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本日の予定

情報資産とは

情報セキュリティにおける脅威

セキュリティ対策

組織のセキュリティレベル

5つの基本対策

ランサムウェア、標的型攻撃

Emotet（エモテット）

不注意による情報漏洩

情報セキュリティ



情報資産とは

重要度ランク 情報の内容例

非公開
A 機密情報

B 社外秘情報

公開 C 公開情報

資産の種類
・有形資産
（紙に印刷されたデータ、パソコンやネットワーク機器等）

・無形資産
（介護ソフトなどのデータ、従業者の知識や経験）

情報は守らなければならない資産



情報セキュリティにおける脅威

人為的

（人による脅威）

非人為的
（障害や自然災害）

（
故
意
）

意
図
的

不正侵入
破壊 ・漏洩
改ざん ･･･など

（
過
失
）

非
意
図
的

過失（ヒューマンエラー）
プログラムミス
不適切な廃棄
紛失 ・・・など

災害（地震、火災、水害）
障害（ハードウェア障害、

ネットワーク障害、
設備障害）

脆弱性（ぜいじゃくせい）とは
脅威の原因となるシステムの
欠陥や仕様上の問題点の事



情報セキュリティの問題が発生すると

個人情報の
漏洩

行政等か
らの指導

社会的信
用の低下

システム
ダウン

業務停滞

生産性の
低下

組織の
イメージの

失墜

収益低下
による重
大な経済
的損失

対策費用の

増大

見舞金・

謝罪費、

情報シス

テムの改

善費用



セキュリティ対策

技術的対策 非技術的対策

✓ ネットワーク管理者など
が中心

✓ 情報システムやコン
ピュータに対しての対策

✓ ウィルス対策ソフトの導
入や修正プログラムの適
用

✓ 利用者全員が対象

✓ 利用者意識の向上等

✓ セキュリティポリシーの
策定および浸透および利
用者の教育



組織のセキュリティレベル

•最も弱いところが全体のセキュリティレベルになる

出典：総務省「テレワークセキュリティガイドライン第４版」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf



情報セキュリティ対策の基本

攻撃の糸口 情報セキュリティ対策の
基本

目的

ソフトウェアの
脆弱性

①ソフトウェアの更新 脆弱性を解消し攻撃
によるリスクを低減

ウイルス感染 ②ウイルス対策ソフトの
導入

攻撃をブロック

パスワード
窃取（せっしゅ）

③パスワードの
適切な管理・認証の強化

パスワード窃取によ
るリスクを低減

設定不備 ④設定の見直しと教育 誤った設定を攻撃に
利用されないように
する

誘導
（罠にはめる）

⑤脅威・手口を知る 手口から重要視する
べき対策を理解する

出典：IPA（情報処理推進機構）「「情報セキュリティ10大脅威 2022」



ウィルスに感染してしまったと思ったら･･･

•ネットワークから切り離し、他への感染を防止
しましょう

– 有線の場合→LANケーブルを取り外す

– 無線の場合→ワイヤレススイッチをOFFに

– 再起動のときに「悪さ」をするウイルスもあります
ので、電源のON/OFFはしないほうが良いとされて
いますが、ネットワークからの切り離し方が分から
ない場合には、ウィルスの活動を停めるために、パ
ソコンの電源を切ってください。

•ネットワーク管理者へ連絡を



①ソフトウェアの更新

•侵入口のセキュリティーホールを塞
ぐ

•セキュリティホール：「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システムのセ
キュリティ上の欠陥」のこと
ウイルス感染や他の攻撃を受ける原
因となる

•セキュリティホールの解消は、情報
セキュリティ対策の第一歩



【参考】WindowsUpdateの確認
（Windows10の場合）

•「スタート」→「 設定」→「更新とセキュリティ」→
「Windows Update」

Windows Updateの実行中は、再起動したり電源を切ったりしない
でください。
再起動のメッセージが表示されたとき以外に、再起動したり電源を
切ったりすると、Windowsが起動しなくなる可能性があります。



②ウイルス対策ソフトの導入

•ウイルス対策ソフトを導入し、 流行してい
るウイルスの感染を未然に防ぐ

–ファイルを開く前にウイルスチェックを

•メールの添付ファイル

•USBメモリやCD内のファイル

•ダウンロードしたファイル

•ウイルス対策ソフトを最新の状態にする

–ウイルス対策ソフトの定義ファイル（パ
ターンファイル）の更新を確実に行う



③パスワードの適切な管理と認証の強化

推測されにくいパスワードを設定

辞書に載っている単語は使わない

記号・英数字、大文字と小文字を混ぜる

入力時に人に見られないようにする

辞書攻撃



④設定の見直しと教育

•初期設定のまま使わない（初期パスワードを変更
し、画面ロックを設定するなど）

•不要な設定は無効にする

•必要な教育や訓練を行い、手順をマニュアル化す
ることで過失を減らす

•定期的にバックアップをとる

–ウイルス感染被害だけでなく、あらゆる脅威に備
えて復旧のため定期的なデータのバックアップを。



⑤脅威や手口を知る

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/files/000096898.pdf）

https://www.ipa.go.jp/files/000096898.pdf


１位：ランサムウェアによる被害

•ランサムウェア：
感染すると、PCやスマートフォンに保存されている
ファイルの暗号化やPCやスマートフォンの操作がで
きないように画面ロック等し、復旧を名目に金銭を
要求

•2015 年 10 月以降、感染被害の相談が増加傾向

•攻撃手口

– メールの添付ファイルやリンクから感染

– ウェブサイトから感染

– OSの脆弱性を悪用



２位：標的型攻撃による機密情報の窃取

•多くの組織や企業が標的型攻撃のターゲット
に！

•侵入手口

– メールからウイルス感染

–ウェブからウイルス感染

–標的組織の関連会社が踏み台に



Emotet（エモテット）

•2020年にランサムウェア被害のきっかけとして猛
威を振るったコンピュータウイルス。一度は終息し
ましたが、昨年末から再拡大しています。

•標的型攻撃メールの一種。



Emotetに感染すると

•重要な個人情報や企業秘密を盗まれる

•社内ネットワークに感染拡大する

•ランサムウェアなどの強力なマルウェアに
感染する

•踏み台にされ社外へ感染を広げる
– 侵入した端末のメールソフトからメール情報を盗む。盗
んだメールアドレスや企業・個人名を悪用し、取引先な
どへEmotetを添付した偽装メールを送信する。



Emotetの手口 その１
正規メールの返信を装う

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html）



Emotetの手口 その２
Word 、Excelのマクロ機能を悪用

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html）

WordやExcelに悪意あるマクロ（マクロウイルス）
を埋め込み、「コンテンツの有効化」をクリックする
よう誘導。クリックするとマクロが動作してEmotet
に感染する。



【参考】マクロウイルス 感染防止策

•マクロを含むファイルを開くときに、マクロ機能の自動実行
を無効に方法があります。

– ファイル→オプション→トラストセンター→トラストセン
ターの設定→マクロの設定→警告してVBAマクロを無効
にする

「心当たりのないものはマクロを有効にしない」「心あたりがあっても送信者等に確認する」等といった慎重な対応を



Emotetの手口 その３
URLリンクを記載

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html）



Emotetの手口 その４
パスワード付きZIPファイルを添付

パスワード付きZIPファイルは暗号化されていることから、

メール配送経路上でのセキュリティ製品の検知・検疫をすり
抜け、受信者の手元に攻撃メールが届いてしまう確率が高く、
より注意が必要です



【図解】Emotetの感染の広がり方

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html）

重要な顧客や取引先、あるいは知人からのメールに見えても、す
ぐに添付ファイルやURLリンクは開かず、本物か落ち着いて確認を



Emotet感染を疑ったら…

•エモテット感染の有無をチェックする

– エモテット専用の感染確認ツール「EmoCheck（エモ
チェック）」は、JPCERT/CC（ジェーピーサートコー
ディネーションセンター）から公開

•感染した端末のネットワークをインターネットから
遮断する

•感染したアカウントのメールアドレスとパスワード
を変更する

出典：警視庁（https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/joho/emotet.html）

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/joho/emotet.html


不審な添付ファイルや迷惑メール

不審なメールの
添付ファイル

⇒ 基本的に開かない

迷惑メール ⇒ そのまま捨てる

身に覚えのない
請求メール等

⇒ 専門家に相談、
警察に届出

デマメール、
チェーンメール

⇒ 無視して、転送しない



ファイル拡張子とは

•ファイルの名前には、「○○.exe」「△△.txt」の
ように、 ．（ドット）＋3文字からなる「拡張子」
というものがつけられています。

•拡張子はファイルの種類を表すものです。
.xlsx ⇒ Excelファイル
. xlsm ⇒ Excelマクロファイル
.exe ⇒ プログラムファイル



拡張子を表示するには



Windows 詐欺警告に注意！

•インターネット閲覧中に「Windowsセキュリティシス
テムが破損しています」「ウイルスに感染しています」
等の偽の警告画面（偽警告）を表示する。

出典：https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/01/29/210129-information/

「Ctrl」「Alt」「Del」
の 3 つのキーを同時に押
して、タスクマネー
ジャーを起動し、強制終
了させます。



Amazonを騙る詐欺メール

差出人
は「H」

マウスポインタを合わせるとリンク先
が確認できる。Amazonでないこと
がわかる。クリックしないこと！

フィッシング詐欺メールの一種。
「アカウントがロックされては大
変！」と慌ててクリックすることなく、
速やかにメールを削除しましょう。

フィッシング詐欺メールの一種。
「アカウントがロックされては大
変！」と慌ててクリックすることなく、
速やかにメールを削除しましょう。



フィッシング詐欺

•フィッシング (Phishing) とは、金融機関（銀行や
クレジットカード会社）などを装った電子メールを
送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカー
ド番号などの個人情報を詐取する行為です。

•電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこで
個人情報を入力させる手口が一般的に使われていま
す。



10位：不注意による情報漏えい等の被害

• メールの誤送信（宛先間違い、TO/CC/BCC の設
定間違い、添付ファイル間違い等）

•不適切なウェブ公開（重要情報のマスク不備、公開
ファイルや参照権限設定誤り等）

• 重要情報を保存した情報端末（PC やスマートフォ
ン等）や記録媒体（USB メモリー等）の紛失

•重要書類（紙媒体）の紛失

•私的利用による外部流出

出典：情報処理推進機構（https://www.ipa.go.jp/files/000096258.pdf）

https://www.ipa.go.jp/files/000096258.pdf


To: 田中殿 (tanaka@x-□◎△.ne.jp)

鈴木殿 （suzuki@y-△□◎.ne.jp)

山田殿 (yamada@-◎△□.ne.jp)

先日は会社説明会へご参加いただき

ありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

うっかり送信による情報漏洩に注意

•CC、BCCの誤使用による個人情報漏えい

34



TO、CC、BCCの使い分け

To
メールを送信する相手のアドレスを指定し
ます。Toで指定した場合、受信者同士で
メールアドレスを見ることができます。

CC
（Carbon Copy）

このような用件のメールを送ったというこ
とを、関係者へメールのコピーを送って、
確認してもらう用途で使用します。誰に
送ったかということは宛先側にも表示され
ます。

BCC
（Blind Carbon Copy）

CCと同様の機能ですが、宛先側にはコ
ピーを送信したことを伝えません。



ソーシャルエンジニアリング

•ネットワークに侵入するために必要とな
るパスワードなどの重要な情報を、情報通
信技術を使用せずに盗み出す方法。

–なりすまし 例）電話でパスワードを聞き出す

–構内侵入 例）他の社員の後ろに付いて一緒に
入る

–のぞき見

–トラッシング



のぞき見

•ディスプレイの周りに貼られている付箋
やメモ

•キーボードで入力中のパスワード

–肩越しにキー入力を見る（ショルダハッキン
グ）

•机の上に放置された情報

•FAX、プリンタに放置された印刷物



離席時にはロックを ①

•席を離れるときは、ログオフするのが基本ですが、
ちょっと席を離れた隙に情報を盗み見られることを
防止するためにログオンパスワードの設定に加えて、
スクリーンセーバーの設定を行いましょう。

•コントロールパネルの「画面」を開き、「スクリー
ンセーバー」タブで、何かしらのスクリーンセー
バーを選択します。「再開時にようこそ画面に戻
る」にチェックを入れます。

– WindowsキーのあるPC
［Windowsキー］＋［L］

– WindowsキーのないPC
［Ctrl］+［Alt］+［Del］－［Enter］



離席時にはロックを ②

•スクリーンセーバーの
設定

–スタートボタン→設
定→個人用設定→
ロック画面→スク
リーンセーバー設定

–待ち時間を10分以内
に設定し、再開時ロ
グオン画面に戻るに
チェックをつける



トラッシング（Trashing）

•ゴミ箱をあさり、不用意に廃棄された資料やメモな
どを収集し、目的の情報を取得する

– 夜間にゴミ集積場をあさる

– 清掃員を装い社内のゴミをあさる

– 運送業者を装い社内の機材などを持ち出す

– ゴミ回収集業者を装い丸ごと盗み出す

•重要書類の廃棄方法

– 「クロスカット方式」のシュレッダーにかける

– 重要書類の廃棄業者に確実に引き渡す

•「電子」媒体を廃棄する場合は確実にデータ消去す
る



情報セキュリティの動画

•情報処理推進機構（IPA）

•映像で知る情報セキュリティ
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu
/videos/index.html


