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情報倫理とセキュリティ 
（インターネットとリスク） 

 
概要 

インターネットは多くのビジネスで活用されるとともに，個人領域での娯楽としての利用も広がっている．現在は複
雑な作業を要せず，簡単に情報端末を介して情報閲覧・発信ができる時代となった．その主たるものとして，情報伝
達，共有，交換がある．インターネット普及当初は，双方向性というキーワードがインターネットを説明する言葉で
あったが，膨大，かつ多様な情報がネット上に散在し，集合知，ビックデータというキーワードが近年のインターネ
ットを捉える言葉として聞かれる．この回では，インターネットの基本構造を理解し，近年のインターネットサービ
スがどのような仕組で展開されているかの概要を知る．そのうえで，リスクに基づいたユーザが持つべき姿勢・倫理
感について考える． 

 

1. インターネット利用上のリスク 
インターネットは，自由な世界である．その自由さが新たな概念を生み出す源泉となっているが，

情報統制が困難であり，情報が地球規模で拡大しているために，問題に対して適切な対処ができない
場合がある． 
ここでは，近年問題となっているリスクの典型例を挙げ，これからの情報端末利用を円滑に進める

ためには何が必要かを考えてもらいたい． 

1.1. 個人情報の保護 
個人情報とは，「生存する個人に関する情報であって，その情報に含まれる氏名，生年月日その他

の記述等により，特定の個人を識別することができるもの」をいう．その情報自体によって特定の
個人を識別できるもののほか，他の情報と容易に照合することができ，それによって特定の個人が
識別できるものも含まれる． 
この情報は，顧客情報や名簿の流出などでニュースとなるほど，慎重な扱いを要するものである．

当然，個人領域でも電話帳や宛先名簿など，流出してしまうと問題である．IT普及以前は，アナロ
グ情報で扱われていたため，流出は限定的であったが，デジタルデータで扱われる今日では，一旦
流出するとなかなか消えることがないため，問題視されるようになった． 
また一方で，個人情報をあえて明らかにしようとする行為もある．これはインターネット上で匿

名として情報公開している者がターゲットになることが多く，近年，SNS を中心として問題になっ
ている． 
このような問題に対しては，個人が情報の特性を捉えて，適切な行動をするしか対抗策がないの

が現状である．そのため，一般のユーザにも一定の IT リテラシーが求められる． 

1.2. 【想定例】情報のトレーサビリティ 
SNS やブログでは，ある程度の匿名性を持たせることが可能である．しかし，SNS の種類が多様
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になり，またほとんどの端末利用者が SNS に参加している現在，単一アカウントで匿名性を保つ
ことが困難になっている． 

 
図 個人情報トレースのイメージ 

 SNS を利用するうえで，どのようなリスクが考えられるか？ 

 

1.3. 情報の伝達と精度 
現在はあまり耳にしなくなったが，度々「Wikipedia を信用するな」という話を耳にする．

Wikipediaは，Wiki というプラットフォームをベースに，不特定多数の執筆者で生成されるコンテ
ンツであるため，情報の正確さに保証がない（「集合知」として成立しているため，まったくダメと
いう意味ではない）． 
これは，一般人の発信する情報（ツイート，Blog）にも言える．震災の際に，多くのデマ情報が

流れたことは記憶に新しい．これは，インターネットに限らず，1970 年の石油ショックでも，根拠
のない情報で消費者がパニックになった．インターネットの世界では，情報の拡散スピードが速い
ため，この影響は瞬時に波及する． 
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図 情報伝達と精度の問題 

 何が求められるか？ 

 
 

 【事例】「WELQ の記事」問題 
WELQ は，健康関連の情報を発信するサイトであった．このサイトは，キュレーションメディア

と呼ばれるサイトで，あるテーマに基づいて様々なサイトや掲示板で掲載されている記事を再構成
して発信するサイトである．所謂「まとめサイト」と呼ばれるサイトのイメージである． 
このようなサイトは，広告収入で運営されていることが多く，コンテンツへのアクセス数が求め

られる．そのため，できるだけ注目され，検索されやすいキーワードや，関連記事の掲載が行われ
る． 

WELQ で問題となったのは，出所が不明確な情報，専門家の記事を無断転載（一部加工）した情
報，が掲載されていたことである．アクセス数を求めて加工された記事が掲載されるため，専門家
の正確な記事より，検索結果上位で現れることになり，「医療情報」というセンシティブな話題でユ
ーザを混乱させたとして問題となった． 
ここで当然ながら，無断転載や信頼性の低い情報を掲載した者に問題がある．一見マトモに見え

るサイトであっても，情報の信頼性を考えるリテラシーが，ユーザに求められることを強く知らし
める結果となった． 
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1.4. デジタル・コンテンツと複製行為 
コンピュータの世界では，情報の無許諾複製（剽窃）が問題になっている．知的財産の領域では

著作権が密接に絡んでくる領域である．この問題は，技術的な対策が講じられることがあるが，決
定的な問題解決にならず，ユーザの倫理観に依るところが大きい． 
また，CD やDVD などのコンテンツ複製の問題もある．PC の処理能力が向上した現代，これら

の流通メディアを容易に複製できる．コピープロテクトもあるが，少し調べると回避する方法も見
つかる．そもそも音楽や映画を楽しめるのは創作者が存在するおかげである．著作物を創作した者
の正当な権利を侵す行為が，その後どのように波及するのかをイメージできなくてはならない．「私
が一人やったぐらいで…」が数百人集まれば，多大な影響となる．これは違法・合法の問題ではな
い． 
ただし，コンテンツを守ることだけが解決策ではない．デジタル・コンテンツやプログラムの世

界では，積極的な共有を図るコンセプトとして，「クリエイティブコモンズ」「オープンソース」な
どもある．知的財産を学ぶ者にとって，コンテンツのあり方を模索し，ルールを充分に理解する姿
勢が必要となる． 

 
インターネット以前は，物理的な紙媒体や記録媒体に縛られており，アナログデータであれば，

情報伝達の際に散逸（伝達中にノイズが乗る，物理的な欠損など）が起こり，情報の拡散は限定的
であった． 

 
これは，利用においては大きく利便性を高めるものであるが，流通を抑止したい立場からすると，

リスクの増大へとつながる． 
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情報伝達におけるインターネット前後の違い 

インターネット上でサーバにデータをアップロードすると，サーバは世界中のコンピュータへデ
ータを配信可能な状態となる．ここでサーバを停止させればよいが，近年はユーザ同志でデータを共
有し，必要に応じて配信する仕組みがある． 

2. マルウェア 
マルウェアとは，コンピュータ技術を利用して悪さをするソフトウェアの総称である．これには，

ウィルスソフト，スパイウェア，ハッキングツールなどが含まれる．これに対しては，不明なソフト
のダウンロード＆実行，差出人が明確でない案内メールなどに十分注意し，アンチウィルスソフトウ
ェアを導入してシステムを守らなくてはならない．技術発展に伴い，不正行為を働くソフトウェア技
術や手法も発展している．インターネット普及後は，技術に詳しくない一般ユーザがターゲットにな
っているため，個人レベルでの適切な対策が要求される． 

2.1. マルウェアの種類 

 ウィルス（Virus） 
コンピュータウィルスは，ウィルスと略して呼ばれ，不正行為を行うプログラムの総称（本来は「マ
ルウェア」）として扱われることもある．今日，様々な形態をとるようになっているため，ウィルス
という言葉は，狭い意味で他のプログラムに寄生しつつ他のコンピュータに感染するものを指してい
る．感染したプログラムを実行すると，他のプログラムに感染する． 

 ワーム（Worm） 
ワームは，プログラムに寄生することなく独自に活動し他のコンピュータに感染するプログラムであ
る．ダウンロードファイルに含まれていたり，WEBアクセスで感染したりすることがある． 

 トロイの木馬（Trojan） 
トロイの木馬は，有用なソフトウェアに見せかけて利用させ，そのコンピュータに侵入するプログラ
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ムである．目立つことなく，侵入したコンピュータ上で様々な不正行為を行う．例えば，バックドア
の生成，スパイウェアによる情報収集と配信，不正プログラムのダウンロードなどである．  
バックドア（Backdoor）：外部との連絡や外部からの侵入ができる仕組み． 
スパイウェア（Spyware）：コンピュータにある情報を盗み出すプログラム． 
ダウンローダー（Downloader）：外部から不正なソフトをダウンロードする． 

 アドウェア（Adware） 
アドウェアは，感染した PC で頻繁にポップアップ広告を表示したり，ブラウザのアクセスで WEB
サイト上に関係のない広告を表示させる．表示だけで一見無害であるが，スパイウェアとして動作し
ている場合もある． 

 ルートキット（Rootkit） 
ルートキットとは，ログオンやその他プロセスなどにおける不正な動きを隠蔽する仕組みを持ったも
のです． 

2.2. マルウェアを中心とした不正行為の例 

 ワームによる踏み台 
特殊なプログラム（ワームやウィルス）をダウンロードソフトやメールを介して送信することにより，
一般ユーザのコンピュータに侵入し，遠隔操作を利用して他者を攻撃する．被害者がアクセスをトレ
ースすると，全く自覚のない一般ユーザにたどり着く． 

 スパイウェア，キーロガーによる情報流出 
ユーザの行動履歴やキータイピングを逐次発信するソフトウェアがある．利用者には何ら不具合が見
えないため，重要なパスワードや個人情報が流出してしまう． 

 不正アクセス 
インターネット上のサーバやコンピュータに侵入する手法である．ID・パスワードの不正取得やOS
やアプリケーションのバグ（セキュリティホール）を利用した方法がある． 
また，マルウェアを利用して個人のコンピュータをハッキングし，それを踏み台に他者を攻撃する手
法なども用いられる．そのため，不正アクセスのターゲットとして，個人コンピュータが利用される
ことも多い． 

 フィッシングによる情報流出 
巧妙な偽サイトを構築し，ユーザの個人情報を抜き出す．インターネットサイトは，コピーしてしま
えば簡単に同じものを作成できる．偽サイトを作成することは容易であるため，パソコンに詳しくな
い利用者は個人情報（銀行ログイン ID，パスワードなど）を入力してしまう． 
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フィッシングの例 

 【事例】ボットネット「Mirai」 
2016 年，「Mirai」と名付けられたワームが話題となった．これはボットネットと呼ばれるネット

ワークを形成し，DDoS 攻撃をするシステムであった．このマルウェアは，「IoT ボットネット」と
呼ばれ，PC やスマホではなく，Webカメラ，ルータ，レコーダなどに感染し，これらを踏み台と
して攻撃をするものであった． 
このボットネットにより，SNSや動画配信サービスなど，各所でサービスが停止し，被害が甚大

だった例としては，ドイツテレコム（Deutsche Telekom）が提供するルータが攻撃を受けて機能停
止，利用者 90 万人がインターネットを利用できなくなった． 

2.3. 対策 
リスクに対処するには，前述の事項を知識として持っておき，不明なアクセス，ダウンロードなど

を避けることが必要である．ただし，不測の事態に対処するためにシステムとして下記の事項を意識
しておくことも重要である． 

 アンチウィルスソフトの導入 
Windows７~10 には Defender と呼ばれるシステムがあらかじめ導入されているが，その他にも

多くの機能を備えたアンチウィルスソフトウェアが販売されている． 

 

2.4. 【大阪工業大学】が提供するセキュリティソフト 
大阪工業大学では，「ESET Endpoint Security Advanced」というソフトウェアが大学関係者限定で

配信されている．これは在籍中であれば，学生も利用できるようになっている． 
このソフトウェアは，下記サイトにアクセスし，利用しているコンピュータに合わせて「ダウンロ

ード」→「インストール」することで導入できる． 
「大阪工業大学HP」から，「教育・研究施設」→「情報センター」→「ウィルス対策ソフト」 

 
対象者：大学所有の端末および大学が使用を認めた在籍中の学生・教職員の個人所有端末 
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なお，マルウェアの情報の更新は学内のみで可能となっているため，定期的に学内ネットワークに
接続しておく必要がある．講義などで利用している場合は，それほど気にする必要はないが，長期休
暇中の際は，注意が必要である． 

 

 
ESETダウンロードサイトの画面 

2.5. ソフトウェアアップデート 
Windows，MacOSX などの OS に限らず，あらゆるソフトウェアは日々アップデートされる．特

に重要なのは，OS のアップデートである．その他，一般的に利用頻度の高いソフトウェア（Office，
Adobe Reader，ブラウザなど）は意識的にアップデートを確認するとよい． 

 なぜアップデートが必要か？ 

 
ネット上では，コンピュータ技術を利用した不正行為が後を絶たない．また，知識を持たない個

人ユーザを狙ったものも増えている． 
これらの対策としては，インターネットの構造を理解したうえで，不正行為の事例を知り，リス

クを把握する姿勢が重要である．日頃からニュースサイトなどで事例をチェックし，そこで解説さ
れている内容を理解する努力が求められる． 

 
 【課題】 
① 大学アカウントのパスワードを変更し（既に変更した者は変える必要はない），Kaspersky の

「Password Check」を利用して強度を確認せよ．「1年」以内の場合は強力なパスワードへの変
更を検討し，「何年 or世紀」になったか答えよ．※当然，設定したパスワードを連絡する必要は
ない． 

② スライドで提示される． 

 

クリックして 
ダウンロード 
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