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平成3１年１月16日

サイバーセキュリティ関連情報（１月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ 「Windows7 「Office2010」などのサポート終了まで、残りあと僅か！」

、「 」「 」 、Microsoft社は Windows7 WindowsServer2008 を2020年1月14日に

「Office2010」を2020年10月13日に、それぞれのサポートを終了する。以降、脆

弱性が見つかった場合でもアップデートやセキュリティ更新プログラムは提供されなく

なる。

特に「Windows７」などのOS

（オペレーティングシステム）の

サポート終了は、OSそのものだ

けでなく、OS上で稼働するブラ

ウザやテキストエディタのほか、

他のソフトウェアにも及ぶと指摘

されており、メーカー各社は早め

のWindows10環境への移行を強

く勧めている。

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/announce/win7_eos.html

○ 新年にランサムウェアの「ばらまき攻撃」が「顔文字メール」で復活

トレンドマイクロによると 件名とメール本文が ：) ：D などのいわゆる 顔、 「 」、「 」 「

文字」のみとなっている特徴的なメールを経由してマルウェアを拡散させる新たな攻撃

の発生を確認したと発表した。

顔文字の例（6種）

：D

：-）

；）

；-D

：）

；-）

メールに添付されたファイルを受信者が開いてしまうと、最終的にランサムウェアな

どが侵入することを確認しているとのこと。

受信したメールの送信者や内容の正当性をよく確かめ、メールの添付ファイルや本文

中のURLを安易に開かないよう注意を呼び掛けている。

引用 トレンドマイクロセキュリティブログ https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20107



平成3１年２月５日

サイバーセキュリティ関連情報（２月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ ２月１日～３月18日は「サイバーセキュリティ月間」！

政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓発強化のため、

２月１日から３月１８日までを「サイバーセキュリティ月間」とし

ています。国民の皆様にサイバーセキュリティについての関心を高

め、理解を深めていただくため、サイバーセキュリティに関する様

々な取組を集中的に行っていきます。

（ ） 、内閣サイバーセキュリティセンター NISC のホームページでは

身近な話題からサイバーセキュリティに関する基本的な知識を紹介

した「インターネットの安全・安心ハンドブックVer4.00」を公開

し、様々な形での活用を呼び掛けています。

この機会に、ぜひ、サイバーセキュリティに関する理解を深めて

いきましょう！

引用 NISC https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html

○ 「情報セキュリティ10大脅威2019」決定

情報処理推進機構（IPA）は、2018年に発生した社会的に影響があった情報セキュ

リティにおける脅威事案について、有識者、研究者ら約120名からなる「10大脅威選

考会」が選出した「情報セキュリティ10大脅威2019」を発表しました。

なお、IPAは、2月下旬に詳しい解説をウェブサイトで公開するとしています。

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2019.html



平成3１年３月４日

サイバーセキュリティ関連情報（３月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ スマホを所持する中学生の様々なリスク

NTTドコモは、2018年12月14日から17日にかけて、

全国の13歳から15歳のスマートフォンを所有している中学

生男女180名に対してインターネット調査を実施した結果

を発表した。

「49%が親との利用ルールを決めているが、うち63%は

ルールを破った経験がある 「およそ3人に1人が詐欺サイト」

、 」へのアクセス経験があり うち79%は親に相談していない

「48%が紛失、破損、盗難などのトラブルにあったことが

（グラフ：NTTドコモ）ある」などであった。

また、親に隠れて行った行動を見ると「プリペイドカードなどを用いて内緒で課金し

たことがある（19% 「有害サイトを閲覧した事がある（19% 「漫画、音楽などの）」 ）」

違法アップロードサイトを閲覧したことがある（19% 」などの回答も目立った。）

中学生にスマホを持たせる際には、親子でしっかりと利用ルールを話し合い、事前に

できる限りの対策をとっておくことが必要となります。

引用 NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/benefit_po/b_support/

https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/benefit_po/b_charge/index.html

○ 「PayPal 「Amazon」などを装ったフィッシング攻撃に注意」

「PayPal 「三井住友カード 「Amazon 「ゆうちょ銀行」などを装ったフィッシ」 」 」

ング攻撃が確認されているとして、フィッシング対策協議会が注意喚起を行っている。

メール本文では 検証が必要 PayPal 第三者によって不正にログインされた 三、「 （ ）」「 （

井住友カード 「あなたのアカウントは閉鎖されます（Amazon 」などと不安を煽る）」 ）

ような説明があり、リンク先からフィッシングサイトに誘導しようとするもの。

、 （ 、 、 、同協議会ではフィッシングサイトで 情報 メールアドレス パスワード 個人情報

クレジットカード情報等）を絶対に入力しないよう、また、類似した攻撃へ注意するよ

う呼び掛けている。

★クリックしてしまうと…

（ ） （ ）フィッシングメール本文 PayPal 誘導先のフィッシングサイト PayPal

（リンク先のクリック禁止） （情報の入力禁止）

引用 フィッシング対策協議会 https://www.antiphishing.jp



平成31年4月1日

サイバーセキュリティ関連情報（４月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ 宅配便業者を騙る偽メールに注意！

サイバーセキュリティ関連情報（８月号 「佐川）

急便を騙る迷惑SMSメールに要注意」でもお伝え

しているとおり、鳥取県内では、昨年８月以降、

宅配便業者を騙った詐欺相談を多数受理している

ところですが、今年３月中旬以降、再び、新たな

手口による詐欺相談が急増しています。

宅配便業者を騙るメールに記載されたURLにア

クセスすると不審なアプリがインストールされた

り、IDやパスワード、電話番号や認証コードを入

力させるなどの手口により、アクセスしたスマートフォンが偽メールの発信元にされる

、 、 。ほか データの抜き取り 不正なキャリア決済等の被害に遭うことが報告されています

最近では、iPhoneなどのiOS端末を対象として不審な構成プロファイルをインストー

ルさせたあと、フッシングサイトに誘導する手口の被害も確認されています。

宅配便業者を騙る不審なメールは絶対に開かないよう、ご注意をお願いします。

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20190320.html

○ 不正アクセス行為の発生状況などの資料を警察庁が公表

警察庁、総務省及び経済産業省は 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第10、

条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況などの資料を公表しました。

平成30年に都道府県警察から警察庁に報告の

あった不正アクセス行為の認知件数は、1,486件

であり、平成26年と比較して約58.1%減少した

ものの、前年から284件増加しています。不正ア

クセスを受けたアクセス管理者別認知件数では、

一般企業が最も多く1,314件となっています。

また、不正アクセス後の行為として 「メールの盗み見等の情報の不正入手 （385、 」

件 「インターネットバンキングでの不正送金等 （330件 「オンラインゲーム・コ）、 」 ）、

ミュニティサイトの不正操作 （199件）の順となっています。」

引用 総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000606259.pdf



令和元年５月７日

サイバーセキュリティ関連情報（５月号）
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ NISCが企業向けセキュリティハンドブックを公開！

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）は、一般国民

、向けに を作成し「 」インターネットの安全・安心ハンドブック

ウェブサイトで公開しているが、このたび、小規模の事業者や

「小さな中小企業とNPO向け情報セキュリティハNPO向けに

を作成し公開した。ンドブック」

いずれも無料でダウンロードすることができ、企業内の社員

研修時など様々な活用方法で利用することができる。

サイバーセキュリティに関する必要性は感じていても、どこから取り組んで良いか分

からないという方々に、広くご覧いただき、国民全体としてサイバーセキュリティを公

衆衛生のレベルに高められるよう、協力を呼びかけている。

引用 NISC https://www.nisc.go.jp/security-site/blue_handbook/index.html

○ 新元号に便乗した詐欺メールなどが出回っています！【注意喚起】

ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI（au）は、新元号「令和」の発表に伴う偽メー

ルなどが出回っているとして、それぞれ注意を呼びかけている。

ソフトバンクは 「新元号発表に伴い、キャッシュバックキャンペーン」を騙るメー、

、 、「 」 、 （ ）ル NTTドコモは 新元号に伴う料金改正のお知らせ を装ったメール KDDI au

は 「新元号キャンペーン」と称し、料金改定やお得な料金プランを案内する迷惑メー、

ルがそれぞれ出回っているとしており、いずれも、受信した場合はメール本文中のUR

Lリンクを絶対にクリックしないよう注意喚起している。

今年度に入ってからも「元号に合わせてキャッシュカードも変わる」等と言って高齢

者らからカードをだまし取る詐欺事件が全国で相次いでいるほか、天皇陛下が譲位され

るのに便乗し、記念写真集の購入を勧誘する悪質商法なども広がっている。

また、２０２０年の東京オリンピックや２０２５年の大阪万博に関連した手口の被害

も発生している。

新元号に伴う詐欺の手口や話題の出来事を悪用した詐欺の手口による犯罪被害に遭わ

ないよう、ご注意をお願いします。

不審なメール・電話・郵便物など受けて困った時には、お金を支払う前に、警察にご

警察総合相談電話 ♯９１１０相談をお願いします。 ☎

引用 auサポート https://twitter.com/au_support

引用 NTTﾄﾞｺﾓ https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/column/20170509/

引用 SoftBank https://twitter.com/SoftBank



令和元年６月３日

サイバーセキュリティ関連情報（６月号）
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ 2018年のフィッシング報告は約２万件で前年比約２倍！

2018年中にフィッシング対策協議会へ寄せられたフィッシング報告件数は、

1万9,960件で、前年に比べ約２倍に増加していることがわかった。

5月29日、フィッシング対策協議会が発表した「フィッシングレポート2019」に

よると、銀行やクレジットカード会社を騙るフィッシングの報告も依然としてある中、

宅配業者、仮想通貨交換所、映像配信事業者などを騙るフィッシングなども報告されて

おり、攻撃者の対象とするサービスが多様化してきて

いることがうかがわれる。

また、2018年はAppleやAmazonなどのメジャー

ブランドを騙り、クレジットカード情報の詐取を目的

とするものやMySoftbankなどを騙り、キャリア決済

にログインするためのIDとパスワードの不正詐取を行

うフィッシングサイトが多く確認されている。

引用 フィッシング対策協議会 https://www.antiphishing.jp/report/wg/phishing_report2019.html

○ 東京五輪公式サイトの類似ドメインが大量取得！

早稲田大学の森達哉教授の研究グループは、東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の公式サイトで使用するドメイン『tokyo2020.org』に類似したドメインが大量

に取得されているという調査結果を取りまとめた。

文字列「tokyo 「2020」の双方が順不同で含まれるドメインの登録は、５月27日」

の時点で956件、トップレベルドメイン別に見ると

「.com （404件 「.tokyo （189件 「.org （95件 「.net （68件）」 ）、 」 ）、 」 ）、 」

などとなっている。

利用目的は定かではないが、金銭的な詐欺やフィッシング攻撃に悪用される可能性も

あり、セキュリティ研究者が注意を呼びかけている。

引用 SecurityNEXT http://www.security-next.com/105352

また 「TOKYO 2020」に関しては、東京オリンピック・、

パラリンピック競技大会組織委員会が商標を登録済みであり、

公式サイトにおいても、ネットショップやオークションサイト

で大会公式エンブレム等のデザインを無断使用した偽造品の出

品が一部確認されていることや偽造チケットが出品されるおそ

れがあることから、観戦チケットは公式チケット販売チャネル

で購入するなど、関連商品等を購入する際は被害にあわないよ

う注意を促している。

引用 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 公式サイト https://tokyo2020.org/jp/



令和元年７月2日

サイバーセキュリティ関連情報（７月号）
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ NTTドコモを騙る偽ショートメッセージ SMS に注意！（ ）

本年6月21日、フィッシング対策協議会は、NTTドコモ公

式のショートメッセージ（SMS）に紛れ込み、フィッシング

サイトへ誘導するショートメッセージの報告を受けているこ

とを発表した。NTTドコモ公式サイトでも、偽のSMSに記載

のURLにアクセスすることで、dアカウントのID/パスワード

やdカード情報などを詐取され、不正利用された被害が発生し

ていることを公表しており、リンクにアクセスしないよう注

意を呼び掛けている。

フィッシングSMSの送信元が、ドコモ公式SMSと全く同じ

となっているため、同じスレッドに表示されるとのことで、

利用者がフィッシングであると判断することが困難になって

いる。

被害にあわないためにリンクを開かず、万が一、アクセス

したとしても個人情報は絶対に入力しないで下さい。

引用 フィッシング対策協議会 https://www.antiphishing.jp/news/alert/docomo_20190621.html

NTTドコモ公式サイト https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/column/20190617/

○ 「NOTICE」調査結果 注意喚起の対象は、延べ147件！

（ ） 、 （ ）総務省及び情報通信研究機構 NICT は インターネットサービスプロバイダ ISP

と連携し、本年2月20日から、サイバー攻撃に悪用されるおそれのある脆弱なIoT機器

を調査し、注意喚起を行う取組「NOTICE」を実施しているところであるが、本年6月

28日、その実施状況を発表した。

調査対象となったIPアドレスのうち、IDとパスワードが入力可能であったものは、約

3万1,000件から約4万2,000件で、脆弱なIDとパスワードによりログインでき、注意

喚起の対象となったものは、延べ147件であった。

現時点では容易に推測されるID・パスワードを設定している又は既にマルウェアに

感染していると判明したIoT機器の数は少ない状況と考えられるものの、今後もマルウ

ェアの感染活動は継続するとして、引き続き、適切なID・パスワードの設定やファー

ムウェアの最新版へのアップデート等のセキュリティ対策の徹底に務めることが重要で

あると説明している。

引用 総務省 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00033.html



令和元年8月1日

サイバーセキュリティ関連情報（８月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ NTTを装い「電話料金 「高額」などと不安を煽るSMSに注意！」

NTTドコモやNTTからのお知らせを装い「高

額な料金の発生」や「不正利用の検知」といっ

たフィッシングSMSが届く事例が報告されてお

り、同社では注意を呼びかけている。

送信元は、＋85で始まる電話番号のものが多

く、本文にはフィッシングサイトへ繋がるリン

ク先が記載され 「ｄアカウント」のIDやパスワ、

ード、暗証番号、クレジットカード情報などを

詐取しようとするケースが確認されている。

NTTドコモを装った偽SMSについては、

前回の７月号でもお伝えしたとおり、公式と

同じ「NTT DOCOMO」の文字列を使用し

※ 写真は、実際に当課員が受信したNTTを装う同じスレッド上に表示される事例もあり、

偽SMSの画面あわせて注意が必要です。

NTTドコモ公式サイト https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/190725_01.html

○ J-CRATへの2018年度下半期の標的型攻撃相談は258件

情報処理推進機構（IPA）が標的型攻撃の被害拡大防止に向けて、2014年7月に発

足させ、支援活動を行っているサイバーレスキュー隊「J-CRAT」の「標的型サイバ

ー攻撃特別相談窓口」に提供された状況を取りまとめた結果、2018年度下半期の標的

、 。型攻撃の相談は258件であり 155件だった2018年度上半期の約1.7倍に増加した

そのうち、J-CRATのレスキュー支援の対象となったケースは93件で、34件だっ

た2018年度上半期の約3倍近くに跳ね上がった。

標的型サイバー攻撃の侵入段階における

手口として、引き続き標的型攻撃メールが

用いられた他に、ネットワーク経由で侵入

され攻撃活動が開始されたと推定される事

例が複数の組織で確認された。

また、外部機関から連絡を受けたことを

契機として、3年間以上の長期感染が確認

される事例もあり、セキュリティソフトを

導入し、OSやアプリケーションの最新化を

行っていても検知されないバックドアや侵

入ツールが仕掛けられるケースもあった。

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/J-CRAT/index.html



令和元年９月２日

サイバーセキュリティ関連情報（９月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ IPA「情報セキュリティ白書2019」発行

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、企業・組織のシステム管理をはじめとす

るセキュリティ業務に関わる方、関心のある方を対象に、情報セキュリティインシデン

トや攻撃の手口に関する現状及び対策に役立つ情報を提供すること、また、パソコンや

スマートフォンを使用する一般の方に対しても、身近にある情報セキュリティ上の脅威

への認識を促すことを目的とした書籍「情報セキュリティ白書」を2008年から毎年発

行している。

最新版となる「情報セキュリティ白書2019」では、情報セキュ

リティインシデントの具体的事例や攻撃の手口、政策や法整備の状

況等を網羅的に取り上げ、2018年度に注目されたテーマとして、

制御システム、IoT、スマートフォン、ITサプライチェーン、AIに関

するセキュリティが掲載されている。

IPAのホームページから会員登録及びアンケート回答により、同

書籍PDF版の無料入手が可能となっている。

参考 IPA https://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2019.html

○ パスワードスプレー攻撃に注意

パスワードスプレー攻撃とは、一般的に用いられることが多い安易なパスワードを使

用しつつも、特定のIDに対する連続攻撃を避け、アカウントのロックを避けつつ、ロ

グインを試行する攻撃手法 「low-and-slow攻撃」や「リバースブルートフォース攻。

撃」などと呼ばれることもある。同じIDに対してログインの試行を連続して行わず、

大量に用意したリストに対して単一のパスワードを試行していくことで特定のIDに対

する攻撃間隔を広げてシステムにおける異常検知などを回避。同一組織内で大量のエラ

ーが集中しないよう、組織横断的なリストが用いられるケースもある。

オーストラリアサイバーセキュリティセンターによると、オーストラリア国内の組織

に対する大規模なパスワードスプレー攻撃が展開されているとして注意を呼びかけてお

り、同国外に対する攻撃状況については言及していないものの、国をまたがって攻撃が

展開されている可能性もあり注意が必要。

JPCERTコーディネーションセンターでは、パスワードスプレー攻撃への効果的な

セキュリティ対策として、

・多要素認証が有効な場合は使用する

・可能な限り長い文字列を使用し、簡単なパスワードを使用しない

・パスワードを他人に教えたり、目に付く場所に残さない

・アカウントロックの仕組みを導入し、適切に設定を行う

などを挙げ、IDとパスワードの適切な管理を心掛けるよう呼びかけて

いる。

引用 Security NEXT http://www.security-next.com/107262

JPCERTコーディネーションセンター https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2018040401.html



令和元年10月１日

サイバーセキュリティ関連情報（10月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ サポート詐欺の被害相談が県内で急増！

インターネットを閲覧中に「ウイルスに感染した 「ハッキングされました」などと」

嘘の警告画面を表示させて電話をかけさせ、有償のソフトウェアをインストールさせた

り、サポート契約を結ばせたりする詐欺の手口（通称サポート詐欺）の被害相談が県内

で急増しています。

実際には感染しておらず、突然の警告表示や音声

等を使用してインターネット閲覧者の不安をあおり

困惑させる心理を悪用した悪質な詐欺行為です。

右図のような画面が突然、パソコンで表示されて

も決して慌てること無く画面を閉じて下さい （注）。

表示された電話番号に電話をかけたり、指示に従

って購入や契約を絶対に行わないで下さい。

もしも心配な時には、警察にご相談下さい。

（注）画面が閉じない場合は、ブラウザを強制終了するか、パソコンを再起動して下さい。

参考 IPA https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20180718.html

○ 安全なウェブサイトの運営管理に向けて

ウェブサイトの脆弱性や運用管理の不備を悪用された情報漏えいやウェブページの改

ざん等の被害が多発しています。情報漏えいやウェブページの改ざんなどの被害が発生

、 、 、 、すると ビジネスやサービスの中断 停止 またそれによって生じた損失への補償など

事業に直接的な影響を生じるおそれがあります。

安全にウェブサイトを運用管理するためには、下図が示す対象ごとに適切な対策を実

施することが必要です。ウェブサイト運営者、システムおよびネットワーク管理者の方

、 「 」 、は IPAの ウェブサイトのセキュリティ対策のチェックポイント20ヶ条 を確認し

対策がとられていない項目があった場合には早急に対策をして下さい。

※脆弱性に関する最新の情報を常日頃

から収集しておくことも重要です。

セキュリティ関連情報を公開してい

るサイトを定期的に確認しましょう。

IPA

https://www.ipa.go.jp/index.html

JPCERT/コーディネーションセンター

https://www.jpcert.or.jp/

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.htm

ウェブサイトのセキュリティ対策のチェックポイント20ヶ条チェックリスト

https://www.ipa.go.jp/files/000070296.xlsx



令和元年11月１日

サイバーセキュリティ関連情報（11月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ 東京2020、ラグビーW杯便乗詐欺にご注意を！

東京オリンピック・パラリンピックの観戦チケット当選や

ラグビーワールドカップ無料ライブ配信などを謳い文句に誘

導して金銭やクレジットカード情報をだまし取る不審なサイ

、 。トが確認されており 警視庁などが注意を呼び掛けています

東京パラリンピック観戦チケットの当選を装う偽メールに

記載されたURLへアクセスするよう求め、手付金５万円の支

払いを求めるメールが出回っていると警視庁が発表している

ほか、現在、国内で開催中の「ラグビーワールドカップ」の

人気に便乗し 「無料ライブストリーミング中継」と記載され、

た偽サイトに誘導してアカウント登録を促し、最終的にクレ

ジットカード情報の入力を求める不審なサイトなども確認さ

れています。

これまでにも新元号改元やオリンピック、ワールドカップ

などのビッグイベントに便乗する詐欺が発生しており、注意

参考 警視庁サイバーセキュリティ対策本部の公式ツイッターが必要となります。

https://twitter.com/MPD_cybersec/status/1179327810361593859

○ 不正送金被害の急増について（注意喚起）

令和元年(2019年)９月からインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被

害が急増しています。

インターネットバンキングに係る不正送金被

害については平成28年(2016年)以降、発生件

数・被害額ともに減少傾向が続いており、令和

元年上半期(１月から６月までの６か月間)にお

ける発生件数は183件、被害額は約１億6,600

、 、万円でしたが ８月における発生件数は105件

被害額は約7,400万円、また、９月における発

生件数は436件、被害額は約４億2,600万円で

あり、９月の数値について、発生件数は平成24

年(2012年)以降最多、被害額は２番目に多い水準となっています。

被害の多くはフィッシングによるものとみられます。具体的には、金融機関(銀行)を

装ったフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導する、メールやショートメッセ

ージ(SMS)が多数確認されています。このようなメールやSMSに記載されたリンクか

らアクセスしたサイトにID・パスワード等を入力しないよう御注意ください。

引用 警察庁 https://www.npa.go.jp/cyber/policy/caution1910.html

参考 JC3 https://www.jc3.or.jp/topics/banking/phishing.html



令和元年12月２日

サイバーセキュリティ関連情報（12月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ キャッシュレスサービスなどに便乗した詐欺に注意！

10月1日からの消費増税に伴い、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度が

スタートしました。電子マネーやクレジットカード、スマートフォンの決済アプリ「〇

〇ペイ」など現金以外のサービスを利用することでポイントが還元となる制度です。

しかし、この制度に便乗したものと思われる詐欺などの手口により 「勝手に買い物、

をされた 「残高がなくなっている 「カード番号を送ってしまった」といった相談が」 」

増加しています。主な手口は、SMSや電子メールで「利用中のキャッシュレスサービ

スで未納料金が発生しています。至急、確認をお願いします 」などのメッセージが届。

き、リンク先をタップすると偽サイトに誘導され、コンピュータウイルスがインストー

ルされたり、IDやパスワード、クレジットカード情報等の個人情報

の入力を促されるものです。

「未納料金 「至急」などの不安や焦りを誘う文言などに惑わさ」

れることなく、いったん落ち着いて事実を確認したり、警察に相談

したりするなどの対応をお願いします。

被害に遭ってしまった場合は、IDやパスワードの変更、クレジッ

トカードの停止措置を行い、管轄の警察署まで資料を持参の上ご相

談ください。

○ マルウエア「Emotet（エモテット 」の感染拡大に注意！）

JPCERTコーディネーションセンターは、10月後半よりマルウエア「Emotet」の

感染に関する相談を受けていることを発表しており、特に実在する組織や人物になりす

ましたメールに添付されたWord文書ファイルを実行することによって感染する被害が

拡大しているとして注意を呼び掛けています。

「Emotet」は実在する人物や組織になりすましたメールを送り付けて端末をウイル

ス感染させ、端末内から窃取したメールアドレスの連絡先や本文などの情報をもとに新

たななりすましメールを作り出す自己拡散型のウイルスであり、10月中旬以降、日本

国内で400以上の組織を名乗ったなりすましメールが観測されています。

同センターは、感染被害防止対策として 「組織内への注意喚起 「Wordマクロの自、 」

動実行の無効化※ 「セキュリティ製品の導入 「メールログ有効化 「OSの定期的な」 」 」

パッチ適用 「定期的なバックアップ」などの対応を実施するよう呼び掛けています。」

※【マクロ無効化の設定方法】

Microsoft Office Wordのセ

キュリティセンターのマクロの

設定で 「警告を表示してすべて、

のマクロを無効にする」を選択

してください。

参考 JPCERTコーディネーションセンター https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190044.html



令和2年1月7日

サイバーセキュリティ関連情報（1月号）
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

パソコン、ハードディスクを処分する時の注意点○

今年1月14日のWindows7サポート終了を機に、古いパソコン

を処分して、新しいパソコンに買い換えを検討している方も多いと

思います。

しかし、昨年12月、神奈川県の行政文書を保存したハードディ

スクがインターネットオークションで売られ、情報流出した事件が

問題となっているように、パソコンを処分する際、個人情報が第三

者の手に渡ってしまうリスクを回避することが重要となります。

パソコンの中には、アドレス帳や写真、文書だけでなく、場合によっては、IDやパ

スワード等のアカウント情報やクレジットカード情報等、様々なデータが記録されてい

ます。データを消去する場合、対象ファイルをゴミ箱に入れて「ゴミ箱を空にする」を

実行しただけでは不十分です。また、初期化したり、工場出荷状態に戻したりしても、

データ復元ソフトを使えば、表面上は見えなくなっているデータを容易に復元できてし

まいます。

パソコンやハードディスクを処分する際は、必要なデータを必ず新しい機器等に保存

した上で、データ消去ソフトを使用して、元のデータを復元できない状態にするか、専

門業者に依頼して物理的に破壊されたことを確実に確認しましょう。

、 、 。詳細は パソコン ハードディスクの各メーカーのサポートページを参照しましょう

○ 「Chrome」にフィッシングのリアルタイム警告機能

Googleは、米国時間2019年12月10日、フィッシングのリンクかどうかをリアル

タイムにチェックする機能を「Chrome」ブラウザに追加したと発表しました。

このフィッシング保護機能の強化により、訪問したURLを、ローカルに保存された

30分毎に更新されるリストではなく、Googleのブロックリストとリアルタイムで照

合するようになりました。

、 」 。ウイルス対策ソフトと併用して ｢Chrome のフィッシング対策をお願いします

参考 フィッシング対策協議会 https://www.antiphishing.jp/news/entry/20191212_cnet_japan.html

ニュース元 CNET JAPAN https://japan.cnet.com/article/35146670/



令和2年2月3日

サイバーセキュリティ関連情報（2月号）

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

○ 新型コロナウイルスをめぐる偽メール出回る

京都府の保健所をかたり、新型コロナウイルスへの注意を呼びかける偽メールが出回

っています。偽メールに添付されたファイルを開くと、コンピューターウイルスに感染

するおそれがあり、保健所では不審なメールは削除するよう呼びかけています。

偽メールには添付ファイルや本文に書かれたリンクを確

認するよう書かれており、開くとコンピューターウイルス

に感染して個人情報などが流出するおそれがあり、保健所

には1月28日以降、全国からの問い合わせが100件以上、

相次いでいます。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）でも、偽メールは

件名や本文を変えながら断続的にばらまかれていて一見し

ただけでは不自然な点は少なく、不審と判断するのが難し

いとして、マルウェア「Emotet」と同様にメールの添付フ

ァイルなどを開く際にはサイバー攻撃ではないか一度立ち

止まって考えてほしいと注意を呼びかけています。

（保健所をかたる偽メール）

引用 IPA https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html#L12

○ 情報モラル・セキュリティ教育の指導者向け教材をIPAが公開

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、情報モラル・セキュリティ教育に関する

指導者向け教材の試行版を公式サイトで公開しています。

教材は、小学1～3年、小学4～6年、中学生・高校生以上、保護者・一般に分類され

、「 」「 」「 」ており SNSとのつきあい方 インターネットの基礎知識 身近になったICT機器

などの7つのテーマ、22種類で構成され、受講対象者の理解度に合わせた内容となっ

ています。

また、PDFやパワーポイント資料のほか、動画教材も用意されており、指導のポイ

ントや講義する上で必要となる基礎知識なども網羅されています。

現在、公開中の試行版は、利用規約に同意し、アン

ケートに答えることでダウンロードした教材のzipファ

イル解凍パスワードを入手することがきます。

学校での授業、地域での活動、各種セミナーや研修

、 、等で活用することができますので 教育関係者の方は

ぜひ、ご利用してみてはいかがでしょうか。

まもるくん』IPAマスコット『

参考 IPA https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/material.html







平成３１年２月２６日

総 会 開 催 報 告
鳥取県サイバーセキュリティ対策ネットワーク事務局

第４回鳥取県サイバーセキュリティ対策ネットワーク総会
開催日：平成31年２月15日（金）午後２時から午後３時30分

場 所：鳥取県警察本部５階 大会議室

第４回鳥取県サイバーセキュリティ対策ネットワーク総会では、本年度の活動報告の

ほか、本ネットワークの設置要綱の改正、新規会員の加入承認と来年度の活動内容の

検討を行いました。

本総会における報告・協議事項は、以下のとおりです。

○ 「情報セキュリティ対策７か条」の完成

○ 「インターネット安全利用関係資料集2019」の完成

○ 設置要綱改正

○ 一般社団法人日本損害保険協会中国支部鳥取損保会様

の新規加入

○ 平成31年度における活動方針

【 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 ７ か 条 】
十分な情報セキュリティ対策体制が構築されていない組織

であっても、組織の一人ひとりが実践することで基礎的な情

報セキュリティ対策をとることができるツールです。

情報セキュリティ対策の必要性を伝える漫画と基礎的な

情報セキュリティ対策のガイドラインとなる７項目を盛り込

んでいます。

現在、ウェブサイトにて、カラー版及びモノ

クロ版のPDFファイルを公開中です。

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/283222.htm

【インターネット安全利用関連資料集2019】
鳥取県内で発出されているインターネット安全利用等に関

する様々なチラシ、リーフレット、会報内のコラムなどをと

りまとめた資料集です。

内閣サイバーセキュリティセンター発行の「インターネッ

トの安全・安心ハンドブックVer4.00」合併して、基礎知識

などを網羅した資料集となっています。

現在、ウェブサイトにて、PDFファイルを公開中です。

PDFファイルでは、キーワード検索や資料発

行元へのリンクが有効となっています。

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/271625.htm

【 新 規 会 員 加 入 】
一般社団法人日本損害保険協会中国支部鳥取損保会様のご加入により、鳥取県サイバ

ー犯罪対策ネットワークの参加団体は、18団体・機関となりました。

事務局：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課



平成31年２月８日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」
開催日：平成31年１月28日（月）午後１時から午後２時30分（90分）

場 所：公立鳥取環境大学本部・講義棟１階 １１講義室

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

平成30年度とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」における講師派遣依

頼を受け、公立鳥取環境大学において、サイバーセキュリティ講座を実施しました。

講座の内容は、

『サイバーセキュリティ対策』～サイバー犯罪に巻き込まれないために～

と題し、治安に関する世論調査結果やサイバー犯罪に関する情勢を踏まえて、サイバ

ー犯罪被害の防止対策などについて講演しました。

内閣府が平成29年９月に行った世論調査におい

て、国民が不安を感じる犯罪として、インターネ

ットを利用した犯罪が、詐欺、窃盗、傷害などの

現実空間における犯罪を初めて上回り、サイバー

空間における警察活動への要望が年々、増加して

いることを説明した後、インターネットを利用し

た最新の犯罪手口などを紹介し、サイバー犯罪に

。巻き込まれないための対策について説明しました

本講座は、鳥取県生活環境部くらしの安

心局消費生活センターと公立鳥取環境大学

が連携し、県民と大学生が一緒に、消費生

活に関する様々な分野の高度な知識を習得

できるものとなっており、毎年開催されて

います。

本講座には、

大学生 113名、一般受講者 45名

（合計 158名）

の皆様にご参加いただきました。

ご清聴いただき、ありがとうございました。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



平成31年２月６日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

米子松蔭高等学校におけるサイバーセキュリティ講話
開催日：平成31年２月４日（月）午前９時55分から午前10時40分（45分）

場 所：学校法人米子永島学園米子松蔭高等学校 第一体育館

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

学校法人米子永島学園米子松蔭高等学校卒業前の第３学年の生徒さんを対象とした

サイバーセキュリティ講話を実施しました。

講話の内容は、

スマートフォンのセキュリティ対策、SNSによるストーカー対策

と題し、生徒さんが実際に使用しているスマートフォンを使って、セキュリティ設定

の確認を一緒にしながら実演するとともに、インターネット掲示板やSNS等を利用

して青少年が犯罪被害に巻き込まれた事例などを紹介して、被害者にも加害者にもな

らないための対策について講演しました。

２月１日から３月18日までのサイバーセ

キュリティ月間の期間中であり、春の卒業、

進学、就職シーズンに向け、スマートフォン

やSNSの安全安心な利用のためのリテラシー

向上に重点をおいたタイムリーな講話とな

り、生徒の皆さん、そして、教職員の方々も

含めた実効性のある講演となりました。

サイバーセキュリティ講話には、

生徒 192名、教職員 10名 （合計 202名）

の皆様にご参加いただきました。

ご清聴いただき、ありがとうございました。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



平成30年２月25日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

（一社）鳥取県損害保険代理業協会におけるサイバーセキュリティ講演

開催日：平成31年２月19日（火）午後１時30分から午後２時50分（８0分）

場 所：鳥取市福祉文化会館３階 会議室２

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

一般社団法人鳥取県損害保険代理業協会鳥取支部・倉吉支部合同セミナーにおいて

サイバーセキュリティ講演を実施いたしました。

講演内容は、

『サイバーセキュリティ対策 ～犯罪被害にあわないために～』

と題して、無線LANの設定、IoT機器の危険性、ネット詐欺の手口について説明し、

それぞれの被害防止対策について講演しました。

近年、急速に普及しているスマートスピ

ーカーやロボット掃除機、遠隔制御可能な

防犯カメラなどのIoT機器のセキュリティ設

定の重要性や乗っ取り被害にあうリスクな

どを説明するとともに、政府が行う施策や

今後のサイバーセキュリティ対策のあり方

などについて学んでいただきました。

また、全国で発生しているサイバー犯罪・サイバー攻撃の実例や様々なネット詐欺

の手口の紹介とその対処方策などについても勉強していただきました。

参 加 さ れ た 会 員 様 から 『 ス マ ート、

フォンを使ったデモンストレーション

やアニメーションや動画を駆使したス

ライドによる説明は、とてもわかりや

すかったです。地区の講習会で、ぜひ

講 演 を お 願 い し ま す 』 との ご 意 見、。

ご要望もいただき、たいへん効果の高

い講演会となりました。

２月１日から３月18日までの期間中は、政府がサイバーセキュリティに関する取

組を集中的・重点的に推進するサイバーセキュリティ月間です。

鳥取県警察でも積極的な普及啓発活動を実施しております。

ぜひ、ご協力をお願いします。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



平成30年３月13日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

公益財団法人鳥取県保健事業団におけるサイバーセキュリティ講演

開催日：平成31年３月11日（月）午後３時5分から午後４時5分（60分）

場 所：公益財団法人鳥取県保健事業団本部健診センター２階 多目的ホール

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

公益財団法人鳥取県保健事業団職員研修会において、サイバーセキュリティ講演を

実施いたしました。

講演内容は、

『サイバーセキュリティ対策 ～犯罪被害にあわないために～』

と題して、無線LANの設定、IoT機器の危険性、ネット詐欺の手口について説明し、

それぞれの被害防止対策について講演しました。

研修会は、同事業団のテレビ会議シ

ステムを利用して３会場で行われ、東

部地区会場で講師の講演状況を撮影し

ながら、中部地区、西部地区の２会場

で撮影されている映像もリアルタイム

に同時配信しながら多画面でスクリー

ンに映し出すという先進技術を活用し

た革新的なものでした。

講演では、なりすましによる無

線 LANで の 情 報 流 出 や ウ イ ル ス

感染、急速に普及しているスマー

トスピーカーやロボット掃除機な

どの IoT機器のセキュリティ設定

などについて解説し、政府が行う

施策や今後のサイバーセキュリテ

ィ対策のあり方などについて学ん

でいただきました。

また、全国で発生しているサイバー犯罪・サイバー攻撃の実例や様々なネット詐欺

の手口の紹介とその対処方策などについても勉強していただきました。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



令和元年５月13日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

米子工業高等専門学校におけるサイバーセキュリティ講義
開催日：令和元年５月９日（木）午後２時30分から午後３時３0分（６0分）

場 所：米子工業高等専門学校 合同講義室

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

米子工業高等専門学校第３学年の学生（207名）と教職員（８名）の皆様を対象

としたサイバーセキュリティ講義を実施しました。講義の内容は、

『スマートフォンのセキュリティ対策のポイント』

と題し、学生や教職員の皆様方に、普段、実際に使用しているスマートフォンを操作

してもらいながら、セキュリティ設定をひとつひとつ確認していただくという参加・

体験・実践型の講義でした。

スマートフォンの基本的なセキュリ

ティ設定を実践していただくことで、

サイバー犯罪に巻き込まれるリスクを

大幅に低減させることができることを

具体的に体験してもらいながら、セキ

ュリティ対策の重要性を実感していた

だきました。

Twitter、LINE等のSNSを通じて、

児童、学生が被害者となる事件が後を

絶たない中、今後の明るい未来を担っ

ていく学生の皆様には、犯罪被害者に

ならないための、そして、反対に加害

者にならないための心構えについて、

しっかりと学ぶ良い機会となったこと

と思います。

鳥取県警察サイバーセキュリティ対策アドバイザー

である

米子工業高等専門学校

情報教育センター長 松本正己 教授

にも、ご協力をいただきました。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



令和元年６月３日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

鳥取大学全学共通科目における「インターネットと犯罪」の講義

開催日：令和元年５月21日（火）10時30分から12時００分（90分）

場 所：鳥取大学共通教育棟C棟２階C22講義室

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課長 松原信成、同課係長 福井 貴

鳥取大学において全学共通科目「インターネットと犯罪」と題する社会安全政策論

の講義を鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課長松原信成と同課係長福井貴が実施し、

大学生15名と担当教員 後藤和雄先生が聴講しました。

講義前半、平成29年９月に実施した内閣

府の世論調査結果に基づき、松原課長が、国

民が不安に感じる犯罪、取り締まって欲しい

犯罪の種別が、いずれも現実空間からインタ

ーネット空間における犯罪に移行しているこ

とについて説明し、今後、インターネットを

利用した犯罪への警察の対応が求められてい

る現状などについて講義しました。

【サイバー犯罪対策課長 松原信成】

講義後半、福井係長が、サイバー犯罪の検挙件数が年々増加し、平成30年中の全

国統計が過去最高の9,046件となっていることに加え、サイバー犯罪等に関する相

談受理件数についても高水準で推移しており、平成30年中の全国統計は12万6,815

件で、相談内容についても詐欺、悪徳商法に関するものが約半数を占めていることな

どについて説明し、鳥取県内における具体的なサイバー犯罪検挙事例や相談事例など

について講義しました。

また、鳥取県の産学官連携の取組み事

例や大学生ボランティアとの活動事例な

どを紹介した後、受講生が実際に使用し

ているスマートフォンを使って、セキュ

リティ設定の確認を行いました。

こ れ か ら の 未 来 を 担 う 大 学 生 に と っ

て、今後、サイバー空間の脅威への対処

がいかに重要であるかを十分に理解でき

たことと思います。 【サイバー犯罪対策課 係長 福井 貴】

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



令和元年６月３日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

鳥取県・鳥取地区金融機関防犯協議会合同定期総会におけるサイバー講演

開催日：令和元年５月2２日（水）午後２時20分から午後３時（40分）

場 所：鳥取銀行本店ビル３階大会議室

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

鳥取銀行本店で開催された2019年度鳥取県・鳥取地区金融機関防犯協議会合同定

期総会において、サイバーセキュリティ講演を実施しました。

今回の講演では、他府県で発生

しているスマートフォンのファイ

ル共有機能を悪用した迷惑防止条

例違反事件を事例として、その犯

行手口による被害を疑似体験して

もらったほか、なりすましによる

FreeWi-F iのアクセスポイントへ

の接続体験、リモートデスクトッ

プアプリを使ったパソコンの遠隔操作の実演などのデモンストレーションを交えて、

サイバーセキュリティ対策の必要性について真に感じてもらうことを目的として行い

ました。

そのほか、2020年開催の東京オリンピックを踏ま

えた政府の取組みとして、公衆無線LANの規制強化

の対策、サイバー攻撃に利用されるおそれのあるIoT

機器の調査・注意喚起を実施している「NOTICE 、」

電気通信事業法改正に伴うIoT機器のセキュリティ対

策の義務化などについて解説し、今後のセキュリティ

対策のあり方などについて講演しました。

金融業界においても、スマートフォンを使

、った決済や送金などのサービスを中心として

今後、FinTech（金融技術）が進化していく

ことが予想されることから、金融機関と警察

がしっかりと連携して被害防止対策を行い、

安全安心なサイバー空間を構築していかなけ

ればならないことについて確認しました。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



令和元年７月11日

サイバーセキュリティ講演開催報告
鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課

鳥取地区金融機関新入行（職）員等防犯研修会
開催日：令和元年７月10日（水）午後２時30分から午後３時30分（60分）

場 所：鳥取警察署３階大会議室

講 師：鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴

鳥取県金融機関防犯協議会様からの講師派遣依頼を受けて、鳥取地区金融機関新入

行（職）員に対するサイバーセキュリティ講演を実施しました。

講演の内容は 『サイバーセキュリティ対策』と題し、金融犯罪の被害防止対策、、

スマートフォンのセキュリティ設定などについて研修しました。

全国では依然として発生し続けているインタ

ーネットバンキングの不正送金事案とインター

ネットを利用した特殊詐欺事案が県内では今年

に入ってから発生していないことを紹介し、県

民の安全安心を守るためには、今後も金融機関

の皆様方と警察との連携が必要不可欠であり、

これからも連携を強化していく必要があることを確認させていただきました。

また、近年における先端技術の急速な発達により、教育機関や一般企業だけでなく

金融業界にも、FinTech（金融技術）と呼ばれるテクノロジー化の波が加速してい

ることなどについても触れ、大切なお金を保管・管理している金融機関の皆様にとっ

て、サイバーセキュリティ対策がいかに重要であるかを説明しました。

さらに、個人のスマートフォンについても、セキュリティ設定をしっかり行ってい

なければ情報漏えいやウイルス感染の危険性があることを各種事例に基づいて説明

し、基本となるロック設定、パスワード設定、二段階認証設定等について実演を交え

ながら確認していただきました。

こ の 講 演 を 通 じ 、 若 い 新 入 職

員 の 皆 様 方 に は 、 ま ず は 自 分 自

身 が 犯 罪 被 害 に あ わ な い こ と 、

そ し て 、 更 に 金 融 犯 罪 か ら 県 民

の 安 全 安 心 を 守 っ て い く 大 切 な

役 割 を 担 っ て い る 存 在 で あ る こ

と を 再 認 識 し て い た だ け た も の

と思います。

ご意見・ご要望などございましたら、お気軽にご連絡をお願いします。

鳥取県警察本部サイバー犯罪対策課 TEL 0857-23-0110（内線3424）



フィッシングにご注意をお願いします︕
フィッシング（Phishing）とは、⾦融機関や通信事業者、通信販売業者

等の実在する企業を装って偽メールを送りつけ、受信者にリンク先から偽の
ウェブサイトへアクセスさせ、パスワードやクレジットカード情報等を⼊⼒
させて個人情報を詐取する手口のことです。

最新セキュリティ情報はこちらから

鳥取県警察本部
総合相談電話 ☎ ＃9110
サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴
☎ 0857-23-0110 （内線 3424）
URL https://www.pref.tottori.lg.jp/police/

参考︓フィッシング対策協議会 URL https://www.antiphishing.jp/

そのほかにも…
『異常な活動－アカウントを保護して下さい。』
『アラート:あなたのアカウントは閉鎖されます。』
『アカウントのセキュリティ審査を実施してください。』
『緊急通知︓クレジットカードの有効期限が切れています︕』など

そのほかにも…
@●●●●on.com
@●●●●-shop.com
@●●●●-design.com
@●●●●-gro.com
@●●●●-info.com
@●●●●now.net
@●●●●online.com など

そのほかにも…
・あなたのアカウントは閉鎖されます。
・これは非常に重要なメールです。
・個人情報をリセットすることをお勧

めします。
・至急リンクをクリックして下さい。

など

フィッシングサイトに個⼈情報を⼊⼒してしまった場合は︖
IDやパスワードの変更、クレジットカードの停止措置を⾏い、管轄の警察署まで資料を持参の上、ご相談ください。



Word文書が添付されたメールに注意！
過去にやり取りした組織や人物になりすましたメールに添付されているWord文書ファイルを

実⾏することで感染するマルウェア「Emotet（エモテット）」による被害が増加しています。
感染すると端末に保存されたメール本文やアドレス帳、WEBブラウザに保存された認証情報等
が流出するほか、ネットワークに接続されている他の端末にも感染が広がり、さらに感染した端
末のメールアドレスを使って、アドレス帳やメール送受信記録に基づいて作り出された新たな
「なりすましメール」が関係者に宛てて⼤量に送信され、被害が拡⼤します。

最新セキュリティ情報はこちらから

鳥取県警察本部
総合相談電話 ☎ ＃9110
サイバー犯罪対策課 警部補 福井 貴
☎ 0857-23-0110 （内線 3424）
URL https://www.pref.tottori.lg.jp/police/

参考：JPCERTコーディネーションセンター
URL https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190044.html

過去にメールで実際にやり取りした実在する組織
や人物のメールアドレスで送信されます。

感染被害防止対策として
・Word文書が添付された送信元への問合せ
・OS、アプリケーションのアップデート
・ウイルス対策ソフトの導入とパッチの更新
・Wordマクロの⾃動実⾏の無効化
・組織内への注意喚起 など

実際にやり取りしたメール件名が使われたり、返
信を示す「RE:〜」がつくケースもあります。

添付されたWord文書ファイルを実⾏するとマル
ウェア「Emotet」に感染してしまいます。

過去にやり取りした内容に基づいて本文が日本語
で記載されているため、⼀⾒、不審だと感じない
内容となっています。

「コンテンツの有効化」「編集を有効にする」
クリックしてしまうとマルウェアに感染!!



教職員の皆様へ 

「電子メディアとの付き合い方学習ノート（シート）」の活用について 

 

子どもたちを取り巻く状況 

 近年、スマートフォン、ゲーム機等電子メディア機器が子どもたちの生活に浸透し、長時間利用による生活習慣の乱れ

が指摘されています。また、平成２７年度に鳥取県教育委員会が実施した「インターネットの利用に関するアンケート」調

査の結果から、利用の低年齢化が進んでいること、利用によりトラブルを抱えている子どもたちがいることがわかっていま

す。 
 

 

 

 

インターネットを利用していて困ったことや嫌なこと（上位４位） 

○小学生（６年生） 

・使いすぎて睡眠不足 

・知らない人からの連絡 

・人間関係のトラブル 

・メール等が気になりスマートフォ

ンを手放せない 

○中学生（２年生） 

 ・使いすぎて睡眠不足 

 ・人間関係のトラブル 

 ・知らない人からの連絡 

 ・メール等が気になりスマートフォン

を手放せない 

○高校生（２年生） 

 ・知らない人からの連絡 

 ・使いすぎて睡眠不足 

 ・メール等が気になりスマートフォン

を手放せない 

 ・人間関係のトラブル 

 

また、家庭でのルールの有無について保護者と児童・生徒には認識に差があることも分かりました。 

鳥取県では、子どもたちが電子メディア機器と適切に接していけるよう、これまで児童・生徒や保護者、地域への啓発

活動を行ってきました。平成２８年度からは、鳥取県 PTA 協議会の提唱する「メディア２１：００」運動を共通ルールとして、

児童・生徒が安心・安全にインターネットを利用できる環境づくりを地域全体で進めようと校長会や医師会等の賛同もいた

だきながら取り組んでいます。 

※「メディア２１：００」運動とは・・・鳥取県の子どもたちは、２１時以降は友だちを巻き込むようなＬＩＮＥなどのコミュニケー

ションツールやゲームの利用をやめて、相手の時間を尊重しようという運動。 

 

先生方へお願い 

この「電子メディアとの付き合い方学習ノート（シート）」（以下「ノート」という。）は、電子メディア機器（テレビ、スマートフ

ォン、パソコン、ゲーム機、音楽プレーヤー等）との上手な付き合い方を学校や家庭で学習できるようにつくりました。この

ノートを利用して、児童・生徒自身が電子メディア機器の使い方を振り返ったり、使い方について家の人と話し合ってルー

ルを決めたりできるようになっています。 

また、ノートには家族で話し合う際の参考にしていただくため「保護者のみなさんへ」のページもあります。シートについ

ては、家族に限らず友だちと話し合うこともできるようにしています。今現在利用していない場合でも、想像しながら親子で

考え、話し合ってもらうことができます。 

裏面の活用例を参考にしていただき、学級活動のほか、保護者への啓発など幅広く御活用ください。 

なお、このノートは、電子メディア機器の利用や購入を推奨するものではありません。 

【対象学年】 

学習ノート A：小学校１～３年生、学習ノート B：小学校４～６年生、学習シート C：中学生・高校生 

「家庭で何らかのルールがある」と回答した児童・生徒と保護者の割合の比較 

○小学生（６年生） ○中学生（２年生） ○高校生（２年生） 

児童 保護者 生徒 保護者 生徒 保護者 

７５．０％ ９４．２％ ６１．７％ ９０．３％ ３７．８％ ８２．０％ 

１９．２ポイントの差 ２８．６ポイントの差 ４４．２ポイントの差 

電子メディア機器（※）でインターネットを利用している割合 ※スマートフォン、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤー等 

○小学生（６年生）８０．９％  ○中学生（２年生）８６．２％  ○高校生（２年生）９６．２％ 



 

活用例 

※活用例ですので、それぞれの学校の実態に合わせて有効に御活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭学習の課題 

道徳 

・節度     ・礼儀   

・思いやり  ・社会正義 

・規則の尊重 

の学習後に記入 

家庭（学校）で話し合い、話し合ったことを記入 

学級活動 

・基本的な生活習慣の形成 

・心身ともに健康で安全な生活態度の形成 

等の学習後に記入 

ショートホームルーム（朝の会、

帰りの会など）で記入 
 

情報モラルの学習 

・ネット依存 

・個人情報の保護 

・SNS等のトラブル 

 等の学習に活用 

家庭（学校）での話合いの様子を 
 ・学年・学級通信で紹介 
 ・参観日後の学年・学級懇談で活用 

していただくと、なお効果が期待できます。 

学校で回収 

学校で… 

家庭で…（学校で…） 

家庭への啓発 



 



 



 



 



 



 



 



 



























 



 



 



 











あなたを守るために知っておこう～インターネットの４つの特性

一度載せた文章や写真は

世界中に公開されます
一度載せてしまったら

全てを取り消すことはできません
名前を隠して発信しても

誰が発信したか必ず分かります
インターネット上での軽はずみな書き込み･投稿が

進学や就職、結婚などの将来に影響し、
後悔する人もいます

1
2
3
4

顔写真や学校名、連絡先などの個人情報は自分のものも友だちのものも載せない。

インターネットでは嘘をついて近づいてくる人もいるので、インターネット上で知り合った人には
相談や打ち明け話をしない。会わない。

メールなどインターネット上でのやりとりは気持ちが伝わりにくいので、相手のことを思いやる。

困ったことがあったら、すぐに周りの大人に相談する。

電子メディアと
うまくつきあおう
電子メディアと
うまくつきあおう

鳥取県ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会
事務局：鳥取県教育委員会　社会教育課 　〒680-8570 鳥取市東町１丁目 271 番地

TEL 0857-26-7943 　 FAX 0857-26-8175  　 E-mail shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp

安全に使うために必ず守ろう！

鳥取県の高校生のみなさんへ
　インターネットを利用したＳＮＳやメールには、便利なことや楽しいことがあります。
　しかし、使い方を間違えて友だちとトラブルになったり、恐ろしい事件に巻き込まれたり
することがあります。また、進学や就職、結婚などの将来に影響し、後悔する人もいます。
　ですから、インターネットの特徴を十分理解して、適切に使いましょう。



〔鳥取県警察本部〕
 【警察相談専用電話】#9110（通常の通話料がかかります。IP電話不可）

　　　　　　　0857-27-9110
 【サイバー犯罪対策室】0857-23-0110（代表）

 【電子メール】 k_haiteku@pref.tottori.lg.jp
〔消費者ホットライン〕188（局番なし）
〔鳥取県消費生活センター〕
 【東部消費生活相談室】0857-26-7605（県庁第２庁舎２階）

 【中部消費生活相談室】0858-22-3000（倉吉交流プラザ２階） 

 【西部消費生活相談室】0859-34-2648（米子コンベンションセンター４階）

〔相談電話・メール〕
 【子どもの相談ダイヤル】0120-0-78310（無料・毎日 24時間）

 【いじめ相談メール】ijime＠kyoiku-c.torikyo.ed.jp
 【いじめ 110番】0857-28-8718（毎日 24時間）

 【子どもの人権 110番】0120-007-110（平日のみ8:30 ～ 17:15）（無料・IP 電話不可）

な や み い お う

0 20 40 60 80 100 (%)

コミュニティサイトに起因する事犯の
被害児童のフィルタリングの利用状況

利用なし (94.8%)

利用あり (5.2%)

警察庁広報資料「平成 27年における出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について」より

フィルタリングしていますか？
    犯罪の被害に遭った青少年のうち、９割以上がフィルタリング未加入です。

スマートフォンやゲーム機、音楽プレーヤーなどを使う場合には

家の人と話し合ってルールを作ろう
自分も他の人も傷つけない使い方をしよう
夜９時以降は友だちを巻き込むような通信をやめよう

家族と話し合いたいポイント
本当に必要なのか、利用目的はなにか

フィルタリングは外さない

使用する場所と時間を決める

ルールを守れなかった時のルールを決める など

友だちと話し合いたいポイント
メールなどの通信は○時まで

ながらスマホはやめる

悪口を書き込まない

写真の投稿はしない など

家族や友だちとスマートフォンの使い方のルールを話し合ってみましょう

もしものときや、困ったときは、一人で悩まず、相談しましょう。

い や や

困ったときの相談窓口

docomo  https://www.nttdocomo.co.jp/service/filtering/index.html
KDDI     http://csmovie.kddi.com/app-service.html?cat_id=MTg=&pid=6
SoftBank http://www.softbank.jp/corp/csr/internet/instance_01/

Android の
フィルタリングに
ついてはこちら

○ゲームソフトの使用制限（年齢制限…レーティング）
○コミュニケーション制限（見知らぬ人との出会いを防ぐ）

○インターネットの閲覧権限
○クレジットカードの利用制限

http://www.tottorikenmin-ch.com/contents/index.html

鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会の動画コンテンツで設定方法を見ることができます。

ゲーム機にはペアレンタルコントロール（※）の機能があり、使用制限を設定することができます。
（※ペアレンタルコントロールとは、青少年のインターネットの利用を管理するために保護者が行うべき措置のこと。）

iOS、
ニンテンドー3DS、
Playstation Vita に
ついてはこちら

H29.3 現在

インターネットを
 利用した犯罪に
あったら

ネットいじめに
悩んだら

 架空請求に悩ん
だり、請求の内容
に疑問を感じたら

下記QRコードから
使用制限の設定方法を
ご覧いただけます
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