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第１９３回 月例研究会 （２０１４年７月開催） 

会員番号 25069 野嶽俊一 （情報セキュリティ監査研究会） 

【講演テーマ】 「最近のサイバー攻撃と対策の解説」 

【講師】 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 技術本部 セキュリティセンター 情報セキュリティ技術ラボラトリー 

主任研究員 渡辺 貴仁 氏 

【日時】 2014年 7月 22日（木曜日）18:30～20:30 

【場所】 機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】：講演者より 

オンラインバンキングにおける不正送金の被害が増加傾向にあり、警察庁によれば 2014 年の国内における被害額

は、5月 9日の時点で 14億円を超え、過去最大であった昨年の被害総額を既に超えたとあります。また多くのオンライ

ンサービスサイトで第三者にログインされ、情報の不正取得やなりすましの被害が発生しています。 

さらにホスティング事業者が攻撃を受け、そのサービスを利用しているウェブサイトが改ざんされ、エンドユーザにウ

イルスを感染させる事例が発生しております。 

この様なサイバー攻撃を紹介するとともに、対策について解説をします。 

 

【講演概要】 

IPA が毎年発行している「10 大脅威」の 2014 年版を中心に、情報セキュリティに関する注目すべき脅威や懸念とそ

の対策について紹介された(参考資料の URLは、文末にまとめて記載する)。 

 

Ⅰ．10大脅威について 

 独立行政法人 情報処理推進機構（以下、IPA）では、2004 年から、毎年、「情報セキュリティ 10 大脅威」を発行して

いる（資料１）。2014年版は、「10大脅威執筆者会」117人のメンバーの投票により決定した。「情報セキュリティ 10大脅

威」の構成は、「１章：セキュリティ驚異の分類と傾向」、「２章：2014年版 10大脅威」、「３章：注目すべき脅威や懸念」と

なっている。 

以下、この章建てにしたがって説明する。 

 

１章 セキュリティ脅威の傾向と分析 

近年、スマホやＳＮＳといったＩＴ機器やＩＴ環境が年齢、社会階層を問わず急速に普及し、セキュリティ脅威が、あら

ゆる層に広がっている。また、ウイルス・ハッキングの国際問題化や IT詐欺の横行といったように脅威の内容が変化し、

より深刻化している。 

 国際政治・安全保障の分野が新たな問題として挙がってきた。「サイバー領域問題」と言われるもので、軍事的妨害

活動、国家機密の窃取、社会インフラの破壊といったことが、現実化している。米国政府は、「第５の空間」として陸・

海・空・宇宙の既存の４領域に加えてサイバー空間を新たな国防上の領域として捉えている。先の米中首脳会談にお

いても本件がテーマとなったが、お互いのけん制で終わってしまった。これについては、国際的な共通のルール作りが

求められている。 

パソコンへのウイルス感染、サーバへの不正アクセスが広がり、ウイルス・ハッキングを用いたサイバー犯罪やイン

ターネットを使った詐欺・犯罪行為が増加している。また、金銭を狙って攻撃者は組織化し、年々被害規模が拡大して

いる。インターネット上でも、架空請求詐欺、偽者による成りすましや、偽物の販売行為等の詐欺行為が横行している。 
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 一方、2000 年代前半から、日本国内でも内部統制やセキュリティマネジメントの体制の確立が浸透し、情報資産

(データやシステム)の事故(漏えい、改ざん、消失、システム停止)の抑止に重要な役割を果たしている。 

インターネット人口が増大するなか、インターネットを使う側のモラル(エチケットやリテラシー)、すなわち、インター

ネットモラルの問題が浮上してきた。誹謗中傷やいじめ、ＳＮＳによる本人の意図せぬ情報公開等が頻発している。現

実社会と同様、法律遵守やモラルを意識した利用が必要である。 

 

２章 2014年版 10大脅威 

 １０大脅威について、順位にしたがって説明する。 

《 １位 》 標的型メールを用いた組織へのスパイ・諜報活動 

攻撃が見え難く容易に気づかない、メールやウェブを介して遠隔から侵入できるといった性質が悪用され攻撃に使

われる。ターゲットは官公庁だけではなく、最近では民間企業も狙われている。手口としてはセキュリティの弱いとこ

ろ（中小企業等）から狙われ、最終的に大企業等の機密情報が窃取される。外交問題に発展しており、2013 年７月

に開催された「米中戦略経済対話」では、米国から中国に「サイバー攻撃による窃盗行為を止めるよう」強い要請が

行われた(「Ⅱ」で詳述)。 

 

《 ２位 》 不正ログイン・不正利用 

ウェブサービスへのハッキング、推測可能なパスワードの使用、利用者による ID/パスワードの使い回し等が原因

で、ウェブサービスやシステムに不正にログインされる。とくに IDを「メールアドレス」として設定しているサイトは、そこ

が攻撃を受けたらパスワードリスト攻撃により他のサイトでも影響を受ける恐れがあり、要注意である。 

クレジットカード会社やショッピングサイトなど幅広く狙われている。 

2013 年の統計では、多くの不正ログイン成立率は０％台と低いものの、成功件数は相当数に上る。試行件数の

0.15%にあたる 23,926件が不正ログインに成功した事例がある。 

不正ログイン、不正利用対策としては、長く複雑なパスワードの設定、パスワードの使いまわしの禁止、パスワード

以外の認証方式、たとえば、ワンタイムパスワードや認証トークンの利用、２要素認証等を用いることが考えられる。 

 

《 ３位 》 ウェブサイトの改ざん 

ウェブサイトの改ざんは、管理者端末が狙われる。ＦＴＰやＳＳＨ等、管理者用サービスから侵入し、管理者権限を

奪い、コンテンツ管理システム(ＣＭＳ)などの汎用的なソフトウェアを狙う。また、ウェブアプリケーションの脆弱性も狙

われている。2013 年度のＪＰＣＥＲＴ/CC が 2013 年に受け付けた国内外で発生したウェブサイトの改ざん件数は、

7,409件、1日平均 20件にものぼる。ＳＱＬインジェクションの脆弱性を攻撃されウェブサイト改ざんとなった例もある。

また、国内レンタルサーバ企業が管理する 8,438サイト(そのレンタルサーバを使用する企業のサイト)が改ざんされる

事件もあった。 

 

《 ４位 》 ウェブサービスからのユーザー情報の漏えい 

インターネットは、生活に必要不可欠な存在になっている。とくにインターネットによる会員制サービスは、クレジット

カード情報等の大量の個人情報を保持しており、格好のターゲットになっている。会員制サービスの眼鏡販売サイト

のミドルウェア Apache Struts2の脆弱性を悪用され、2059件のクレジットカード情報が漏えいした事故がある。また、

ネットスーパーのサイトで、最大 15万 165件のクレジットカード情報が不正に閲覧された可能性がある事件が発生し

た。さらに、ネット検索大手企業が、内部のパソコンが標的型攻撃を受け、最大 148.6万件の情報漏えいの可能性が
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あると発表した。 

Apache Struts2、OpenSSL、Internet Explorer等でウェブサービスを直撃する脆弱性が立て続けに露見した。また、

2015年 7月にWindows Server 2003のサポートが終了する。 

ウェブサーバからのユーザー情報の漏えいを防ぐ対策は、ネットワークアクセス制御の強化、セキュアなサーバの

設定、アカウント・パスワードの管理強化、OS・ソフトウェアの定期更新及びウェブアプリケーションの脆弱性の診断

の実施等がある。また、外部からの侵入はもちろん、内部からも侵入されない対策を打つ必要がある。さらに、ネット

ワークやサーバを常時監視する必要がある。 

  

《 ５位 》 オンラインバンキングからの不正送金 

2013年、オンラインバンキングの不正送金の被害額が過去最大になった。これらは、フィッシング詐欺やウイルス

により窃取された認証情報を使って、本人に成りすまして不正送金を行うものである(「Ⅲ」で詳述)。 

 

《 ６位 》 悪意あるスマートフォンアプリ 

スマートフォンをターゲットとしたマルウェアがこの１年で 614％も増加し、窃取された個人情報は、スパム送信や不

正請求詐欺などに悪用されている。 

このような状況に至った背景は、自由にアプリをインストールできるスマートフォンの急速な普及にある。これを利

用してマルウェアが電話帳を盗み取るといった事件が頻発している。偽「ウイルス対策ソフト」を 81 万人がダウロード

し、3,700 万人分の電話帳データが抜き取られる事件が起こった。この電話帳データをもとに、攻撃者が運営するサ

イトへメールで誘導し、攻撃者は約 3億 8,900万を売り上げた。 

この被害を防ぐために、以下の対策をとる必要がある。 

・スマートフォンのＯＳとアプリは常に最新の状態に 

・アプリは信頼できる場所から、ユーザーレビュー/評価を確認してインストール 

・Android端末では、「提供元不明のアプリ」はインストールしない設定に 

・Android端末では、アプリをインストールする際にアクセス許可を確認 

・セキュリティ対策ソフトを利用 

 

《 ７位 》 SNSへの軽率な情報公開 

自己表現やコミュニケーションのツールとして、ブログやＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)の利用が増大

している。一方で、従業員の投稿が原因で、企業・組織が損害を受ける事件、いわゆる「バカッター」が社会問題に

なっている。また、官僚が、Twitterやブログで不適切な発言をして停職処分を受ける事件も起こっている。 

対策として、まずは、個人ユーザーのモラル向上、また、企業・組織では、不適切な投稿が損害を招く可能性を周

知させる等の教育の実施、ＳＮＳ利用ポリシーの規定等が必要である。 

 

《 ８位 》 紛失や設定不備による情報漏えい 

ノートパソコンやＵＳＢメモリなどの紛失による事故は後を絶たない。スマートフォンやクラウドサービスにより、情報

漏えいを引き起こすリスクが拡大している。また、オフィス機器の設定不備が原因の情報漏えいも発生している。

2013 年 7 月に、誤った設定によりクラウドサービス Google グループで情報公開をしていた情報が、誰でも閲覧でき

る状態になる事件が起こった。また、2013 年 11 月に、インターネットからアクセス可能になっている複合機の存在が

明らかになった。 
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これらを防ぐために、以下の対策をとる必要がある。 

・パソコンや電子媒体の外部への持ち出しをルール化し、さらに、ファイルを暗号化するなどのシステム的な対策を

とる。 

  ・個人が組織に持ち込む機器(ＢYOD)に対し、組織としてのポリシーを確立して徹底する。 

  ・利用するサービスの仕様を理解し、適切な設定や運用を定める。 

  ・アカウント及びアクセス権限を管理し、利用するユーザーを適切に制限する。 

 

《 ９位 》 ウイルスを使った詐欺・恐喝 

パソコンをロックして身代金を要求するランサムウェアの被害が増加している。この被害に遭うとデータにアクセスで

きなくなり、業務や個人的趣味のデータが消失する。ファイルを暗号化するランサムウェアCryptoLockerの感染が拡

大し、2013年 10月には前月比 3倍を記録している。この攻撃では、ファイル復号鍵とツールを高額(日本円で約 300

万円)で売りつける。ウイルス対策ソフトの導入、Windows Updateの実施等のＯＳ・ソフトウェアの定常的な最新化、及

び、データのバックアップを取得する等の対策が必要である。 

 

《 １０位 》 サービス妨害 

サービス妨害とは、ウイルスによりシステムが破壊され、サービスや業務が停止状態になることをいう。パソコンや

サーバが分散型サービス妨害(DDoS)攻撃の踏み台にされ、攻撃に加担してしまう事態も増加している。この問題が

深刻化している背景には、ＩＴの普及と依存度が日増しに拡大していることがある。 

2013年 3 月 20日に、韓国の複数の企業の数万台のパソコンがマルウェアの攻撃により突如停止し、起動できない

事態が発生し、業務に甚大な影響がでた。また、米国では、100Gbpsのトラフィックが絶え間なく 9時間継続するとい

う史上最大の DDoS攻撃があった。 

セキュアなサーバの設定、DDoS攻撃の特徴がある特定の通信をネットワーク機器などでブロックする等の通信制御、

ウイルス対策ソフトの導入、ＯＳ・ソフトウェアの定常的な最新化等の対策をとる必要がある。 

 

３章 注目すべき脅威や懸念 

 最近、新たに出てきた脅威や懸念を説明する。 

（１）ネットワーク接続機器の増加 

複合機、ウェブカメラ、ネットワーク対応ハードディスク、テレビなど、ウェブインターフェースにより設定・管理できる

オフィス機器や家電機器が増加している。その一方で、機器の不適切な設定により、機器をインターネット接続する

ことで世界中の誰でもアクセスできる状態になり、情報漏えいや機器の乗っ取りなどの被害が発生している。複合機

がインターネットからアクセス可能な状態になった事件や、攻撃者が、インターネットから乳児見守り用機器を介して、

赤ん坊に罵声を浴びせる事件などが発生している。 

これらの事件は、ユーザー側が仕様を十分に理解していない、機器がインターネットに公開されることに気がつい

ていない、オフィス機器についてはシステム管理部門ではなく総務系の部門が管理をしている等のユーザー側の認

識不足が原因で発生している。機器の管理者は、機器に付属している説明書をよく読み、適切な設定を施す、必要

がない限り機器をインターネットに接続しない、といった対策をとる必要がある。また、ネットワーク管理者は、ファイア

ウォールやブロードバンドルーターで、インターネットから機器への通信を制限するといった対策をとる必要がある。 
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(2)エンドポイントセキュリティの重要性 

前述の１０大脅威は、パソコン等のエンドポイントへの攻撃が主流である。Oracle Java(JRE)、Adobe 

Acrobat/Adobe Reader、Adobe Flash Player、Microsoft Officeなど、パソコンを利用する上で欠かせない製品の脆

弱性が悪用されている。新しいソフトウェアほどセキュリティ機能が強固である。たとえば、Windows XPは11.3%のウイ

ルス感染率であるが、Windows 7(32bit)は 4.8%に減少している。最新バージョンの使用がセキュリティ対策の近道で

ある。 

 

(3)インターネット利用者の低年齢化に伴う問題 

未成年者がインターネットで犯罪に巻き込まれるケースが増えている。また、ＩＴ犯罪を起こした未成年者が逮捕・補

導されるケースも増えている。携帯電話・スマートフォンを使用する小学生・中学生が増加し、オンラインゲームや学

習教材、コミュニケーションツール等のコンテンツが充実し、年々利用開始年齢が低下していることが原因の一つで

ある。 

インターネットは利便性が高い反面、偽名でも利用可能であり、悪用や誹謗中傷に使われやすい。出会い系サイト

での被害者は、2013 年上半期だけで７４名にも上る。子どもがゲームのアイテムを購入し、保護者が高額な請求をさ

れる事件が増加している。国民生活センターへの相談件数が、2013 年は 3,000 件を超えた。一方で、同級生のＩＤ/

パスワードを使って不正アクセスした 12歳の児童が補導される事件も発生している。 

幼少期や中高生にも教育や対策を行うことが必要である。 

 

 

Ⅱ．標的型サイバー攻撃の仕組みと対策 

攻撃者は長い時間、場合によっては 1年以上の時間をかけてターゲット攻撃に向けた事前調査を行う。標的のＳＮＳ

等の活動の情報等により身辺を調査し、攻撃者を信じ込ませるメールを送信する。メールは、標的の興味を引かせる

内容であり、標的に添付ファイルを開くことを促す。そしてそこには、Adobe Flash Player 等の脆弱性を突くマルウェア

が仕込まれている。  

このようなエンドポイントへの攻撃には、現在のネットワークセキュリティの仕組みでは対応が難しい。なぜなら、現在

の仕組みは、外から内への侵入に備える境界防御の概念でできているからである。たとえば、FireWall は、許可された

通信のみ通過させるが、通信の内容は関知しない。IDS(IPS)は、攻撃を行う通信を検知するが、未知の攻撃の阻止は

難しい。Anti-Virusは、マルウェアの侵入を阻止するが、見逃す可能性がある。 

一般的な対策としては、脆弱性対策としてのエンドポイントやサーバ機器等へのセキュリティパッチの適用、不審メー

ルを開かない等の啓発活動やＵＳＢ媒体の持込み禁止等のルールによる制限がある。しかし、これらには、業務に支

障をきたし、ルールの完全な遵守の困難性など、問題がある。 

そこで、従来の入口対策に加え、出口対策を施し、入口と出口でセキュリティ対策を二重にする方式をご紹介する。 

入口対策は従来の対策であり、前述の弱点があり、侵入を許してしまう可能性がある。出口対策は、たとえ侵入を許

しても出口を押さえることにより、組織への影響を回避しようというものである。 

一つは、バックドア通信の検知と抑止である。プロキシサーバと FireWall の設定により、出口側に正常な通信の流れ

を作り、ルール外の通信を試みるマルウェアの検知と遮断を行う。二つ目は、組織内への感染予防策としてVLANを構

築し、VLAN 間の通信を制限し、マルウェアの偵察行為を阻止しようというものである。VLAN の通信を監視し、感染発

覚時には VLANを切り離す。三つ目は、早期発見のためのログの監視である。 
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詳しくは、ＩＰＡが発行した、「『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」(資料２)をご参照願いたい。 

 

Ⅲ．ネットバンキングの不正送金 

１．被害状況 

警察庁の発表によると、インターネットバンキングの不正送金は、国内で被害件数 873 件、被害額は 14 億 1700

万円を超え、過去最悪だった 2013 年の被害額を、2014 年 5 月時点で上回ってしまった。1 件当たりの平均被害額

は、昨年が約 107万円だったのに対して、今年は約 162万円と 52%増になっている。また、被害にあった金融機関も

拡大傾向にあり、昨年の３２行から今年は 58 行に増えている。金融機関の規模も変化しており、都市銀行から地方

銀行へ、地方銀行から信用金庫・信用組合に拡大している。また、法人口座の被害が目立っている。5月 9日現在、

全体で 100 件、4 億 1500 万円の被害があったが、このうち法人口座は、69 件、3 億 7700 万円である。法人口座が

狙われる理由は、取引額に上限額が無いことが多いためと考えられる。利用者の居住区も鳥取県を除いて、全国に

拡大している。 

 

フィッシング詐欺の基本的な手口は、攻撃者が偽メールをターゲットになる利用者に送り、利用者にメール本文中

のフィッシングサイトのリンクをクリックさせ、ログインに必要なアカウント情報を入力させるものである。ウイルスによる

情報窃取の手口もある。乱数表（第二暗証）を使った銀行の本人認証を悪用する事例もある。メールによって配信さ

れるワンタイムパスワード情報を、ウイルスを使って盗む手口もある。後の二つはセキュリティ強化機能を悪用したも

のである。また、最近、ウイルスを使って自動送金する新手の手口が現れた。 

ウイルスの感染経路は、標的型メールによるもの、ウェブページ経由、可搬型媒体(ＵＳＢメモリ)経由、偽造プログ

ラム(偽ウイルス対策ソフト)等、さまざまである。ウイルスを感染させる手口も大掛かりで巧妙なものになってきている。 

ネットワークバンキングの不正送金対策は、以下のセキュリティ対策の基本を守ることである。まずは、ウイルス対

策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルを常に最新に保つこと。有害サイトのブロック機能やパーソナルファイア

ウォール機能が使える統合型セキュリティソフトがお勧めである。また、OS(Windows など)、その他のソフト全てを最

新にし、こまめにアップデートして、脆弱性を解消することである。 

なお、IPA では、導入されているソフトが最新か否かをチェックする「MyJVN バージョンチェッカ」というサービスを

用意しているので、ご利用されたい(資料３)。 

 

企業においては、以下の不正送金対策をとることをお勧めする。 

・インターネットバンキング取引専用のパソコンの導入 

専用機を導入することにより、ウイルス感染のリスクを低減する。専用機では、ウイルスによる被害を防止する

ためにウェブの閲覧やメールの利用をせず、ウイルス対策ソフトを最新の状態にし、可能な限り脆弱性を解

消しておく。専用機を設置するネットワークも専用のセグメントにすれば、他のパソコンからの感染のリスクを

下げられる。 

・電子証明書のエクスポート禁止 

法人向けネットバンキングでは、標準的な認証としてパスワードと電子証明書による２要素認証を採用してい

る。マルウェアは、電子証明書と秘密鍵をエクスポートし、攻撃者サーバへ送信するので、電子証明書は「エ

クスポート不可」と設定し、「秘密キーの保護」を「中または高」に設定する。なお、電子証明書は、あらかじめ

バックアップし、オフラインで保存しておく。 
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今後も攻撃者側と利用者側との攻防は続いていく。情報収集と積極的な対策が必要である。 
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