撮ってブロ
グやプロフに貼り付けています。ブログへコメント
が書き込まれるのを楽しみにしていましたが、ある
時、自宅の場所を知っているとほのめかすようなコ
メントがあって、怖くなりました。住所はもちろ
ん、名前や顔写真などは一切公開していません。本
当に、自宅の住所が知られているのでしょうか。

　　　　ほとんどすべてのスマートフォンにはGPS
機能が搭載されており、地図アプリなどと組み合わ
せて、現在地を知ったり、目的地までのナビゲーシ
ョンをさせたりすることができます。さらに、カメ
ラアプリなどの設定次第では、位置情報を写真デー
タ内に記録することもできます。つまり、画像ファ
イルの中に、その写真の撮影地の位置情報（ジオタ
グ）が含まれている場合があるのです。つまり、自
宅で撮った写真を公開してしまうと、自宅のおおよ
その場所が第三者に知られてしまう可能性は十分に
あるのです。対策としては、アプリ毎に位置情報を
使うかどうか適切な設定をすること、写真をインタ
ーネット上に公開する際には事前に位置情報の有無
を確認すること、などに気を付けることが重要にな
ります。

　　　　オンラインゲームの中で、何人かの友達と
チームを組んで戦っています。ある日、一人の友達
と些細なことからケンカになりました。仕返しをし
ようと思って、ゲームサイトへのログインの際、彼
のIDを入力し、いたずら半分でパスワードを色々と
試してみたら、ログインできてしまいました。マズ
いことをしてしまったのでしょうか。
　
　　　　自分に利用権限の無い、他人のIDとパスワ
ードを使ってオンラインゲームなど会員制ウェブサ
イトにログインすることは、不正アクセス禁止法に
触れる、違法行為です。たとえいたずら半分だとし
ても、絶対にやってはいけません。

　　　　最近のニュースで、インターネットの掲示
板に書き込まれた爆破予告や殺人予告などについ
て、警察が書き込みした個人を特定した、というも
のを、よく目にします。どうして個人を特定された
のでしょうか。インターネットって、匿名の世界じ
ゃないんですか。

　　　　インターネットは匿名の世界ではありませ
ん。インターネットに接続して掲示板に書き込むと
いう行為は、携帯電話会社やプロバイダ業者、掲示
板運営業者らの協力が得られれば、その書き込み者
の情報は比較的容易に突き止めることが可能です。
インターネットは目に見えない世界ですが、決して
仮想世界ではなく、現実の世界なのです。社会の
一員として常識的な行動を取るよう、心掛けましょ
う。
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はじめに
　情報セキュリティとは、私たちが利用する様々な
コンピュータ（パソコン、携帯電話、スマートフォ
ンなど）と、そのコンピュータで扱う様々な情報を
守ることを言います。特に、コンピュータを利用す
るサービスの代表であるインターネットは、私たち
の社会生活を便利にしてくれるものですが、ウイル
スの感染やコンピュータへの不正侵入、個人情報の
流出など、常に多くの危険にさらされています。
　インターネットが生活の隅々にまで普及している
現在、年齢や職業にかかわらず、コンピュータやイ
ンターネットのすべての利用者が、情報セキュリテ
ィに関する正しい知識を身につけ、必要な対策を実
践していくことが非常に重要となっています。
　本稿では、①総務省が情報セキュリティに関する
知識の普及啓発のために運営する「国民のための情
報セキュリティサイト」と、②代表的な「情報セキ
ュリティ関連の法律」の概要について、簡単にご紹
介したいと思います。

国民のための情報セキュリティサイト
　総務省では、一般利用者の方々を対象に、情報
セキュリティに関する基礎知識や、利用シーン別
の情報セキュリティ対策などの情報を提供するた
め、「国民のための情報セキュリティサイト」

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
security/index.htm ）を運営しています。

　本サイトは、インターネットやパソコンなどの知
識に関して、様々なレベルの方々に利用いただける
よう、情報セキュリティに関する情報を「情報セキ
ュリティ初心者のための三原則」、「対策編」、「実践
編」、「知識編」に分けて解説しています。
◆「情報セキュリティ初心者のための三原則」
　まず、情報セキュリティ対策について、何から始
めたらよいかわからない、という初心者の方のため

に、インターネットを利用する方々には必ず守って
いただきたい事項、「ソフトウェアの更新」、「ウイル
ス対策ソフトの利用」、「パーソナルファイアウォー
ルの利用」の三原則を紹介しています。
◆「対策編」、「実践編」
　次に、コンピュータを普段から利用していて、一
通りの情報セキュリティ対策を知りたいという方に
は、対策編で個別の対策の概要をご理解いただいた
上で、実践編で具体的な対策を行っていただくこと
を推奨しています。例えば、対策編では、ウイルス
の脅威や個人情報の取り扱い、迷惑メールへの対応、
スマートフォンの情報セキュリティ対策などについ
て、実践編では、初心者のための三原則に関する内
容のほか、安全なオークション／ショッピングサイ
トの利用方法や、安全な無線ＬＡＮの利用方法など
について解説しています。
◆「知識編」
　さらに、じっくりと情報セキュリティの学習をし
たいという方のために、知識編で様々な解説を用意
しています。例えば「基礎知識」のページでは、イ
ンターネットの技術的な仕組みや、代表的なインタ
ーネットサービスの仕組み、プライバシー保護の概
念、ウイルスとは何か、情報セキュリティ関連の法
律などについて解説を設けているほか、実際に起こ
った「事故・被害の事例」や専門用語に関する「用
語解説」のページを設けています。これらを知るこ
とにより、対策や実践の内容をより深く理解するこ
とができるようになっています。
◆教材等
　また、本サイトは、学校での情報セキュリティ教
育に活用されることも想定し、対策・実践編には特
に小学生の学習者に向けたページも用意しています。

「ダウンロード」のページからは、本サイトの内容を、
印刷に適した資料形式でダウンロードすることもで
きます。
　本サイトの内容は、職場、学校、地域での研修等の、
非営利目的の活動に自由にお使いただくことができ
ますので、ぜひ情報セキュリティに関する知識の普
及啓発活動に活用いただきたいと思います。

※「国民のための情報セキュリティサイト」は、平成 24 
　年度中にリニューアルを予定しています。本記述は平
　成 24 年７月現在のサイトの内容、構成に関するもの
　であることをあらかじめお断りいたします。

情報セキュリティ対策をよりよく知っていただくために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務省 情報流通行政局 情報セキュリティ対策室
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情報セキュリティに関連する法律　
　情報通信技術の発達に伴い、インターネットを利
用した犯罪やトラブルは多様化しています。インタ
ーネット上で他人の権利を侵害する行為に対しては、
従来から存在する法律がそのまま適用される場合も
ありますが、情報化社会の進展と合わせて、コンピ
ュータやインターネットを利用した犯罪行為それ自
体を規制する法律も整備されてきています。このう
ち、青少年も関与する可能性のある主なものをいく
つかご紹介しましょう。
　青少年の皆さんが、一人の消費者として、「これは
おかしい」と犯罪行為に気づくことができたり、逆
にちょっとしたいたずらのつもりで犯罪行為に関与
したりすることのないよう、基本的な法律の知識を
持っておくことが大切です。
◆「刑法」
　刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰を定めた基本
的な法律です。
　インターネットを利用した犯罪の中には、そのま
ま刑法が適用され、処罰される可能性があるものも
あります。
　例えば、近年問題となっているインターネット上
の犯罪に、「ワンクリック詐欺」や「架空請求詐欺」
と呼ばれるものがあります。この典型的な手口とし
ては、送られてきたメールのリンクをクリックして
ウェブサイトにアクセスすると、いきなり有料サイ
トへの登録が完了した旨の表示がなされ、高額の利
用料金が請求されるといった事例があります。この
ような事例は、現実世界におけるオレオレ詐欺のよ
うな「振り込め詐欺」の一種と解され、詐欺罪の対
象となる可能性があります。
　また、インターネット掲示板などに他人を誹謗・
中傷する内容を書き込んだりする行為は、名誉毀損
罪などに問われる可能性もあります。「会社に爆弾を
しかけた」などの犯罪予告のようなメッセージを書
き込む行為は、いたずらであっても、脅迫罪や業務
妨害罪に問われる可能性があります。
　この他、刑法の中には、特にコンピュータやイン
ターネットに関する犯罪を定めた条項もあります。
いわゆるコンピュータウイルスを用いた犯罪を取り
締まることを目的として、2011 年には不正指令電磁
的記録に関する罪（第 168 条の２、第 168 条の３）
が新設されました。一般には「ウイルス作成罪」な
どと呼ばれ、ウイルスの作成や提供などの行為を禁
止しています。
◆「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
　不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正ア
クセス禁止法）は、不正アクセス行為を禁止するこ
とで、犯罪の防止やインターネット社会の秩序維持
を図ることを目的とする法律です。

　不正アクセス行為とは、本来、正当な利用者しか
利用できないようアクセス制限されたコンピュータ
に対し、第三者がネットワークを経由して、無断で
他人のＩＤ・パスワードを使うなどしてログインす
る行為を言います。法律上、ログインした後で何を
したかは関係なく、コンピュータの管理者や正当な
利用者に無断でログインした時点で犯罪が成立します。
不正アクセス行為は、政府や企業に対するサイバー
攻撃などにおいて用いられるだけではなく、近年で
は、オンラインゲーム利用者の間での不正アクセス
行為が多発し、問題となっています。警察庁の発表
によれば、平成 23 年の１年間で全国の警察本部が
認知した不正アクセス 889 件のうち、オンラインゲ
ームに関するものが全体の 40.3％を占めていまし
た。このうち、友達から聞き出したＩＤ・パスワー
ドを使ってオンラインゲームに不正アクセスし、友
達のアイテムを奪うなど、小中学生を含む青少年が
関与した事例も少なくありません。インターネット
上の禁止行為や、ＩＤ・パスワードの取り扱いなど
の基本的なルールについて、青少年にわかりやすく
伝えることがますます重要になっています。
　最近の動向としては、今年５月の不正アクセス禁
止法改正により、フィッシング行為（正規のウェブ
サイトや正規の会社からのメールを装って、利用者
にＩＤ・パスワードを入力するよう要求する行為）
などが新たに禁止されたことも注目されます。
◆インターネット上のコンテンツに関する規制
　情報セキュリティ対策からはやや離れますが、他
人の著作権を侵害する音楽、動画などのコンテンツ
をインターネット上で配布する行為は、著作権法で
禁止されています。さらに今年６月に成立した改正
著作権法では、配布する側だけでなく、そのような
違法に配布されているコンテンツを、違法と知りな
がらダウンロードする行為に刑事罰を科す規定が設
けられました。簡単に手に入る無料のコンテンツは
青少年にとって魅力的ですが、著作権という制作者
を保護する規定の意義についても、青少年の理解を
深めていくことが大切です。

おわりに
　情報通信技術の進展に伴い、インターネットをめ
ぐるサービスの状況は日々刻々と変化しています。
それに合わせて、青少年のインターネット利用体験
や、必要な情報セキュリティ対策も変化しています。
　これからも安心してインターネットを利用できる
よう、利用者の皆さん一人ひとりが、自らの問題と
して、情報セキュリティ対策を実践していただくこ
と、また情報セキュリティに関する情報を継続的に
収集し、対策に反映していただくことが強く求めら
れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　


