特集

オンラインツール利用における
セキュリティ上の注意点
福岡県警察本部生活安全部
サイバー犯罪対策課高度情報技術対処センター
重松

正是

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、社会の状況は一変し、ビジネスの世界においては、リモート
ワーク・テレワークを導入する企業が増え、従来の働き方から大きく変わりました。また、オンライン会
議システム等のオンラインツールも普及し、誰もが自由に利用できる環境になりましたが、その反面、セ
キュリティ対策をしっかりと講じなければ、個人だけでなく、企業全体がさまざまなトラブルに巻き込ま
れることになってしまいます。今やセキュリティ対策は、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）同様
に重要な経営課題の一つとなっています。企業の経営者として、まず基本的なセキュリティ対策から実
践し、さらに組織のリーダーとして従業員によるセキュリティ対策の浸透を図りましょう。
本特集では、主にオンライン会議システム等のオンラインツール利用におけるセキュリティ上の注意
点として、実践すべき基本的なセキュリティ対策についてご紹介します。

企業の経営者が押さえるべきオンライン
ツール利用におけるセキュリティ上の注意点
１. セ
 キュリティ対策を怠れば経営者の法的・道義

３. セ
 キュリティ対策に関する組織全体のルー
ルを定め、従業員に対して具体的に指示する
オンラインツールを利用するにあたっては、
セキュリティ対策を組織的に実施する意思を

的責任を問われ、経営に大きな影響を与える

従業員や関係者に明確に示すために、どのよ

セキュリティ対策を疎かにすると機密情報

うな手順をどのように守るかなどについて、自

や個人情報の漏えいを発生させ、業績は落ち込

社に適したセキュリティに関する基本方針や

み、経営を揺るがしかねないことになります。

セキュリティ対策の手順を定め宣言した上で、

また、個人情報保護法では、経営者に対して

具体的に指示します。

管理監督を義務付けており、さらに会社法では
経営者の忠実義務もあり、その結果については
法的・道義的責任を問われこともあります。

４. セ キュリティ対策の取組状況を確認し、対
策の追加や改善を指示する
経営者が定めて指示したセキュリティ対策

２. セキュリティ対策は経営者のリーダーシッ

について、実施状況を点検させて評価し、その

プで進める

基本方針等について適宜見直し、対策の追加

現場の従業員は、円滑に業務を進めること

や改善を従業員に指示します。

ができる利便性の高いオンラインツールを求
める一方、面倒な作業を伴うセキュリティ対策
に抵抗を示します。

５. セ キュリティに関する最新動向を収集し、
共有する

そこで、経営者は、オンラインツールを活用

オンラインツールの進化の早さから、実施を

する中で、セキュリティ対策の重要性を認識し

検討すべき対策は目まぐるしく変化します。自

て、リーダーシップを発揮して、自社の事業に

社だけで把握することは困難なため、セキュリ

見合った対策を進めます。

ティに関する最新動向を発信している公的な機
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関などを把握しておき、常時参照することで備

（７）ファイル共有機能をオフにする
Wi-Fiスポット（公衆無線LAN）等の
ネットワーク内では他のパソコンからア
クセスされるおそれがありますのでファ

集

企業のオンラインツール利用における
セキュリティ上の注意点

特

えるように従業員に指示します。

タを保存するときは、暗号化をしましょう。

イル共有機能をオフにしましょう。

 ンラインツールを使用するパソコン等（タブレッ
１. オ
（１）サ
 ポートが終了しているOS（オペレーティ
ングシステム）のパソコンを使用しない
W i n d o w s 7 、W i n d o w s V i s t a 、

２. オ
 ンラインツールを使用する通信に関する
セキュリティ対策
（１）使
 用するパソコンから勤務先等の接続先
までの通信経路が、VPNで暗号化されて

WindowsXPは、すでに脆弱性等に対す

いるか否かを勤務先のネットワーク担当

るサポートがされていないため、マルウェ

者に確認してから業務を行う

ア（コンピュータウイルス等、ユーザーの
デバイスに不利益をもたらす悪意のある
プログラム。以下同じ）に感染するリスク
が高くなります。
（２）ウイルス対策ソフトを必ず導入する
マルウェアの感染防止のために必ず導入
しましょう。
（３）毎
 日の業務を始める前に、使用するパソ
コン等のOS、ウイルス対策ソフト、アプ
リケーションを最新の状態にする。
日々変化しているマルウェアに感染し
ないように、更新しましょう。
（４）テレワークで使用するパソコンは、自分
以外に使用させない
一つのパソコンを複数人や別アカウン
トで共有し、インターネットに接続する
と、マルウェアに感染するリスクが高く
なるので、家族や友人とも共有しないよ
うにしましょう。
（５）不特定多数が利用するパソコンの使用を
避ける
たとえば、インターネットカフェや空港

通信経路が暗号化されていないと情報を
盗み見されるおそれがあります。
（２）VPNサービスを利用するときは、運営者
が明確であり、かつ情報が健全に取り扱
われるものを利用する
VPNサービスの中には、通信の盗み見や
改ざん、マルウェアの組み込みがされてい
る場合があるので信頼のあるものを利用し
ましょう。
（３）自
 宅のWi-Fiルータを使用するとき
ア ファームウェアを最新のものにアッ
プデートする
ルータの欠陥については、修正プログ
ラムが配信されている場合がありますの
で、最新のものに更新しましょう。
イ 管理用IDとパスワードを初期設定の
ままの状態で使用しない
初期設定のまま使用した場合、外部
から不正アクセスされるおそれが高く
なりますので、変更してから使用しま
しょう。
ウ SSID（アクセスポイント名=AP名）

のラウンジ等の不特定多数が利用するパ

は、個人が特定される名前などを設定

ソコンは、キーボードで入力した文字が記

しない

録される悪意のあるプログラム（キーロ

モバイルルータも同様で、設置者の

ガー）が仕込まれていたり、情報を盗み見

個人名等を周囲に知らせていることに

される等のリスクがあります。

なるので注意しましょう。

（６）データを暗号化して保存する

エ WEPによる暗号化方式を使わない

マルウェア感染による情報流出やパソコ

WEPによる暗号化は、容易に解読さ

ンの紛失に備えて、パソコン本体内にデー

れてしまい、盗み見されるおそれがあ
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ト・スマートフォン）に関するセキュリティ対策

ります。また、WPAのTKIP方式は比

（２）パ ソコン内のデータが勝手に暗号化さ

較的短時間で解読されてしまうので使

れ、金銭を要求されたら、パソコンをネッ

わないようにしましょう。

トワークから遮断する

（４）Wi-Fiスポット（公衆無線LAN)やサテラ

ランサムウェアに感染した可能性があ

イトオフィスを利用するとき

ります。すぐにパソコンをネットワーク

ア 接続パスワード（キー）が、
「ない」

から切り離し、勤務先のネットワーク担

または「公開されている」Wi-Fiスポッ

当者に連絡をしましょう。

ト（公衆無線LAN）では、セキュリティ

なお、金銭を支払ってもデータが復号

が不十分なため重要な情報のやり取り

される保証がありませんので、金銭を支

をしない

払ってはいけません。

通信経路がVPNで暗号化されてい
ないときは、情報を盗み見されるおそ
れがあるのでネットバンキング等の利
用をしてはいけません。
イ 偽のWi-Fiスポットに注意する
偽のWi-Fiスポットは、情報を盗み見
するために悪意のある者によって設置

（３）勤
 務先のシステムへログインするとき
は、定められた手順・方法で行う
手順を逸脱するとセキュリティが保た
れなくなり、サイバー攻撃を受けやすく
なるので注意しましょう。
（４）USBメ モ リ 等 の 外 部 記 録 媒 体 は、テ レ
ワーク専用のものを使用する

されるものです。見知らぬWi-Fiスポッ

USBメモリ（新品を含む。）にマルウェ

トを利用する場合は注意しましょう。同

アが仕込まれている場合があるので注意

一のSSID接続パスワード（キー）を使っ

しましょう。

たなりすましの偽Wi-Fiスポットの場
合、パソコンのWi-Fiの接続設定が自動
になっていると自動接続され、情報を盗
み見されるおそれがあるので注意しま
しょう。

（５）テレワークで使用するパソコンでは、ス
マートフォンの充電をしない
接続した機器からマルウェアに感染す
るおそれがあります。
（６）電 車やカフェなどで業務を行う場合は、
のぞき見や盗撮に注意する

３. オ
 ンラインツールを使用する際に注意すべ
きセキュリティ対策
（１）パ
 スワード
ア 他人に推測されにくい複雑なものに
する
簡単なものは、他人に不正アクセス
されるリスクが高くなります。
イ 他のサービスと使い分け、テレワー
ク専用にする

ど対策をしましょう。
（７）テ
 レワークのシステムの不具合が発生した
場合に備えて、連絡先を確認しておく
テレワークで勤務する時も、オフィス
で勤務する時と同様にネットワーク担当
者の連絡先を確認しておきましょう。
（８）テ
 レワークで使用したパソコンをオフィス
で使う前に

他のサービスと同じパスワードを使

テレワークをするために自宅に持ち

用していると、そのサービスがサイバー

帰っていたパソコンは、マルウェア感染の

犯罪の被害によって情報が流出した場

有無をチェックせずにそのままオフィス

合、テレワークのシステムに不正アク

のネットワークにつないではいけません。

セスされるおそれがあります。
ウ パソコン本体内に保存しない
マルウェア感染時、外部に流出し、
不正利用されることがあります。
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のぞき見防止フィルターを装着するな
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自宅でマルウェアに感染していた場
合、オフィスのネットワークにも感染し
てしまい、甚大な被害を及ぼしてしまう
かもしれません。

オフィスのネットワークに接続する前

【調査・復旧費用の総額】
5,000万円
以上
８件（８%）

て感染の有無を確実に確認しましょう。
持ち込む場合やメールで送付したときも
同様です。

1,000万円以上
5,000万円未満
34件（35%）

500万円以上
1,000万円未満
７件（７%）

企業を取り巻くサイバー空間の脅威情勢
１. 主に企業を対象としたサイバー空間の脅威情勢

有効回答
97件

集

自宅で作成したデータをUSBメモリで

100万円未満
21件（22%）

特

に、ウイルス対策ソフトでスキャンをし

100万円以上
500万円未満
27件（28%）

＊警察庁が把握したランサムウェア被害による国内の被害企業及び団
体等からのアンケート調査結果です。なお、図中の割合（％）は、小数
点以下を四捨五入しているため、合計は必ずしも100にはなりません。

日本国内では、令和３年中のサイバー犯罪の
検挙件数が12,209件と過去最多を記録し、サ

２. 福岡県内の企業で発生した被害事例

イバー犯罪の被害が増加していることが分か

令和３年中に福岡県内の企業で発生した被

ります。主に企業を対象としたサイバー犯罪の

害のうち、福岡県警察サイバー犯罪対策課が

手口として、ランサムウェア（データの身代金

現場で対応した事例について紹介します。

を要求する不正プログラム）がありますが、そ
の被害も右肩上がりで増加しています。

【事例１】

このようなサイバー犯罪の中には、オンライ

ランサムウェアとは、感染すると端末等に

ンツールの利用に関してセキュリティ対策を

保存されているデータを暗号化して使用で

怠ったことに起因したものもあり、基本的なセ

きない状態にした上で、そのデータを復号す

キュリティ対策を実践することが大切です。

る対価として金銭を要求する不正プログラ
ムです。

被害企業・団体等からのアンケート調査結果 ＊
【ランサムウェアの感染経路】
その他
15件（20%）

らず、データを窃取した上、企業等に対し
「対価を支払わなければ当該データを公開
する」などと金銭を要求する二重恐喝（ダ
ブルエクストーション）という手口が多く

有効回答
76件

VPN機器
からの侵入
41件（54%）

リモートデスクトップ
からの侵入
15件（20%）

を占めています。
【事例２】
マルウェアに感染し不正アクセスによっ
て侵入されたシステムには、攻撃者がその
後いつでもアクセスできるように、バック

【復旧に要した時間】
復旧中
24件（22%）

２か月以上
11件（10%）

即時～１週間
32件（30%）

有効回答
108件

１か月～２か月
15件（14%）

１週間～１か月
26件（24%）

ドアと呼ばれる裏口を作られてしまうこと
が知られています。攻撃者は、そのシステ
ムを踏み台として、さらに組織の内部に侵
入しようとしたり、そのシステムからイン
ターネットを通じて外部の他の組織を攻撃
したりすることもあります。
マルウェア感染によって不正アクセスの
被害に遭うと、知らない間に攻撃者の一員
として利用されてしまうことがあります。
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不要メールや
その添付ファイル
５件（７%）

最近の事例では、データの暗号化のみな

【事例３】
VPNは「Virtual Private Network」の略

受け、サプライチェーン等においてもEmotet
の感染被害は拡大しています。

称で、インターネットなどの公衆回線に仮
想の専用回線を設け、特定の人のみが利用
できる仕組みです。

【新たな手口】
◦従来は、メールにZIPファイルなどが添付

VPNはテレワークを支えるためにはなく

されており、当該ZIPファイ内のExcelや

てはならないものになっていますが、新型

Wordファイルを開き、マクロを有効化

コロナウイルス感染症の広がりによって、

することで感染

急速に在宅勤務の環境を整えた企業の中に

◦新たに確認された手口では、ショートカッ

は、社内体制やVPN環境の整備を不十分な

トファイルが添付されており、当該ファ

ままにしてしまったことで脆弱性を突かれ

イルを開くと「セキュリティの警告など」

る不正アクセス事例が増えています。

が表示されることなく、いきなり感染

【事例４】
Emotet（エモテット）は、悪意のある攻
撃者によって送られる不正なメール（攻撃
メール）から感染が拡大している不正プロ
グラムです。企業でEmotetに感染すると、
なりすましのメールが取引先などに拡散し
て送信されます。
2021年１月、
欧州刑事警察機構
（Europol）

【対策】E
 motetへの感染防止には、以下のよ
うな対応が推奨されます。
◦身に覚えのない又は不自然なメールの添
付ファイルやURLリンクを扱わない。
◦OSやアプリケーション、ウイルス対策ソ
フトウェアを常に最新の状態にする。
◦信 頼できないメールの添付ファイルは開
かない。添付ファイルを開いた時にマク

による取締が成功したため、Emotetの脅威

ロやセキュリティに関する警告が表示さ

は収束しましたが、2021年11月に活動の再

れた場合、その警告に続く「コンテンツの

開が確認され、日本国内でのEmotetの感染

有効化」や「マクロを有効にする」をクリッ

が増加しています。

クしない。
◦身に覚えのない意味不明な警告ウインド

紹介した事例については、どれも基本的な

ウが表示された場合は、操作を中断する。

セキュリティ対策を怠ったことに起因したも

◦メールの添付ファイルを開いて感染が疑

ので、まさにセキュリティ対策において経営

われた際は、すぐにシステム管理者に連絡

者のリーダーシップが必要なものばかりでし

する。

た。
 近のサイバー空間の脅威情勢
３. 最

福岡県警察の取組

最近の脅威として挙げられるものの一つに、
Emotet（ エモテット）があります。Emotetと

１. F-CSNETを活用した企業向けの情報発信等

は、メールの添付ファイル等を媒介して感染す

によるサイバー犯罪対策

るコンピュータウイルスであり、2014年に初

福岡県中小事業者サイバーセキュリティ支

めて登場しました。国内では2019年に流行し、

援ネットワーク（通称：F-CSNET）とは、福

その後収束しましたが、2021年末頃から活動

岡県内中小事業者のサイバー犯罪被害の未然

を再開しており、今後も注意が必要です。

防止･拡大防止を目的として、県内の中小企業

Emotetの手口は、実在する企業を装う等し

支援団体（公益財団法人福岡県中小企業振興

て受信者に業務メールと思い込ませ、添付ファ

センター、福岡県商工会議所連合会、福岡県商

イルを開かせようとします。昨今の国際情勢を

工会連合会、福岡県中小企業団体中央会）と公
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的機関（九州経済産業局地域経済部情報政策
特

課デジタル経済室、福岡県商工部中小企業振
興課、福岡県警察サイバー犯罪対策課）で構築

集

したネットワークです。
福岡県警察では本ネットワークに対して定
期的に「F-CSNET通信かわら版」を発出し、
被害防止のため県内での被害事例や新たな犯
罪手口等を紹介しています。
２. SNSを活用した被害防止のための情報発信
福岡県警察本部サイバー犯罪対策課では、
最新のサイバー犯罪の手口や対策などを公式
Twitter、公式Instagram、県警ホームページ
に掲載していますので、是非ご覧ください。
３. 警察への相談や届出の促進
サイバー犯罪の実態を明らかにし、被害を拡
大させないためには被害を潜在化させないこ
とが重要です。
ランサムウェアや不正アクセスなどの被害
に遭った場合は、最寄りの警察署へご相談くだ
さい。
警察では、寄せられたサイバー犯罪に関す
る情報を分析し、事件捜査を行うほか、被害
企業における対策に必要な情報の提供・助言、
他の企業等への被害拡大を防止するための注
意喚起等の被害防止のための取組を行ってい
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ます。
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