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はじめに: 人々に様々な影響を与えるデータ侵害

社会のデジタル化は、人々に便利さをもたらした反面、様々なリスクが増大する結果と
なりました。

何百万人、何千万人もの人々がオンラインサービスにアカウントを持ち、電子メールや
写真共有、そしてオンライン決済などあらゆるサービスを利用しています。そして、こう
したオンラインサービスの拡大がデータの爆発的増加を生み出しています。2018年の
レポートでは、毎日2.5兆バイトのデータが作成されているとされています。*1

多くの人々にとって、これらのオンラインサービスを利用することにより、数十年前には
存在しなかったサイバー犯罪のリスクに常に直面することになります。1つのオンライン 
アカウントのセキュリティに問題があると、そのアカウントに格納されている資格情報 
や個人情報が他の多くのアカウントに影響を与え、詐欺やなりすましの可能性が発生 
します。また、オンラインアカウントを作成しないようにしていても、それでも自分の 
データが犯罪者の手に渡ってしまう可能性があります。信用報告機関であるEquifaxが 
2017年後半にデータ漏えいを発表した時、1億4,700万人以上のユーザーがこの悲しい 
現実を知ることとなったのです。*2

日々ニュースを追っていると、毎日新しいデータ侵害があるかのように感じるかもしれ 
ません。2020年の上半期には合計540件のデータ侵害が確認されており、これはほぼ 
1日に3件です。*3ある報告書によると、2020年には他のどの年よりも多くの情報が盗ま 
れており、第1四半期から第3四半期にかけて360億件のレコードが盗まれています。*4 

また、別の調査によると、*5企業がデータ侵害によって被る被害は平均386万米ドルと 
されていますが、一旦データが流出してしまえば、被害はその企業だけに留まりません。

Identity Theft Resource Centerによると、2020年の上半期に発生した540件の情報 
漏えいにより、1億6,300万人分以上の個人データが流出しています。*6また、企業の 
データ流出はメディアで大々的に取り上げられますが、ユーザーからの個人ユーザー 
へのハッキングは毎年数百万人、おそらく数十億人の人々に影響を与えているにも 
関わらず、ニュースになることはほとんどありません。

本レポートでは、サイバー犯罪とハッキングされたアカウントとの間に存在する見落とし 
がちな関連性を明らかにし、オンライン犯罪が蔓延する中で、侵害を受けたデータや 
公開されたデータが果たす役割を明らかにしています。この相関関係がなぜ重要 
なのか、公開されたデータがどのようにしてサイバー犯罪に繋がるのか、そして今日の 
オンラインのサイバー脅威がもたらすリスクを軽減するために個人でも実行可能な 
セキュリティ上のアドバイスをいくつか紹介します。

1つのオンラインアカウントのセキュリティに問題が 
あると、そのアカウントに格納されている資格情報や 
個人情報が他の多くのアカウントに影響を与え、 
詐欺やなりすましの可能性が発生します。
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「歩くデータ漏えい被害者」

企業が提供するオンラインサービスの多くには、そのユーザーに関する膨大な量の 
情報が保存されており、オンラインサービスを運営する企業がデータ侵害に遭うと、 
ユーザーの情報が悪用される可能性があります。結果的に、信頼しているオンライン 
サービスが侵害された際にデータが漏えいしたユーザー、いわゆる「歩くデータ漏えい 
被害者」 (The Walking Breached) が、企業への攻撃の間接的な被害者となるケースも 
少なくありません。

エフセキュアが2020年5月に12ヶ国 (ブラジル、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、 
日本、メキシコ、オランダ、ポーランド、スウェーデン、英国、米国。各国400人で合計 
4,800人) のコンシューマー層を対象に実施した調査では、回答者にインターネットの 
利用における習慣、サイバー犯罪に対する経験や考え、感情、オンライン上の脅威から 
自分自身とデータを守るために行っている対策などについて、様々な質問を行いました。

その結果、およそ3人に1人がサイバー犯罪の影響を受けているようで、回答者の29%が 
過去12ヶ月間においてクレジットカード詐欺などの従来の犯罪だけでなく、オンライン 
上での虐待やハラスメント (いじめなど) など、1つまたは複数の異なるタイプのサイ 
バー犯罪を経験したことがあると答えています。

過去12ヶ月にサイバー犯罪の被害に遭ったことがあると回答
した人の割合

「歩くデータ 
漏えい被害者」

60%

22%
その他の回答者

「歩くデータ漏えい被害者」と特定された回答者の中には、利用 
しているオンラインサービスのうち1つ以上が侵害を受けたことが 
あると回答した人が含まれています。

「その他の回答者」は、調査対象者のうち、「侵害されたサービス
を利用していない」「わからない」と回答した人が含まれています。
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被害に遭ったことのあるサイバー犯罪の種類

回答者のほぼ5人に1人にあたる18%は、自分が利用して 
いるオンラインサービスがハッキングや侵入を受けた 
ことがあると知っています。この数字が小さいものと感じ 
るかもしれませんが、これは必ずしもこれらの回答者の 
情報が盗まれたことを意味するものではありません (この 
ようなケースでは非常に現実的なリスクではありますが）。 
しかし、侵害を受けたことがあるサービスを利用している 
ユーザーの方が、より高い確率でサイバー犯罪の被害を 
受けています。

「歩くデータ漏えい被害者」の60%、つまり5人に3人が、 
調査に回答する前の12ヶ月間に1種類以上のサイバー 
犯罪を経験したと報告しています。それ以外の回答者の 
わずか22%と比較すると、非常に大きな数字と言えます。

特定の種類のサイバー犯罪を調査すると数字は小さく 
なりますが、「歩くデータ漏えい被害者」が受けている 
サイバー被害は、それ以外の回答者への被害とは若干 
異なっているようです。マルウェア感染、クレジットカード 
詐欺、そしてSMS詐欺は、侵害されたサービスを利用 
している回答者とそれ以外の間でほぼ同じくらいの頻度 
で発生していました。しかし、アカウントの乗っ取り 
(電子メール、SNS、その他オンラインサービスへの不正 
アクセス) は、「歩くデータ漏えい被害者」の間でより多く 
発生していました。また、「歩くデータ漏えい被害者」への 
個人情報の窃盗やランサムウェア攻撃は、他の回答者と 
比較して2倍以上の頻度で発生しています。

40%36%

18%34%

22%21%

13%26%

17%19%

10%20%

6%13%

6%12%

5%13%

7%10%

5%5%

その他の
回答者

「歩くデータ
漏えい被害者」

その他の
回答者

「歩くデータ
漏えい被害者」

マルウェア
とウイルス

電子メールへの
不正アクセス

SMS詐欺／
電話詐欺

SNSへの
不正アクセス

クレジット
カード詐欺

他のオンライン
サービスへの
不正アクセス

ランサムウェア
攻撃

ログイン権限の
盗難または喪失

なりすまし

ネット上
でのいじめ

オンライン
バンキングへの
不正アクセス

「被害者」とは、調査への回答前の12ヶ月間に1種類以上のサイバー犯罪を経験した回答者を指しています。
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被害者のパスワードに関する傾向

また、「歩くデータ漏えい被害者」が受けるサイバー犯罪は 
平均2.1種類となっており、その他の回答者の平均1.6種類 
を上回っています。

調査以前の12ヶ月間に1種類以上のサイバー犯罪の被害 
を受けた「歩くデータ漏えい被害者」の半数が、様々な 
オンラインサービスやアプリなどで同一パスワードの 
使い回しをしていました。また、およそ10人中7人に当たる 
69%が、パスワードを少しだけ変更して複数サービスで 
再利用していました。パスワードが情報の保護に重要な 
役割を果たしていることを考えると、これらはまだ高い 
数値ですが、他のサイバー犯罪被害者の間ではこれら 
の行動はあまり見られず、同じパスワードの再利用は 
37%、わずかな変更を伴ってのパスワードの再利用は 
55%に留まっています。

同じパスワードを再利用している

パスワードを少しだけ変更して再利用している

「歩くデータ
漏えい被害者」

その他の
回答者

50%

37%

69%

55%
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サイバー犯罪は更に、「歩くデータ漏えい 
被害者」に少し異なる影響も与えていました。 
ストレスや心配ごとは、侵害を受けたオン 
ラインサービスを利用していない他の 
回答者の被害者よりも、「歩くデータ漏えい 
被害者」にされてしまったサイバー犯罪の 
被害者の方が実際には少なかったのです。 
しかし、「歩くデータ漏えい被害者」は個人 
情報の喪失、個人情報やアカウント権限の 
喪失、金銭の損失の全て種類の被害に 
おいて多く見られ、「歩くデータ漏えい 
被害者」の約 4 分の 1 に影響を与えていま 
した。時間とデータのロスは、両グループの 
被害者の間でほぼ同じくらいの割合で 
発生していました。

被害者が経験するサイバー犯罪の影響
ストレスや心配事

時間の損失

個人情報の喪失

個人情報管理権限の喪失
「歩くデータ
漏えい被害者」

その他の
回答者

51%

60%

51%

49%

27%

16%

27%

15%

金銭の損失 

24%

13%

データの損失

12%

10%
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「歩くデータ漏えい被害者」の家族が受ける影響
サイバー犯罪は、子供を持つ回答者の方が子供がいない回答者よりも多く受けて 
いることから、家族全体が直面している課題の深刻さを表しています。本調査では、 
回答前の12ヶ月間に何らかのサイバー犯罪を経験したのは、子供を持つ回答者の 
36%であったのに対し、子供がいない回答者では23%に留まりました。

子供を持つ回答者は、調査で取り上たほぼ全ての種類のサイバー犯罪を、子供の 
いない人よりも頻繁に経験しています。

過去12ヶ月間でのサイバー犯罪被害の経験 経験したことのあるサイバー犯罪の種類

子供を持って 
いる回答者

36%

23%
子供のいない 
回答者

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

マルウェアとウイルス

電子メールへの
不正アクセス

SMS詐欺／電話詐欺

SNSへの不正アクセス

クレジットカード詐欺

その他のオンライン
サービスへの不正アクセス

ランサムウェア攻撃

ログイン権限の
盗難または損失

なりすまし

ネット上でのいじめ

オンラインバンキング
への不正アクセス 子供なし

子供あり
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また、より多くの保護者が自分自身を「歩くデータ漏えい被害者」であると認識して 
おり、その22%が自身が利用しているオンラインサービスの1つ以上が侵害を受けたり 
ハッキングされたと報告しているのに対し、子供のいない回答者は15%となっています。

特筆すべき点は、子供を持つ人々と「歩くデータ漏えい被害者」が直面しているセキュ 
リティ上の課題が積み重なっていることのようです。両グループに属する回答者 (子供 
を持ち、なおかつ自分が利用するオンラインサービスの1つ以上が侵害を受けたことを 
知っている人) の70%が、調査前12ヶ月間にサイバー被害を経験したと報告していますが、 
子供がいない「歩くデータ漏えい被害者」の場合、これは48%となっています。

過去12ヶ月間でのサイバー犯罪被害の経験

子供を持つ 
「歩くデータ 

漏えい被害者」

70%

48%

子供のいない 
「歩くデータ 

漏えい被害者」



「歩くデータ漏えい被害者」家族は、独身の「歩くデータ 
漏えい被害者」よりサイバー被害を受ける可能性が高い 
と報告されています。これらのケースでは、全体的な 
数の差は小さいかもしれませんが、マルウェア、SMS 
詐欺／詐欺電話、メール、銀行、SNSアカウントへの不正 
アクセス、いじめなどは、「歩くデータ漏えい被害者」家族 
の方が独身の「歩くデータ漏えい被害者」よりも多く報告 
されています。

しかし、マルウェアやSMS詐欺／詐欺電話に関しては、 
他の回答者に比べて「歩くデータ漏えい被害者」では 
まだ小さい数字となっていました。

なぜ子供を持つ人々がサイバー犯罪の被害に遭うこと 
が多いのか？その理由については断定することはでき 
ませんが、複数の要因が重なっているものと考えられ 
ます。 
-  セキュリティの基本的な学習と実践のために費せる 
   時間／労力／その他のリソースが少ない 
-  潜在的な問題の可視性や親からのセキュリティに 
   関する指示に従わない可能性がある子供に代わって 
   アカウント、サービス、およびデバイスの管理をする 
   必要性 
-  より多くのサービスの利用のために多くのアカウント 
   を設定することで、自分たちに関するより多くの情報 
   をネットに上げることになり、様々な脅威にさらされる 
   可能性が高まる

経験したことのあるサイバー犯罪の種類

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

マルウェアと
ウイルス

電子メールへの
不正アクセス

SMS詐欺／
電話詐欺

SNSへの
不正アクセス

クレジットカード
詐欺

他のオンライン
サービスへの
不正アクセス

ランサムウェア
攻撃

ログイン権限の
盗難または喪失

なりすまし

ネット上でのいじめ

オンラインバン
キングへの不正

アクセス

子供のいないその他回答者
子供を持つその他回答者
子供のいない「歩くデータ漏えい被害者」
子供を持つ「歩くデータ漏えい被害者」
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サイバー犯罪が子供を持つ回答者と子供の 
いない回答者に与える影響を比較すると、 

「歩くデータ漏えい被害者」とそれ以外の 
回答者との間で先に比較したものと同様の 
結果が得られます。サイバー犯罪の被害者 
のうち、子供を持つ人は、個人情報の喪失、 
個人情報やアカウント権限、金銭、データの 
喪失を経験する可能性が高いのに対し、 
子供がいない人の方がよりストレスを 
感じているようです。時間のロスは、両方の 
グループでほぼ同じくらいの割合で見られ 
ました。

被害者が経験するサイバー犯罪の影響
ストレスや心配事

時間の損失

個人情報管理権限の喪失
子供を持って
いる回答者

子供のいない
回答者

52%

62%

50%

49%

24%
個人情報の喪失

14%

24%

12%

金銭の損失 

21%

12%

データの損失

13%

8%
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また、「歩くデータ漏えい被害者」となってしまった 
人々は、今後のセキュリティ対策に自信が持てないと 
感じるようで、半数が近い将来にサイバー犯罪や 
なりすましに遭う可能性があると答え、その可能性は 
低いと考えているのは僅か16%となっています。 
その他の回答者のうち、近い将来サイバー犯罪の 
被害者になる可能性があると感じているのは34% 
だけであり、45%がどちらとも言えないと回答して 
います。

2020年、Verizon Data Breach Investigations 
Reportは、企業への攻撃が人々やその家族に影響を 
及ぼすことに繋がる理由をいくつか挙げています。 
同レポートによると、セキュリティインシデントの 
86%は金銭的な動機によるものであり、被害者の 
58%が個人情報が漏洩したと報告していることが 
明らかになっています。更に、多くのサイバー犯罪に 
おいて、それを引き起こしたのはサイバー犯罪組織 
であり、報告書に含まれているケースの半数以上、 
55%を占めています。*7

回答者が経験したサイバー犯罪に背後でどのような 
犯罪者たちが関与しているのかを明らかにする 
ことは、本レポートの範囲を逸脱していますが、 
組織犯罪や金銭的利益が企業から人々の個人 
情報を盗み出すことに大きく関わっていることを 
考慮すると、サイバー犯罪者がこの盗み出した情報 
からどのように利益を生み出しているのかを理解 
することは非常に重要なことと言えます。

近い将来、サイバー犯罪の被害者になる可能性があると思いますか？

どちらとも言えない

34%
どちらとも言えない

45%

思わない
16%

思わない
21%そう思う

50%
そう思う
34%

どちらとも言えない

34%
どちらとも言えない

45%

思わない
16%

思わない
21%そう思う

50%
そう思う
34%

「歩くデータ漏えい被害者」 その他の回答者
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漏洩データがサイバー犯罪を助長

調査データは、侵害されたサービスと人々のサイバー 
犯罪や類似現象の経験との間の因果関係を立証する 
ものではありませんが、既存の研究や実際の事例から、 
この2つの関連性にスポットライトを当てることができ 
ます。

危険に晒される個人情報

ログイン情報と
パスワード

パスポート
情報

生年月日

IPアドレス 社会保障番号

暗号通貨 自宅住所 電話番号／
通話履歴

閲覧履歴 銀行口座／
カード情報

セキュリティに
関する質問

電子メール
アドレス

旅行や移動に
関する情報

医療記録

クラウドサーバー
からの漏えい

企業サーバー
への攻撃
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盗まれたデータは、サイバー犯罪者にとってチャンスとリスクをもたらします。しかし、 
これまで利益を生み出して発展を遂げてきた「サイバー犯罪産業」の手にかかれば、 
盗難データの収益化は容易なものとなります。この謎に包まれた産業が、第三者から 
個人情報を盗まれた人々の詐欺やその他の種類のID犯罪のリスクを拡大しています。

個人を特定できる情報をもとに攻撃者が利益を生み出す最も簡単な方法の1つは、 
直接またはアンダーグラウンドサイトやダークウェブを通じて他の犯罪者に販売する 
ことです。2020年の報告書によると、10万件のデータ侵害からの50億件の固有のクレ 
デンシャル (ユーザー認証のための情報) を含む150億件の盗難クレデンシャルが 
ダークウェブ上で販売されていることがわかりました。*8ほとんどのクレデンシャルは 
無料で入手できますが、Netflix、Uber、Fortniteなどのスーパースクリプションログイン 
情報は1件あたり約10米ドル、Paypalなどの支払い用アカウントは50米ドルから3,400 
米ドル、ホテルのマイレージプログラムは約1,500米ドルの値が付いています。*9

この10年ほど、盗まれたクレデンシャルを入手した犯罪者は、わずかな労力で何万 
ものアカウントに対してクレデンシャルスタッフィング攻撃を試みてきました。Open  
Web Application Security Project は、クレデンシャルスタッフィング攻撃を「流出した 
大量のクレデンシャルが、既存のアカウントと一致するまで自動的にWebサイトに入力 
され、攻撃者が自分の目的のためにハイジャックすることができる」と定義しています。*10 

数種類のクレデンシャルスタッフィング用ツールがオンライン上で入手可能であり、 
中にはサイトのセキュリティを破るためにログイン要求を別のIPアドレスやブラウザに 
見せかけるツールを組み込んだ非常に高度なものもあります。これらのツールの中に 
は、要求者が人間であることを証明することを要求するCAPTCHAを攻略するために 

構築されたプラットフォームで動作するものもあります。*11複数のサービスでログイン 
とパスワードの組合せを再利用する人もいるため、流出した1件のクレデンシャルから 
複数のアカウントが狙われる可能性があります。

個人を特定できる情報をもとに攻撃者が利益を 
生み出す最も簡単な方法の1つは、直接または 
アンダーグラウンドサイトやダークウェブを通じて 
他の犯罪者に販売することです。 

2021年1月に観測された最近のスミッシング攻撃は、PayPalになりすまし、ユーザーに 
アカウントのエラーを修正するように依頼するという既知の手口を用いて、ユーザーに 
資格情報を渡すように仕向けています。「あなたのアカウントを永久に制限しました。 
解決のためにこのリンクを開いてください。」といったようなメッセージです。世界中に 
約3億人のPayPalユーザーがいることを考えると、ネット詐欺師がターゲットとする 
ランダムなユーザーの多くは、PayPalアカウントを持っている可能性が高く、そのため、 
この詐欺に引っかかってしまう傾向があると仮定することができます。*12しかし、こう 
した攻撃は、攻撃者がターゲットについて持っている情報が多ければ多いほど強力な 
ものとなるのです。

サイバー犯罪者たちによる盗難データの使用

ダーク
ウェブ

個人情報

不正行為

アカウント乗っ取り
(アカウントへの不正アクセス)

なりすまし

(マルウェアや詐欺)

フィッシング／
スミッシング
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アカウントがクラックされると、犯罪者はそのアカウントを乗っ取ったり、なりすまし 
への足がかりとして利用したりすることができます。米国連邦取引委員会 (FTC) への 
報告書によると、2019年だけでも、なりすましは米国のコンシューマーに35億米ドル 
以上の被害をもたらしました。そして、その年に1,300万人のアメリカ人がなりすましの 
被害を経験したとしても、この犯罪がどの被害者にとっても全く同じに見えることは 
ほとんどありません。*13個人情報の取得と保存の方法が進化するにつれ、なりすましと 
みなされる行為とその定義は拡大し続けています。

信用調査会社であるエクスペリアン社は、デビットカード詐欺やクレジットカード詐欺、 
オンラインショッピング詐欺、高齢者の身元詐称や詐欺、子供の身元詐称、税金の身元 
詐称、生体認証IDの詐称、医療の身元詐称、住宅ローン詐欺、IoTの身元詐称など、20もの 
種類の身元詐称を特定しています。*14FTCは、2019年に報告されたなりすましの最も 
一般的な形式はクレジットカード詐欺が圧倒的に多く、次いで、漠然とした「その他」の 
形式のなりすまし、ローンやリース詐欺、電話や公共料金詐欺、銀行詐欺、雇用や税金 
詐欺、政府の書類や給付金詐欺が続いていると指摘しています。

なりすましがこのように広範囲に及ぶもう1つの理由は、個人のIDを悪用する新しい 
手法が現れるたびに、犯罪者はすぐにそれを悪用しようと試みるからです。2020年春、 
米国は新型コロナウィルス (COVID-19) のパンデミックによる経済的損失に対応する 
ため、失業給付金を600米ドル増額しました。USA TODAY紙の報道によると、詐欺師 
たちは、複数の州では不正な失業請求を防ぐための安全策がほとんどないことを発見 
しました。オンラインで見つけたアメリカ人の身元を利用して、西アフリカから遠く 
離れた場所から給付金を申請し、いわゆる「マネーミュール」を利用して被害者の 
正当な請求を否定したり、疑いを持たれない個人名で詐欺的な請求書を発行したり 
して利益を得ていました。*152020年11月に発行された米労働省の監察官事務所の 
報告書によると、パンデミック失業給付を標的にしたスキームは、360億米ドルの 
損失をもたらしたとのことです。*16

「様々なアカウントへのアクセスを販売するだけで利益を上げることができます。サイ 
バー犯罪者は、Fortnite のスキンなどの貴重なゲーム内アドオンを搭載したオンライン 
ゲームのために、ハッキングされたアカウントへのアクセスを販売して数百万米ドルを 
稼いでいると報告されています。*17AkamaiとDreamHackの調査によると、eスポーツ 

競技者の10人中8人が、ハッキングされたアカウントや資産がオンラインで販売されて 
いるのを見たことがあるとのことです。*18

なりすまし以外にも、盗まれたデータを利用した犯罪は更に多くの種類に渡っています。 
2020年に発覚したフィンランドの心理療法センターであるVastaamo社へのハッキング 
は、企業から盗まれたデータが流出した場合、影響を受けた個人に深刻な影響を 
与えることを実証しています。2018年の攻撃でVastaamoから盗み取った個人情報の 
一部を2020年後半に流出させ、更に未成年の患者を含む4万人以上の顧客に電子 
メールを送り、オンラインに情報を流出させないことと引き換えにランサムの支払い 
を強要しました。*19

病歴の盗難は、人々がデータ漏えいによる危険性を感じる最たるものの1つです。

2020年に起きたフィンランドの心理療法センターである 
Vastaamo社へのハッキングでは、2018年の攻撃で 
Vastaamoから盗み取った個人情報の一部を2020年後半に 
流出させ、更に未成年の患者を含む4万人以上の顧客に 
電子メールを送り、オンラインに情報を流出させないことと 
引き換えにランサムの支払いを強要しました。
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個人データ保護のためのセキュリティアドバイス

インターネットユーザーは、「岩場」と「困難な場所」の間で立ち往生しているような 
ものです。岩場とは、オンラインサービスが私たちの生活の中に深く組み入れられ、 
現代社会におけるほぼ必須条件となっていることを指しています。最も多くのユーザー 
を持つ5種類のオンラインサービスは、インターネットを利用する人の3分の2以上に 
よって利用されています。また、4人のうち3人は、自分の資産の一部をオンラインで 
管理しています。多くのビジネスは物理的な店舗を伴わない純粋なオンラインサー 
ビスとしてしか存在せず、ますます不可欠なサービスとなっている銀行や政府、そして 
食料品店までがユーザーにオンラインでのトランザクションを求めるようになって 
きています。

問題を難しくしているのは、消費者がそのデータを保護するために、そうした事業者が 
提供するオンラインサービスに依存しなければならないということです。ある1つの 
サービスプロバイダからのデータ流出は、アカウントへの強力なセキュリティ保護を 
実行していないユーザーの個人情報を脅かしてしまう可能性があり、また、サイバー 
犯罪の更なる拡大に繋がる可能性があります。一方、盗まれたデータを収益化しようと 
するサイバー犯罪者の金銭的な動機は、消滅する気配を全く見せていません。

自分が「歩くデータ漏えい被害者」にならないためには、基本的なパスワードのセキュ 
リティから始めることです。つまり、全ての重要なアカウントにユニークで覚えにくい 
パスワードを使い、信頼できるパスワードマネージャーやロッカーにパスワードを 
保管することです。半数以上の企業では、いまだに認証の最上位形態としてパスワードに 
依存しています。*20人々は、データ侵害に起因するサイバー犯罪への対抗策の第1歩 
(そしておそらく最善策と言えるもの) はパスワードの保護であることを理解する必要が 
あります。

利用しているオンラインサービス

85 %

79 %

74 %

72 %

67 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ソーシャルメディア
(Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedInなど)

Webメール
(Google, Yahoo,

 Microsoft Liveなど)

金融 (オンライン
バンキング、決済、
株取引、保険など)

ショッピング (Amazon,
 eBay, Alibaba, Wishなど)

エンターテインメント
 (YouTube, Netflix, 

Spotify, ギャンブル
など.)

「歩くデータ漏えい被害者」(The Walking Breached)  -  データ漏えいが人々にもたらすサイバーリスクとは

16



1.  強力かつユニークなパスワードを使用する
 

エフセキュアの調査では、41%の人々が様々なオンラインサービスで全く同じ 
パスワードを再利用しています。59%は、わずかに変更を加えたパスワードを 
再利用しています。犯罪者はこうした行動や傾向をよく認識しており、まずセキュ 
リティの低いサイトを標的にして、その後より高いレベルのセキュリティを持つ 
サービスのアカウントをクラックするために使用するクレデンシャルを盗むこと 
がよくあります。 

2.  個人情報を簡単に提供しない
 

エフセキュアの調査回答者の10人に8人以上 (81%) が、オンライン 
サービスにおいて特定の項目についてデータの入力を避けている 
と答えています。電子メール、テキスト、音声通話などでそうした 
項目に該当する個人情報を聞かれたときには、まず疑いの目を 
持つことが必要です。オンラインサービスのプロバイダが直接する 
アプリやウェブサイトを通じてサービスを利用する場合以外では 
個人情報を共有しないようにし、共有する場合でも必要な情報 
のみを共有するようにするというのがデフォルトの対策です。

ここでは、アカウントと個人情報を保護するために、 
サイバーリスクを最小限に抑えるための基本的な 
ステップを紹介します。

調査回答者は平均18.1個のオンラインサービスのアカウントを持っています。 
しかし、数十年前に作成してそのまま忘れてしまっているアカウントがまだ有効 
である可能性を考えると、実際にはもっと多くのアカウントを持っているかも 
しれません。何十個もの覚えにくいパスワードを記憶しておくことは、2002年 
には簡単な解決策がなかった課題であり、パスワードの再利用は当時は多くの 
人にとって理にかなうものであったと思われます。しかし、2021年においても 
なおセキュリティを犠牲にし続けるべきではなく、ユニークで覚えにくいパス 
ワードを暗号化して保存するパスワードロッカーを使用すべきです。サイバー 
セキュリティの専門家が揃って推奨しているこの必須ツールは、残念ながら 
調査回答者の10人に3人、30%しか利用していないと回答しています。

Parking, fitness,
scooter sharing apps

Online payment, social media, 
digital streaming apps

MORE VULNERABLE MORE SECURE

Credentials
stolen

Accounts
hacked

Credential
stuffing

The Walking Breached
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3.  パスワードによる保護以上のものを
 

可能な限り、特に電子メールや金融関連のアカウントでは、ハード 
ウェアを介してアカウントを保護するための追加の方法を採用 
した二要素認証を使用してください。上級者やビジネスユーザー 
にはUSB-AとUSB-Cの二要素がいいと思われます。また、認証 
アプリを使用した、パスコードで保護されたモバイルデバイスも 
いい選択肢です。第2の認証要素としてSMSまたは電子メールを 
使用することは理想的ではありませんが、パスワードのみの使用 
よりは遥かにいい方法です。

4.  明細書の管理
 

クレジットカードの明細書を常日頃からチェックし、不審な行動に 
関して金融機関が提供するアラートを有効にしてください。関連 
する侵害のニュースが表示されたら、すぐに新規口座やクレジット 
ラインの開設を防ぐ「クレジット凍結」の依頼を出してください。

6.  脅威にさらされていることを過小評価しない

エフセキュアの調査への回答者は平均18個のオンラインサービスの 
アカウントを持っています。しかし、インターネットの時代の流れと 
無料のオンラインサービスの普及を考慮すると、私たちの多くは、 
開設したことさえ忘れてしまったアカウントを持っているのかも 
しれません。アカウントは、ブラウザ上に保存されたユーザーデータ 
を利用して、クリックするだけでフォームに入力することができ、 
素早く気軽に作成することができます。新しいサービスに登録する 
ことなく、露出を作成することができます。住所、電子メール、電話、 
クレジットカード番号などの重要な個人データは、利用するサービス 
のシステムに保存されることがあります。これらのサービスの成長 
と消費者の生活への影響を考えると、このような情報の流出は 
今後も増える一方であり、サイバー犯罪を防ぐためには自分の 
データを保護することがますます重要になってきます。

5.  個人データの完全性を監視する
 

情報がダークウェブ上に流通してしまった時はすぐに行動に移る 
べきです。残念なことに、法律を遵守する人々のほとんどは、ネット 
上の深い闇の中を調べることには時間を費やしていません。様  々
なタイプのID保護および／または監視サービスが提供されてい 
ますので、ぜひご利用ください。また、個人情報がオンラインで 
漏洩したかどうかをチェックするために無料で使用できるWeb 
ベースのツールもあります。エフセキュアの調査への回答者の 
わずか18%しかそうしたツールを使用したことがないと回答して 
いますが、これらのツールのユーザーはそれ以外の人々よりも 
セキュリティの点で優位に立っていると言えます。

The Walking Breached
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Brazil

Japan

Mexico

United States

Finland

Germany

Netherlands

France

United
Kingdom

Italy

Sweden

Poland

国別でのパスワードに関する傾向

エフセキュアの調査には、人々がどのようにパス 
ワードを使用してアカウントを管理しているかを 
評価することを目的とした多くの質問が含まれて 
いました。アカウントの安全性を確保するため 
には、パスワードの適切な管理が重要であること、 
そしてその情報が含まれていることを考慮し、 
世界の様々な地域の人々がどのようにパスワード 
を管理しているかについての情報を提供する 
グローバルパスワードマップを作成しました。

グローバル 

最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ............................ ソーシャルメディア (85%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .................................................................... 18

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ................................................................. 13

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 .............. 39%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 .............. 57%

最も一般的なパスワード管理の方法 ............................................................................. 紙で保存 (32%)
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ドイツ
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ショッピング (83%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 14

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 12

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 37%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........50%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (36%)

イタリア
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア (92%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 19

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 12

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 38%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........54%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (36%)

フィンランド
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... Webメール (91%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 26

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 18

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 35%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........60%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 保存しない (35%)

日本 
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ショッピング (85%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 13

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 10

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 33%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........52%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (46%)

フランス
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア と  

ショッピング (80%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 11

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 10

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 55%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........72%

最も一般的なパスワード管理存の方法 ...........................................................「パスワードを忘れた」から
ログイン (35%)

ブラジル
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア (97%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 17

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 11

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 43%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........68%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (37%)

「歩くデータ漏えい被害者」(The Walking Breached)  -  データ漏えいが人々にもたらすサイバーリスクとは

20



メキシコ
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア (97%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 13

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 9

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 32%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........58%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. パスワードマネージャー (37%)

スウェーデン
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... Webメール (86%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 26

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 16

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 45%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........55%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 保存しない (31%)

イギリス
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ショッピング (81%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 ..........................................................  22

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 15

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 29%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........47%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. パスワードマネージャー (36%)

アメリカ
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... Webメール (85%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 22

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 15

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 36%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........49%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (32%)

オランダ
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア (88%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 20

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 13

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 47%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........60%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. パスワードマネージャー (36%)

ポーランド 
最も広く利用されているオンラインサービスの種類 ..................... ソーシャルメディア (94%)

回答者1人当たりの平均アカウント個数 .......................................................... 12

回答者1人あたりの平均パスワード個数 ....................................................... 9

オンラインサービスで同一パスワードを再利用する割合 ........ 40%

オンラインサービスで似たパスワードを再利用する割合 ..........56%

最も一般的なパスワード管理の方法 .................................................................. 紙で保存 (36%)
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まとめ: インターネットへの信頼性の回復

本レポートでは、データ侵害とコンシューマー向けのサイバー犯罪との間の曖昧な 
関係にスポットライトを当てています。調査データによると、データ侵害がサイバー 
攻撃によって侵害されたサービスを利用している個人に与える影響が示されています。 
本レポートで説明されているように、「歩くデータ漏えい被害者」にされてしまった人々は、 
明らかに他の人々よりも高いサイバー犯罪の発生率を経験しており、また、わずかに 
異なる影響を受けています。子供を持つことは、このような影響の乗数として作用し、 
保護者たちが現在直面しているセキュリティ上の課題を浮き彫りにしています。

調査データはデータ侵害と「歩くデータ漏えい被害者」の窮状との間に因果関係を証明 
するものではありませんが、既存の調査や実際の事例を検証することで、データ侵害が 
どのように機能するかを理解することができます。盗まれたデータは、詐欺や被害者の 
名前で開設された口座に直接繋がることもあれば、フィッシングやスミッシングを中心 
とした他のあらゆる種類の攻撃をより効果的なものにすることもあります。これらの 
活動は、盗まれた情報を仲介する様々な犯罪者によって支えられており、サイバー 
犯罪者が人々の個人情報を容易に入手し、悪用することができるようになっています。

企業は、ネットワークとデータの安全性を確保するために常に奮闘しています。しかし、 
ユーザーは、自分の情報は自分自身にとって最も重要であることを認識しなければ 

なりません。信頼できるインターネットセキュリティサービスは、人々を多くのサイバー 
脅威から守ることができますが、人々を騙して個人情報や資格情報を提供させる攻撃を 
防ぐことはできません。また、盗まれたことすら知らないようなデータを使って行われる 
詐欺行為を防ぐこともできません。だからと言って、インターネットセキュリティソフト 
ウェアを放棄すべきではありません。むしろ、自分自身が学習し、ネットライフを安全に、 
かつ責任を持って管理できるようにするために、新しいテクノロジーを活用すべき 
なのです。

これは、新しいオンラインサービスやテクノロジーを積極的に利用しているコンシュー 
マーに特に言えることです。より多くのオンラインサービスのアカウントを持つ人は、 
より多くの情報をインターネット上に残しています。オンラインサービスの利用が増えて 
いることに気付いた人は、サイバー犯罪者がデジタル情報を悪用するのを防ぐために、 
自身がセキュリティ対策を講じているかどうかを確認する必要があります。本レポートの 
冒頭で述べたように、デジタル化は、人々がオンラインで何をするか、そしてどのように 

信頼できるインターネットセキュリティサービスは、 
人々を多くのサイバー脅威から守ることができますが、 
人々を騙して個人情報や資格情報を提供させる攻撃を 
防ぐことはできません。

多くのオンラインサービスのアカウントを持つ人は、 
より多くの情報をインターネット上に残しています。 
オンラインサービスの利用が増えていることに 
気付いた人は、サイバー犯罪者がデジタル情報を 
悪用するのを防ぐために、自身がセキュリティ対策を 
講じているかどうかを確認する必要があります。
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自分の身を守る必要があるかの両方において、変革をもたらす力であることが証明 
されています。これは近い将来に変化する可能性は低く、新たな変革をもたらすテクノ 
ロジーが登場することがすでに予見されます。

この10年間で企業のデータの保存／アクセスへの方法が激変し、情報がオンプレミス 
の企業ネットワークからクラウドに移行しています。2019年のO’Reillyの調査によると、 
88%の企業が何らかの形のクラウドインフラを使用しており、45%の企業が今後1年間 
にアプリケーションの4分の3以上をクラウドに移行すると予測しています。*21クラウド 
は企業にコスト削減とセキュリティの向上をもたらしますが、万能ではありません。 
OracleとKPMGのCloud Threat Report 2020によると、75%の企業がパブリッククラウドは 
オンプレミス環境よりも少なくともある程度安全だと考えていると回答していますが、 
同じ企業の51%が何らかのデータ損失を発見したと回答し、92%が少なくとも中程度の 

「クラウドセキュリティ対策へのギャップ」があると回答しています。*22

クラウドを活用する多くの企業では、ゼロトラストアーキテクチャへの移行が進んで 
います。これらの環境では、リモートでネットワークに接続するユーザーは、そのアイデン 
ティティと位置情報に基づいて識別されます。*23この戦略は、侵害を防止または最小限 
に抑え、ユーザーのアカウントの安全性を確保することにもつながります。ゼロトラスト 
アーキテクチャの要素は、任意の時間が経過した後にユーザーに継続的な再ログイン 
を強制するなど、頻繁な応急対応によるユーザーへの負担を増やすことなく、オンライン 
サービスのユーザーにより良いアイデンティティコントロールを与えることができます。

顔認識や親指の指紋などのバイオメトリクスもまた、パスワードの欠点を補うことが 
できるものです。これらの認証情報は、盗用やなりすましをより困難なものにしますが、 
ハッキングが成功してしまった際の問題点も抱えています。パスワードは盗まれても 
変更することができますが、顔を変えるのはもっと難しいことです。

テクノロジーは急速に変化しますが、人々の習慣やセキュリティに対するニーズは、 
そこまで急速には変化しません。そのため、個人情報の安全性に関する問題は、当分の 
間は継続すると思われます。



脚注
*1  Data Never Sleeps 5.0 https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5 

*2  Equifax Data Breach Settlement: What You Should Know https://www.consumer.ftc.gov/blog/2019/07/equifax-data-breach-settlement-what-you-should-know 

*3  The number of data breaches is actually down 33% so far this year—here’s why https://www.cnbc.com/2020/07/14/number-of-data-breaches-down-33-percent-in-first-half-of-2020.html 

*4  Number of “Breached” Records Hits 36 Billion in 2020 https://www.infosecurity-magazine.com/news/number-of-breached-records-hits-36/ 

*5  Cost of a Data Breach Report 2020 https://www.ibm.com/security/data-breach 

*6  Identity Theft Resource Center’s 2020 Six-Month Data Breach Analysis and Key Takeaways https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-ITRC-Q1and-Q2-Data-Breach-Trends-One-Pager-V3.pdf 

*7  2020 Data Breach Investigations Report https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2020-dbir-executive-brief.pdf 

*8  New Dark Web Audit Reveals 15 Billion Stolen Logins From 100,000 Breaches https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/07/08/new-dark-web-audit-reveals-15-billion-stolen-logins-from-100000-breaches-

passwords-hackers-cybercrime/?sh=35d892a2180f 

*9  How Much is Your Data Worth on the Dark Web? https://securityboulevard.com/2019/11/how-much-is-your-data-worth-on-the-dark-web/ 

*10  Credential stuffing https://owasp.org/www-community/attacks/Credential_stuffing 

*11  Hacker Lexicon: What is Credential Stuffing? https://www.wired.com/story/what-is-credential-stuffing/ 

*12  Beware: PayPal phishing texts state your account is ‘limited’ https://www.bleepingcomputer.com/news/security/beware-paypal-phishing-texts-state-your-account-is-limited/ 

*13  Identity Fraud Losses Increase 15 Percent as Consumer Out-of-Pocket Costs More Than Double, According to 2020 Identity Fraud Report https://www.javelinstrategy.com/press-release/identity-fraud-losses-increase-

15-percent-consumer-out-pocket-costs-more-double 

*14  The Many Different Forms of Identity Theft https://www.experian.com/blogs/ask-experian/20-types-of-identity-theft-and-fraud/ 

*15  How scammers siphoned $36B in fraudulent unemployment payments from US https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2020/12/30/unemployment-fraud-how-international-scammers-took-36-b-

us/3960263001/ 

*16  Scammers have taken $36 billion in fraudulent unemployment payments from American workers https://www.cnbc.com/2021/01/05/scammers-have-taken-36-billion-in-fraudulent-unemployment-payments-.html 

*17  https://threatpost.com/stolen-fortnite-accounts-earn-hackers-millions/158796/ 

*18  https://www.esportshacked.com/post/every-other-gamer-has-been-hacked-are-you-one-of-them 

*19  Hacker seeks to extort Finnish mental health patients after data breach https://www.politico.eu/article/cybercriminal-extorts-finnish-therapy-patients-in-shocking-attack-ransomware-blackmail-vastaamo/ 

*20  global-fraud-report-2018-infographic.pdf https://www.experian.com/content/dam/marketing/na/assets/im/decision-analytics/infographics/global-fraud-report-2018-infographic.pdf 

*21  Cloud Adoption in 2020 https://www.oreilly.com/radar/cloud-adoption-in-2020/ 

*22  Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2020 https://www.oracle.com/a/ocom/docs/cloud/oracle-cloud-threat-report-2020.pdf 

*23  ICS security evolves as network perimeter dissolves https://blog.f-secure.com/ics-security-evolves-network-perimeter-dissolves/
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エフセキュアについて

最も優れたセキュリティコンサルタント、何百万台ものデバイスに搭載された数多くの受賞歴を誇るソ
フトウェア、進化し続ける革新的なセキュリティ対策に関するAIテクノロジー、そして「検知と対応」。これら
の橋渡しをするのがエフセキュアです。当社は、大手銀行機関、航空会社、そして世界中の多くのエンタープ
ライズから、「世界で最も強力な脅威に打ち勝つ」という私たちのコミットメントに対する信頼を勝ち取っ
ています。グローバルなトップクラスのチャネルパートナー、200社以上のサービスプロバイダーにより構
成されるネットワークと共にエンタープライズクラスのサイバーセキュリティを提供すること、それがエフ
セキュアの使命です。

エフセキュアは本社をフィンランド・ヘルシンキに、日本法人であるエフセキュア株式会社を東京都港区に
置いています。 
また、NASDAQ ヘルシンキに上場しています。詳細は以下のページをご覧ください。 
https://www.f-secure.com/en/welcome (英語) 
https://www.f-secure.com/ja_JP/ (日本語) 
 
また、Twitter @FSECUREBLOG でも情報の配信をおこなっています。  

f-secure.com   |   twitter.com/fsecure   |   linkedin.com/f-secure


