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2月1日 想い出と 一緒に「パシャリ！」 位置情報

スマホで写真を撮ると、撮影場所の位置情報がファイ
ルに刻まれます。不安なら設定の変更を！

2月1日 スマートフォン セキュリティも スマートに

スマートフォンは立派なＰＣです。だからこそ、セキュリ
ティ対策はＰＣの場合同様に“賢く”行う必要がありま
す。

2月2日 誤送信 それも立派な 情報漏えい

誤って別の人にメールを送信したり、BCCし忘れたりと
ありふれたミスも情報漏えいと心得ましょう。

2月2日 ひと呼吸 添付ファイルと 宛先チェック

メール送信ボタンをクリックする直前に手を止めて、添
付ファイルと宛先を最終チェックしましょう。

2月3日 添付ファイルと 一緒に来ちゃった パスワード

パスワードと一緒にメールしたら、セキュリティ対策し
たつもりの大事なファイルも丸見えです。

2月3日 パスワード 教えてあげない あなたでも

パスワードさえあれば、機密情報にもアクセスできま
す。漏えいすれば、あなたの責任です。

2月4日 SNS（エスエヌエス） うっかり書き込み 事故の元

ソーシャルメディアの利用普及が進む中、便利さや手
軽さの裏には各種リスクが潜んでいます。

2月4日 つぶやいた つもりの一言 大災害

オフィスや出張先からのちょっとした呟きから、会社の
秘密がばれることがあります。慎重に。

2月5日 置きざりの 机上の資料が 命取り

会議室や自席に資料を置いたまま離席してしまいがち
ですが、短時間であっても資料をしっかり管理しましょ
う！

2月5日 身に付けよう 一服前の PCロック

ちょっとした離席時でもPCのロックを徹底する意識づ
けが大切です。

2月6日 インフルも スマホも予防が 必須だよ

人間の体でもスマートフォンでもウィルスに侵された時
の苦しみは非常に辛いものです。

2月6日 そのゲーム 無料とあるが 怪しいぞ

有名なゲームをかたったウイルスの混入したアプリ
が！安全性を確認してインストールして下さい！

2月7日 飲み会で ＰＣ無くせば 職無くす

機密情報が入った会社用PCの紛失で重いペナルティ
がある会社も。酒席には持ち込まないのが得策です。

2月7日 情報は 持たず 持たさず 持ち出さず

情報漏えいを起こさない為には、まずは自ら持たな
い、関係者にも持たせない、そして何より保管場所か
ら持ち出さないことが大切です。

2月8日 社会人 心に課そう セキュリティ

自分だけでなく会社の信頼を失うことにもなる時代、社
会に出たら一人一人の危機管理意識が重要！

2月8日 お前やれ 自分はやらない偉い人

セキュリティは上司も部下もみんなで守る必要があり
ます。「やれっ！」と言った人ほど率先垂範！

2月9日 痛い目を 見ねばわからぬ セキュリティ

セキュリティ事故は、その当事者にならないとなかなか
意識できないものです。事故の前に対策を！

2月9日 「大丈夫」 そう言う人が 事故招く

リスクに対する認識が甘い人ほど、セキュリティ事故を
起こしやすいと言えるでしょう。

2月10日 パソコンに パッチ当てずに バチ当たり

パソコンにパッチを適用してアップデートしないと痛い
思いをしちゃいますよ。

2月10日 OSの 更新「後で！」が 命取り

パソコンもスマホも、安全なネット環境を保ちたいなら
「通知が来たらすぐ更新！」が鉄則です。

2月11日 スマートフォン 個人情報の 詰め合わせ

スマートフォンには、電話帳や写真、通話記録など、重
要な個人情報が大量に保存されています。

2月11日 友達の 情報ぎっしり 電話帳
2月12日 まさか自分？ 過信が生み出す 情報漏えい
2月12日 漏洩して はじめて分かる 世の怖さ
2月13日 気を付けて そのクリックが 命取り
2月13日 ウィルスも 僕は平気と 過信して

スマートフォンの電話帳には大事なお友達の個人情
報がいっぱいです。漏えい等させないように守りましょ
う。
「自分は情報漏えいの当事者にはならない」と思って
いる方がほとんどです。そんな気の緩みが事故につな
がります。
企業や個人にとって莫大な損失をもたらす情報漏洩
事故。今こそ対策の見直しを！
メール、ブログや twitter に書かれているURL。ウイル
スをダウンロードするサイトかもしれません。しっかり
確認してからクリック！
巧妙化し続ける手口に完璧な対策はなさそうです。自
分は大丈夫と過信せず、自衛力も常に強化しましょ
う！

2月14日 「ちょっとだけ」 書き込んだのが 命取り

少しの油断が情報漏えいや炎上につながることもあり
ます。SNSなどへ書き込む前にちょっと考えましょう。

2月14日 つぶやきの 手を止めちょっと 考える

思いつきや勢いで書き込まず、まずは一呼吸置いて、
つぶやいた後の影響を少し考えましょう。
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2月15日 新幹線 後ろの席から 資料見え

いろいろな場所で無線LANが使える現在、仕事をする
なら周囲の環境にも目配り＆心配りを！

2月15日 セキュリティ なければ使わぬ 無線LAN

移動中や外出先・出張滞在先で仕事をするなら、セ
キュリティが有効なネット環境を選びましょう。

2月16日 あのアプリ 個人情報 送ってた？

アプリをインストールする前に、条件をしっかり確認し
ましょう。

2月16日 注意して アプリの出どころ 出す情報

アプリは信頼できるサイトから入手するとともに、アプ
リが取 得する(外部に送信するかもしれない)情報に
注意しましょう。

2月17日 エレベーター 機密飛び交う 雑居ビル

エレベーターの中でのおしゃべりを他の会社の方も聞
いていますよ。少しの我慢はマナーです。

2月17日 無くなった！「情報資産」と「会社の信用」

情報漏えいが起こったとき、一番恐ろしいのは、会社
の信用とブランドが一気に低下してしまうことです。

2月18日 いつも見る 銀行サイトに 落とし穴

人はいつも見なれたページに無防備になるもの。いつ
もの手続き以外の要求が来たら警戒しましょう。

2月18日 怒られても 開くもんか 怪しげメール

怪しいメールを不用意に開くのは危険です。差出人に
確認するか専門家に相談しましょう。

2月19日 落したか？ しまったロック かけてない

スマホを落としたら情報漏えいや金銭被害にあうと思
い、事前対策を。

2月19日 鍵かけない あなた 家でも そうですか？

玄関にカギをかけるのと同様に、PC やスマホもちゃん
とロックしてますか？

2月20日 同意画面 内容読まずに 「はい」を押し

アプリのダウンロード前も利用中も、「同意します」を押
す前に条件等をしっかり確認する習慣を！

2月20日 性急に 押したクリック 請求に

PCやスマートフォンでの架空請求詐欺が発生していま
す。ホームページの怪しいリンクのクリックは慎重に。

2月21日 スマートフォン ウイルス付かも そのアプリ

便利そうなスマホアプリの中には、住所録や位置情報
を外部送信するウイルスまがいのものもあります。利
用する前には評判などを調べてから！

2月21日 スマホにも 遠隔操作の 魔の手伸び

遠隔操作や情報搾取など悪意で撒かれるウィルス
は、パソコンだけでなくスマホにも感染します。

2月22日 公開を しなきゃよかったと 後悔し

個人情報や写真など、一度でも公開すると「なかった
こと」にできないのがネットの怖さです。

2月22日 気を付けろ 漏れた情報 戻らない

漏えいした情報は、さまざまなWebサイトに転載される
などして、消去できなくなる恐れがあります。

2月23日 パスワード ８桁記号 数字入り

パスワードは利用するサービスごとに変更し、英数記
号入りの強固なものを使用しましょう。

2月23日 パソコンのふたにべったりパスワード

パスワードを覚えるのは難しい。でも、フタに書いてお
くと悪用される危険もあるので、やめましょう。

2月24日 仲間だけ 実は世界が 知っていた

重要な情報をネット上に投稿する際は、情報の公開範
囲に、充分に注意しましょう。

2月24日 罵詈雑言 フォロワー以外も 読んでいる

Twitterなどへの書き込みは、友人以外も読んでいると
いうことを忘れてはいけません。

2月25日 事故事例 皆で共有 事故防止

他社、他部署、他の人の事故事例を皆が知ることは、
事故防止に役立ちます。

2月25日 事故があり やっと気づいた セキュリティ

重大な事故が発生する前に、定期的にセキュリティ対
策の見直しをしましょう！

2月26日 そのアプリ 一度は確認 大きな安心

スマホアプリは、利用条件などを一度は確認すること
で、個人情報漏えいなどの危険が防止されます。

2月26日 セキュリティ そのひと手間で 惨事を防衛

利用条件の確認などを面倒がらずに行うことが、セ
キュリティの確保の上で大変重要です。

2月27日 事件はね 既に起こって いるんだよ

早期発見早期対応には、事故は既に起きているが、
単に見えてないだけであるという発想が重要です。

2月27日 セキュリティ 我慢強く 続けよう

変化するセキュリティ上の各種問題やリスク対策には
継続した対応が重要です。

2月28日 そのソフト 本当に入れても 大丈夫？

多くのウイルスの混入したソフトが！ソフトは良く安全
性を確認してインストールして下さい！

2月28日 ウイルスが 勝手に送金 あら怖い

欧米のオンラインバンクで、ウイルスによる不正送金
事件！ウイルス対策は万全に！

