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■【第１７３回月例研究会受講報告】                   会員番号 1795 藤澤 博 

 

講演テーマ及び講師 ：  

1.「改正不正アクセス禁止法について」： 

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課係長 吉田 裕紀 氏  

2.「標的型攻撃メールの特徴と対策」 

情報処理推進機構ＩＰＡ技術本部 セキュリティセンター調査役 木邑 実 氏 

日時 ： 2012年7月20日（金）18:30～20:30 

場所 ： 機械振興会館 地下2階 ホール 

 

講演概要： 

【講演－１：改正不正アクセス禁止法について】 

平成 24 年 3 月 31 日（法律第 12 号）に「不正アクセス禁止法」が改正されたが、この改正の内容について、配布

資料「改正不正アクセス禁止法について」が使用され、説明が行われた。主な項目は次のとおりである。 

１．改正前の不正アクセス禁止法の概要 

２．社会情勢 

 ①インターネットの普及状況 

②サイバー犯罪情勢の深刻化 

③フィッシング行為の急増 

３．不正アクセス禁止法の改正について 

①取締面の対策：不正アクセス防止対策の強化 

②禁止・処罰するフィッシング行為の類型 

③防御面の対策：情報セキュリティ関連事業者団体に対する情報提供 

 

１．改正前の不正アクセス禁止法の概要 

サイバー犯罪の防止・電気通信に関する秩序の維持を目的として、以下の対策が定められている。 

①取締面の対策： 

1）不正アクセス行為の禁止・処罰（3 条・4 条） 

 ・プログラムの脆弱性を狙って、目的端末を利用可能にしてしまう行為。 

2）他人のＩＤ・パスワードの無断提供の禁止・処罰（4 条・9 条） 

・他人の ID・パスワードを奪取・盗用して、その者になりすましてアクセス認証を越える行為。 

・なりすまし以外の攻撃手法を用いて認証サーバーをだまし、それに従属する目標の端末を利用可能にする行

為。 

②防御面の対策： 

1）アクセス管理者による防御措置（5 条） 

・不正アクセスに遭わないように、常に適切な管理措置を講じる努力義務がある。 

2）都道府県公安委員会による援助（6 条） 

・被害発生時の応急対策 
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3）国家公安委員会・総務大臣・経済産業省大臣による情報提供等（7 条） 

・不正アクセス行為の発生状況の公表    ・セキュリティ技術の研究開発状況の公表 

  ・広報啓発 

 

２．社会情勢 

   インターネットの普及とともにサイバー犯罪、フィッシング行為が増加している。 

①インターネットの普及状況 

【H11 年度末】：インターネットの利用者数：2,706 万人、人口普及率（利用率）：21.4％ 

  【H22 年度末】：インターネットの利用者数：9,462 万人、人口普及率（利用率）：78.2％ 

②サイバー犯罪情勢の深刻化 

  サイバー攻撃による ID・パスワードの不正取得。現行法では不処罰。 

【H13 年】：不正アクセス検挙件数：  66 件、不正アクセス人員： 51 人 

 【H22 年】：不正アクセス検挙件数：1,598 件、不正アクセス人員：123 人 

③フィッシング行為の急増 

  企業になりすまして偽メールを送信し、ID・パスワードを入力させてだまし取るフィッシングが増加。 

現行法では不処罰。 

【H17 年】：フィッシングサイト件数： 291 件 

【H21 年】：フィッシングサイト件数：1,786 件 

 

３．不正アクセス禁止法の改正について 

  サイバー攻撃及びフィッシング行為の急増に伴い不正アクセス禁止法が以下のように改正された。 

①取締面の対策： 

  ネットバンキングの不正送金、クレジットカード詐欺、営業秘密の取得等の不正行為及び不正取得が可罰化され、

法定刑が、1 年から 3 年に引き上げられた。 

1）フィッシング行為の禁止・処罰（3 条・11 条） 

2）ID・パスワードの不正取得の禁止・処罰（7 条・11 条）  

  3）不正アクセス行為に係わる法定刑の引上げ（11 条・12 条） 

 ②防御面の対策： 

   情報セキュリティ関連事業者団体(*)に対し、国による以下に示す新たな援助策が追加された。 

  ・不正アクセス行為の手口に関する個別具体的な情報の提供 

  ・不正アクセス行為の実態を踏まえた助言 

1）情報セキュリティ関連事業者団体に対する情報提供（10 条） 

＊情報セキュリティ関連事業者団体（2 社）：ＩＳＯＧ－Ｊ、フィッシング対策協議会 

 

＜主な質疑応答＞ 「防御面の対策」画面について 

１．情報セキュリティ関連事業者団体について  （「防御面の対策」画面について） 

Ｑ：2 団体が例示されているが、他にもあるか。 

Ａ：現在この 2 団体である。今後増えてゆく可能性がある。 
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Ｑ：このような団体になるための条件とか、ＨＰから申請できるのかなどの方法は？ 

Ａ：法律上で規定があるわけではない。団体が自分のところはこのような活動をしていることを申し出てもらうことに

なる。（Ｑ：その場合吉田さんに連絡することでよいか。Ａ：良いです） 

２．アクセス管理者の役割と活動   （「防御面の対策」画面について）  

Ｑ：クラウドシステムの場合には、アクセス管理者とはユーザの登録や管理をする者と考えて、この場合にもアクセ

ス管理者向の情報提供があるか。 

Ａ：完全に始まっているわけでないので、クラウドのケースは事例がまだ無い。 

Ｑ：情報は例示や技術的推奨などの内容が表示されるか？ 

Ａ：法律上“ここまで行え”というのではない。一般的に努力してください、守ってくださいという方向性を示すものに

なる。 

３．海外からの不正アクセスなどへの対処 

Ｑ：海外からの不正アクセスに対する対応は出来るのか。 

Ａ：（不正アクセス事例ではないが）インターネット上のわいせつ画像がタイのサーバー上にある場合について、タ

イと協力して犯人を捕まえた。日本のコンピュータに対しての犯罪には日本に捜査権限があるが、実際にはそれ

が海外で行われた場合には犯人のいる国の警察と協力して解決することになる（サイバー犯罪条約を日本も受託

した）。 

以上 

 

【講演－２：標的型攻撃メールの特徴と対策】 

最近発生したサイバー攻撃の内容と新しいタイプの攻撃の分析と対策について、配布資料「標的型攻撃メールの

特徴と対策」が使用され、説明が行われた。主な項目は次のとおりである。 

  １．某重工業企業の事件と脅威の動向 

  ２．標的型攻撃メール 

  ３．新しいタイプの攻撃 

  ４．対策の全体像とＩＰＡの取組 

  ５．Ｊ－ＣＳIＰの紹介（＊） 

＊：当日は時間が足りなくて紹介いただけなかったＪ－ＣＳIＰについて、資料を提供戴きましたので、掲載します。 

 

１．某重工業企業の事件と脅威の動向（報道ベース） 

 ①事件の経緯 

 ・某重工業企業が所属する業界団体の職員の PC がウイルスに感染し、関係企業とやり取りしていたメール情報が

盗まれた。 

 ・盗まれたメールを使用し、関係企業に対して、標的型攻撃メールを送付された。その関係企業の中に某重工業

企業等が含まれていた。 

 ②某重工業企業の被害 

  ・標的型攻撃メールを受信後、ウイルスは広域に社内拡散した。11 事業所、83 台の PC やサーバー。 

  ・端末に感染したウイルスにより内部サーバーへ侵入され、一部の情報を抜き取られた可能性がある。 

抜き取られた情報を攻撃者のサーバ（米国サーバ）へ送付された模様。 

  ・機密情報の流失は確認されていない。 
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 ③今回の事件の教訓と対策 

  ・標的型攻撃は、攻撃目標に関係する組織も狙っている。 

  ・組織関係や業界団体活動に大きな支障を生じる可能性が大。 

  ・セキュリティがあまいと、関係する組織にも大きな脅威となる。 

  ・対策としては、各組織が社会的責任として十分なセキュリティ対策を取り、業界が一丸となってセキュリティレベル

の向上を図る。 

 ④脅威の動向 

  ・上記のような事件は、世界中で発生している。 

  ・これらの不正侵入は、金銭的な対価でなく、企業や政府の機密情報や知的財産そのものを入手することを目的に

実行されている。 

 

２．標的型攻撃メール 

 ①標的型攻撃メールの定義 

   情報窃取を目的として特定の組織に送られるウイルスメール 

 ②標的型攻撃メールの特徴 

  ・送信者名として、実在する信頼できそうな組織名や個人名を詐称する。 

  ・受信者の業務に関係の深い話題や詐称した送信者が扱っていそうな話題 

  ・ウイルス対策ソフトを使っていてもウイルスが検知されない場合が多い。 

  ・メールが海外からの IP アドレスから発信される場合が多い。 

  ・感染しても、PC が重くなるとか、変なメッセージが表示されない。 

  ・外部の指令サーバーと通信している。 

  ・長期間にわたって標的となる組織に送り続けられる。（内容は、毎回異なる。） 

 ③ウイルスメールの形態の変化 

   マスメール型ウイルスメール ⇒ 標的型攻撃メール へ変化 

 マスメール型 標的型攻撃 

ターゲット セキュリティ対策が不十分な PC 特定の組織の情報 

宛先 不特定多数 少数の組織 

送信者 知らない人 信頼できそうな組織や人物 

ウイルス対策ソフト 大半は検知 ほとんど検知不可 

話題 誰にでも関係のある話題 受信者に関係の深い話題 

記述言語 ほとんど英語 日本語など受信者が通常使う言語 

添付ファイル 実行形式（exe） Pdf や doc などの文書ファイル 

感染拡大 感染した自身の PC から再発信 再発信せず 

感染後の症状 何らかの異常な症状 特に気付くような症状なし 

 

３．新しいタイプの攻撃（ＩＰＡ） 

 ①「新しいタイプの攻撃」の定義 

   ソフトウェアの脆弱性を悪用し、複数の既存攻撃を組み合わせ、ソーシャル・エンジニアリングにより特定企業や個
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人を狙った攻撃の総称。 

 ②「新しいタイプの攻撃」の事例 

  ・Google、Yahoo! を狙った攻撃 

  ・イランの原子力施設を狙った攻撃 

  ・日本を含めた重工業企業への攻撃 

  ・米国セキュリティ関連企業を狙った攻撃 

  これらの攻撃は、海外では 

「APT（advanced persistent threat：高度かつ継続的な脅威）」とも呼ばれる攻撃手法である。 

 ③「新しいタイプの攻撃」の分析 

   【事前調査】：ターゲットとなる組織を攻撃するための情報を収集する。 

【初期潜入段階】：標的型メールや USB メモリ、Web サイト閲覧を通してウイルスに感染する。 

【攻撃基盤構築段階】：侵入した PC 内でバックドアを作成し、外部の C&C サーバーと通信を行い、新たなウイル      

スをダウンロードする。 

【システム調査段階】：  情報の存在箇所特定や情報の取得を行う。 

【攻撃最終目的の遂行段階】：  攻撃専用のウイルスをダウンロードして、攻撃を遂行する。 

 ④「新しいタイプの攻撃」対策の考え方 

   組織の守るべき資産の明確化、リスクの評価に基づいて、一つの対策でなく、多層の防御が重要。 

  ・脅威は極力上流で食い止める。 

  ・侵入阻止できなかった場合の攻撃活動の抑止。 

  ・最後の砦となる守るべき情報の保護の強化 

  ・システム全体の監視と証跡の分析 

  ・組織全体のセキュリティマネジメントやコンテンジェンシープランの整備。 

 

４．対策の全体像とＩＰＡの取組 

 ①対策の全体像 

  情報セキュリティ対策に抜けはないかを見直すチェックリストとして活用してください。 

  【入口対策】 

   ・システムへの入口と経路での防御：ファイアウォール、侵入検知システム／防止システム等 

   ・脆弱性対策：定期的な脆弱性診断、ウェブアプリケーションファイアウォール（WAF）等 

   ・標的型攻撃ルートでの対策：スパムフィルター、URL フィルター等 

  【出口対策、情報保護】 

   ・ウイルス活動の阻害及び抑止：端末間、他部署間のネットワーク通信の制限等 

   ・アクセス制御：ユーザ認証等 

   ・情報の暗号化：通信路の暗号化、ファイルの暗号化、暗号鍵管理等 

  【監視、管理統制】： 

   ・システム監視、ログ分析：ネットワークログ取得・分析、サーバログ取得・分析等 

   ・管理統制及びコンテンジェンシープラン（事前準備・事後対応）：危機対応体制の整備等 

②ＩＰＡの取組 

・サイバーセキュリティ注意喚起サービス「icat」 
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「icat」をイントラネットのポータルサイトに表示することにより、ＩＰＡが発信している緊急に実施すべきセキュリティ

対策情報を従業員に直接周知することができる。 

・MyJVN バージョンチェッカ機能 

攻撃に利用されやすいソフトウェアのバージョンが最新か簡単にチェックできる。毎週各々がチェックするのが

良い。監査の項目としても薦めたい。 

・JVNiPedia 脆弱性対策 DB(15,000 件突破)  

国内外の主要なソフトウェアの脆弱性情報を日本語で掲載しており、企業のシステム管理者に活用してもらい

たい。 

・ＩＰＡテクニカルウォッチ レポート「標的型攻撃メールの分析」 

IPA に届けられた 70 件余りの標的型攻撃メールを分析した。 

・サイバー情報共有パートナーシップ（J-CSIP） 

標的型攻撃に関する情報を共有することで、被害の防止や極小化を図る取組。重工関連 9 社でスタートし、現

在、電力、ガス、化学、石油業界に拡大中。 

・「新しいタイプの攻撃」の対策に向けた設計・運用ガイド 

・「標的型サイバー攻撃の特別相談窓口」の設置 

 

５．Ｊ－ＣＳIＰのご紹介 

 ①J-CSIP メンバー企業実施項目 

 ・組織内への注意喚起・初動対策 ⇒ メール開封を回避 

 ・メールサーバのアーカイブの検証 ⇒ 攻撃痕跡検証 

 ・防御対策 ⇒ メールフィルタのチューニング 

 ・検証結果のフィードバック ⇒ 再度の情報共有 

②IPA の貢献 

 ・J-CSIP メンバー許可の下に、重要組織に対する最新の攻撃情報の知見の共有、およびマルウェア検体の提供を

行う。 

 ・迅速な解析、より広く深い解析による、情報共有内容および対策対応の高度化を図る。 

 ・今後想定される攻撃に対する事前対応、システム対策など組織的セキュリティ力の向上を図る。 

 

＜感想＞ 

今回の公演テーマ「改正不正アクセス禁止法について」及び「標的型攻撃メールの特徴と対策」は、インターネット

の利用者が急激に増加する中、それに伴ってサイバー犯罪が増加し、その手口も一層複雑・巧妙化し、政府関係組

織、国の機密情報を扱う企業等へ不正侵入する「新しいタイプの攻撃」が報告されている。その「新しいタイプの攻

撃」がどのようなものか、また、それに対し、どのような対策を打てばいいのか、警察庁の不正アクセスの取締り、そし

て、IPA における対策が非常に興味ある内容でした。 

マスメール型ウイルスメールから標的型攻撃メールへ変化している「新しいタイプの攻撃」に対し、さまざまな活動

を行っておられる現状を解り易く、説明して戴いたことに感謝し、感想とさせて戴きます。 

 

以上 

【第 173回月例研究会受講報告 終わり】 


