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2015.2 

第１９９回 月例研究会 （２０１５年１月開催） 

会員番号 0056 藤野明夫 （情報セキュリティ監査研究会） 

 

【講演テーマ】 「インターネットバンキングに係る不正送金事犯被害の実態と防止策」 

【講師】 警察庁 生活安全局 情報技術安全対策課 警察庁警視 小竹一則 氏 

【日時】 2015年 1月 20日（火曜日）18:30～20:30 

【場所】 機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】：講師より 

社会問題化するインターネットバンキングに係る不正送金事犯。その被害額は昨年の５月の時点で過去最悪で

あった平成 25年中の被害額約 14億 600万円を超え、その後も深刻なペースで被害が多発しました。 

 犯行の手口はフィッシングからウイルスによる ID・パスワードの不正取得へと、また、不正送金のターゲットは個人口

座から法人口座へと変遷しています。 

  本講演では、インターネットを取り巻く犯罪情勢やこの種事犯の検挙事例等を織り交ぜながら、インターネットバン

キングに係る不正送金事犯の発生状況及びその特徴、多発する要因、被害を未然に防止するための対策について

説明します。 

 

【講演内容】 

はじめに 

  昨年の 3月に 2年契約で愛知県警察本部から警察庁に出向し、ウイルスに関する事件の指導を担当しているが、

仕事の大半はインターネットバンキングにおける不正送金事犯への対応である。よって本日は、この不正送金事犯に

係る、①インターネットを取り巻く現状、②インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況、③検挙状況、

および、④防止対策についてお話する。なお、マルウェア（不正プログラム）についてはマスコミ各社にならい適宜「ウ

イルス」と表現する。また、本日の話には、講師の私見が多分に含まれていることをご承知おきいただきたい。 

 

１．インターネットを取り巻く現状 

スマホやタブレット端末の普及にともない、平成 25 年現在、国民の 82.8%がインターネットを利用している。13歳～

49 歳までの年齢層では、利用率が 9 割を超えており、60 歳以上も増加傾向にある。また、個人のインターネットの利

用率は、大都市のある都府県を中心に高くなっている。 

警察のサイバー空間の脅威への対応は大きく二つに分かれる。一つは、不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・

電磁的記録対象犯罪、ネットワーク利用犯罪などの国民生活を脅かすサイバー犯罪への対応で、我々、サイバー課

が担当する。もう一つは、サイバーテロやサイバーインテリジェンス等の国の重要な情報やシステムを標的としたサイ

バー攻撃への対応で、公安警察が担当する。本日は、国民生活を脅かすサイバー犯罪についてお話する。 

近年、サイバー犯罪の質に変化がおきている。従来は、「・・・こんなことができる！」、「・・・凄いでしょう！？」といっ

た自己顕示目的のものであった。しかし、現在は目的が金銭取得になり、個人による犯行から組織的犯行に変化して

いる。また、サイバー攻撃の手口も巧妙化してきている。かつてはメールやウイルスを多数配布するばらまき型が主流

であったが、現在は攻撃対象を絞り込み、深く調査してウイルスに感染させる方法が主流になっている。これには大き

く二種の方法がある。一つは、やり取り型と呼ばれるもので、攻撃対象に対して偽りの立場でやり取りし、そのやりとり

の過程で攻撃対象をウイルスに感染させるものである。たとえば、犯人が就職希望者を装い、対象企業の人事担当
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者とやりとりしているなかでウイルスを忍びこませるものである。もう一つは、水飲み場攻撃と呼ばれるもので、攻撃対

象が不安感を抱かずに思わずアクセスしたくなるようなサイトを作り、そこに呼び寄せてウイルスに感染させるやり方で

ある。 

平成 25年中のサイバー犯罪の検挙件数は、8,113件（前年比＋779件、＋10.6％）に達し、過去最高を記録した。

そのうち、ネットワーク利用犯罪（児童ポルノ、わいせつ画像の提供等）は、6,655 件で過去最高である。表１をご覧い

ただきたい。なお、この表の中には、インターネットに直接関係しないので、出し子（後述）や口座売買ブローカーの

検挙数は含まれない。 

表 1 サイバー犯罪の検挙件数の推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 前年比増減 

不正アクセス防止法違反 2,534 1,601 248 543 980 +  437 +  80.5% 

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、 

不正指令電磁的記録に関する罪 

195 133 105 178 478 +  300 + 168.5% 

ネットワーク利用犯罪 3,961 5,199 5,388 6,613 6,655 +   42 +   0.6% 

合計 6,690 6,933 5,741 7,334 8,113 +  779 +  10.6% 

「『平成 25年中のサイバー犯罪の検挙状況等について』、警察庁広報資料、平成 26年 3月 27日」により作成 

 

ここで、平成 26 年中のサイバー犯罪の特徴について触れたい。一点目は、LINE の成りすまし詐欺である。流出し

た ID・パスワード情報が悪用されて仮想通貨が詐取される。二点目は、標的型攻撃の多発である。昨年上半期で

216件に達しており、前年より 15件増加している。三点目は、３Dプリンターによる殺傷能力のあるプラスチック製拳銃

の製造、ビットコイン不正アクセス、ソフトの脆弱性（Open ＳＳＬ、IE6～11 等）を狙った攻撃等の新たなサイバー技

術・サービスの犯罪への悪用である。とくにビットコイン等の仮想通貨は、闇取引の支払い手段に使われている点で

大きな問題となっている。 

米国、マカフィー社は 2014年の十大セキュリティ事件を発表した。上位五つは、以下のとおりである。１位はB社顧

客個人情報流出事件。2,900 万件の個人情報が流出し、損害額は 260 億円に上る。2 位は振り込め詐欺被害、これ

は、ネットバンキングの不正送金の被害額の 10倍以上に上る。3位は LINE乗っ取り被害である。4位はインターネッ

トネットバンキングを狙う不正送金ウイルス、5 位は、金融機関を騙るフィッシングサイトである。4 位と 5 位に今日の話

の中心となるインターネットバンキングに係る不正送金事犯が入っている。これが、インターネットバンキングの不正送

金を本日の話の柱に据えた所以である。 

 

２．インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況 

（１）発生状況 

インターネットバンキングには、すでに6，850万以上もの口座が存在する。かくも多くの口座が存在するのは、外出

せずに残高照会、入出金明細照会、振り込み等ができる、窓口の行列に並ばなくてもよい、手数料が安いといったメ

リットがあるからである。しかし、同時に、ID・パスワードを忘れると利用できない、ID・パスワードを読み取られて不正

に現金を引き出されるといったデメリットもある。 

インターネットバンキングに係る不正送金とは、ウイルスやフィッシングサイトによって ID・パスワードを不正取得し、

これによって他人の口座に不正アクセスをしたり不正送金指令をしたりして、予め用意した口座に送金し、これを引き

出す、この一連の行為をいう。犯行にウイルスやフィッシングサイトが使われていることから、我々、サイバー課がその

取り締まりに従事している。 
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インターネットバンキングに係る不正送金事犯の推移を図１に示す。平成 23年の 7月から 9月ごろに第一のピーク

がある。金融機関と警察による対策以外の要因もあり、一旦は収まった。しかし、平成 25年 5月ごろに急増して平成

25年の被害は、32金融機関、1,315件、約 14億 600万円に及んでいる。急増した原因はいくつかあるが、その一つ

には、被疑者がランゲージバリアを乗り越えたことが挙げられる。実は、サイバー犯罪には、ランゲージバリアが存在

する。フィッシングサイトが不自然な日本語であれば、誰も騙されない。インターネットバンキングの不正送金事犯の

被疑者は外国人が多数を占めるが、第一のピークでは、まだ、このランゲージバリアが越えられなかったのであろう。

一昨年 5月から急増したということは、犯人はこのランゲージバリアを越えた可能性がある。 

 

図 1 インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生推移 

 

なお、平成 26年は上半期だけですでに被害は、73金融機関、1,254件、約 18億 5,200万円に達しており、被害

金額は平成 25年の一年分を超えている。ウイルスに亜種が発生し、それが阻止できなかったことと対策の遅れた地

方金融機関の法人口座が狙われたことが主たる要因と推測される。なお、平成26年下半期は、まだ正式発表前で正

確な数字は言えないが、金融機関等の対策が功を奏し、多少、落ち着いた感がある。 

今、述べたように法人口座の被害が増加している。従来は個人口座が中心であったため、送金額の上限が低く、

一件当たりの被害金額は少なかったが、法人の場合は、送金額の上限が高いか、または、制限がないため、一旦被

害に遭うと高額が送金されてしまう。ちなみに、1件当たりの被害額は、平成 25年一年間の平均で 107万円であった

のに対して、平成 26年上半期は 148万円に増加している。なお、法人のみで比較すると、一件当たりの被害額が、

平成 25年に 181万円であったものが、平成 26年上半期は、409万円と二倍以上になっている。また、被害を受けた

金融機関の規模も、初期のころのメガバンク中心から、地方銀行、信用金庫、信用組合といった地方に被害が拡大し

ている。メガバンクを中心に対策が強化されてきたため、対策が比較的手薄であった地方金融機関が狙われるように

なったものと思われる。これも対策がとられつつあり、対策をとっている金融機関では被害は落ち着きつつあるが、未

一昨年の5月以降急増 
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だ、手を打っていない金融機関は、法人名義口座で被害が継続している。被害の特徴を一言でまとめると、対策が

遅れた地方銀行、信用金庫、信用組合の法人名義口座から数千万円が不正に引き出されたということである。 

（２）不正送金の態様 

不正送金の手口の概要を説明する。 

不正送金の 64.9％は、送金された口座から現金を引き出す役割を担う「出し子」による現金出金である。まず、口

座ブローカー等が不正送金先口座（不正送金先口座の 69.5％は中国人名義）を準備する。次に指令役が被害名義

人口座から、準備した不正送金先口座に不正送金をする。出し子リーダーが出し子に現金の引出場所等を指示する。

なお、引出し場所のほとんどはコンビニ ATMであり、金融機関の ATMが利用されるケースは少ない。指示された出

し子は、現金を引出し、指示に従い集金役に渡す、あるいは、駅のコインロッカー等に預ける。 

次に多いのが、資金移動業者等による国外送金、すなわち、マネーミュールであり、不正送金の 7％を占める（図 2

参照）。国外にいる主犯格被疑者が、簡単な仕事で高収入が得られるという釣り文句で求人掲示板や求人メールを

用いて口座の提供を求める。報酬は、送金額の 5％～10％である。国内の掲示板閲覧者・メール閲覧者がこれにより

口座を提供すると、主犯格被疑者は不正送金処理をして提供された口座に送金する。これを口座提供者が現金化し、

資金移動業者等を通じて国外の主犯格被疑者に送金する。この手口については、適用法令を検討して検挙を進め、

平成 25年はゼロだった検挙者が、平成 26年上半期には 16人に達した。また、警察庁からの申し入れに基づき、資

金移動業者も身分、送金理由等の確認等の防止策を徹底し、平成 25年には不正送金の約 20％を占めたこの手口

が、平成 26年上半期には 7％に減少した。 

 

図 2 資金移動業者等による国外送金 

 

三番目に多いのが、電子マネーを利用した不正送金であり、不正送金の 3.6％を占める。これは、不正送金先口

座に異動した被害金をビットキャッシュ、Webマネー等の電子マネーに交換するものである。平成25年に不正送金が

急増した当初、この手口が多発したので、メガバンクに対応策を取るよう要請したところ、ビットキャッシュやWebマ
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ネー等の電子マネーの取扱いを停止した。この結果、この手口は一気に減少したのであるが、それに代わるように平

成 26年にはインターネット専用プリペイドカード、Vプリカにチャージするという手口が現れるようになった。このイン

ターネット専用プリペイドカードは、申込時本人確認なし、銀行口座登録不必要、購入後即時利用可、インターネット

バンキング利用可といった、まさに犯罪者にもってこいのサービスである。現在、金融機関と対策を検討しているとこ

ろである。 

四番目に多い手口が商取引等へ充当するものであり、不正送金の 1.6％を占める。RMT（Real Money Trade：イン

ターネット上のサイトでオンラインゲームに使用される仮想通貨等の現金交換所）を利用して不正送金被害金を仮想

通貨に交換する、あるいはビットコイン交換所でビットコインを購入し不正送金被害金で支払うという方法でマネーロ

ンダリングをするものである。 

以上のようにいろいろな手口があるが、いずれも主犯格被疑者に捜査の手が伸びないように工夫されている。これ

らの現金化の手法が確立されているからこそ、不正送金事犯が成り立つのであり、警察としても金融機関等関係機関

と協力して対策に努めている。 

 

３．検挙状況 

（１）検挙の罪名等 

 次に、検挙状況に触れる。サイバー課が担当しているので、サイバー捜査、すなわち、不正送金の送金元の IP ア

ドレスに対する捜査やウイルスの解析による犯人特定による捜査といった捜査活動でどんどん犯人を逮捕していると

いうことを想像されるかもしれないが、実はそのようなサイバー捜査で犯人を特定できたのは平成 26年上半期で一名

に留まっている。今日のサイバー犯罪者はそう簡単には捕まらない。IP アドレス等から送信元を追及していくと、ほと

んどの場合、匿名プロキシサーバに辿りついてしまい、そこには接続記録が残されていないので犯人に行くつくこと

ができない。そこで、昨年 11 月に全国の警察が連携して匿名プロキシサーバを運営する業者を一斉摘発した。この

摘発により一時的に被害は減少した。今後も匿名プロキシサーバの立ち上げを把握して違法行為が認められれば摘

発していく。 

昨年上半期は、69事件、133人を検挙した（平成 25年は、32事件、68人）。さきほど説明したとおり、出し子と国外

送金事犯が大半を占めている。IPアドレスの追求等のサイバー捜査では犯人になかなか辿りつけないので、アナロ

グ捜査により検挙している。検挙した犯人の 62％が中国人であるが、多くは出し子、口座売買である。日本人は 33％

であるが、そのほとんどがマネーロンダリング行為である海外不正送金行為で検挙している。 

罪名は、出し子については窃盗罪（払出盗）を、口座の売買については犯罪収益移転防止法を適用している。な

かでも、始めから犯行グループに売り渡す目的で口座を開設した場合は、詐欺罪を適用している。集金役、すなわち、

出し子から金を集める役割の者は、マネーロンダリング等を取り締まる組織犯罪処罰法を適用している。なお、この集

金役が地下銀行役を兼ねている場合は、銀行法を適用している。マネーミュールについては、犯罪収益移転防止法

を適用している。 

すでに犯罪者による不正送金のインフラが確立されている。今後も上述したようなあらゆる法令を適用したアナログ

的な取り締まりを、地道に粘り強く継続し、目の前の犯罪インフラをつぶしていくとともにサイバー的捜査も進めていか

なければならないと考えている。 

（２）不正な口座に送金する手口 -フィッシングと不正プログラム- 

不正な口座に送金する手口について説明する。 

まず、フィッシングであるが、これは、金融機関を装いメールを送りつけて偽サイト、すなわち、フィッシングサイトに

誘導し、そこに ID・パスワードを入力させてこれを窃取し、この ID・パスワードを用いて不正送金をする手口である（図
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3参照）。不正送金以降の現金化の手口は前述のとおり。 

平成23年の第一のピークは、ほとんどがフィッシングであると考えられるが、言葉の壁（ランゲージバリア・フィッシン

グサイトの日本語表現が不自然）と金融機関や警察による注意喚起等の諸対策が功を奏したと推測され、一旦は収

まった。平成 26年の年初にお客様のことを「貴様」と呼ぶサイトがあったがすぐに消えた。このように昨年の始めころま

では若干、日本語がおかしいサイトが残っていたが、現在はそのようなものはない。言葉の壁は完全に越えられてい

る。今は、URL も本物そっくり、サイトのつくりも本物そっくりのものが出てきて、再び被害が増えてきた。なお、フィッシ

ングサイトでは、ID・パスワードの他に乱数表の入力を求めるといった通常の画面ではない入力画面が現れるので、

利用者がよく注意していれば、被害を防げるはずである。 

フィッシングサイトの消長を理解していただくために、某メガバンクをターゲットとするフィッシングサイトの推移を示

す。①平成 25年夏ごろ、サイトが立ち始め、②同年 11月、サイト数が増加、③平成 25年 12月から平成 26年 2月

にかけて、サイト数が急増し猛威をふるう、④平成 26年 3月頃から減少傾向（金融機関の注意喚起のため）、⑤同年

4月～5月、発生せず、⑥同年 6月にサイトが再確認され被害が発生している。 

金融機関のホームページにおける注意喚起の徹底およびテレビ CM等の効果により、フィッシングサイトによる被

害はピークを越えたと見ている。しかしながら、未だフィッシングサイトは立っており、フィッシングサイトによる被害は減

少したとはいえ、継続している。侮れない手口である。 

 
図３ フィッシングサイトによる不正送金の流れ 

 

次に、ウイルスによる手口を説明する（図 4参照）。何らかの手段でウイルスを感染させ、ID・パスワードを利用者が

知らない間に取得し、これを用いて第三者のパソコン等を踏み台にする等して不正アクセスし、不正送金する手口で

ある。不正送金以降の現金化の手口は前述のとおり。 

ウイルスによって被害が多発したのは、ウイルスの高機能化が大きな要因となっている。インターネットバンキング

への不正アクセスに特化したトロイの木馬系の高機能不正プログラム（ウイルス）を総称して“Banking trojan”と呼ぶが、
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その代表的なものに、“Citadel”と呼ばれるものがある。これは、正規の画面上に ID・パスワードを求めるポップ画面を

表示させて、ID・パスワードを不正取得するものである。この亜種に電子証明書も窃取するものがある。また、“Game 

Over Zeus”と呼ばれるP２P型のウイルスがある。通信先の特定など警察に捜査させないよう撹乱するためにP2P型を

とったものと思われる。この他に高い機能をもつ新たなウイルスや、その亜種がどんどん出てきて対策が追い付かな

い。 

このウイルスによる手口では、正規のサイトにアクセスしたにもかかわらず ID・パスワードを盗まれてしまうことが、被

害を大きくする原因ではないかとみている。普通の人は正規のサイトにアクセスして ID・パスワードを盗まれるとは思

わない。そのようなユーザの心理的な隙をついている。これらのウイルスに感染したときには、たとえば入力を求める

ポップアップ画面の入力項目が増えるといった現象が現れるが、普通の人は気がつかない。 

この高機能ウイルスでは電子証明書まで盗まれてしまうことがある。日本では電子証明書に対する安全神話があり、

電子証明書は絶対的に安全だと思われているが、現実はそうではない。また、電子証明書と一緒に秘密鍵も盗まれ

ている。法人口座は要注意である。電子証明書を盗む手口は以下のとおりである。犯人は、まず、電子証明書を盗も

うとアタックする。ところがセキュリティが高くて盗めないと分かると、電子証明書を消してしまう。ユーザが再登録すると

きに、その再登録した電子証明書を盗んでしまう。この一連の処理をウイルスがやってのける。 

この対策として、あるメガバンクでは電子証明書を ICカード化しようとしている。端末がウイルスに感染していても、

証明書自体を外に出してしまえば安全だからである。また、あるメガバンクでは電子証明書を再発行する際に、窓口

に連絡しなければいけないというルールを作って、この手口が使えないようにしている。 

 

図 4 ウイルスによる不正送金の流れ 

 

さらに、最近、ユーザの端末に感染したウイルスが、ウェブブラウザを乗っ取り、正しいセッションに便乗して不正操

作を紛れ込ませる攻撃、“Man In The Browser（MITB）”という自動送金型の手口も出てきた。ユーザが送金のため
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に正規のサイトにアクセスしようとしてログインすると、いきなり「しばらくお待ちください」というプログレスバーが出てき

て、しばらく待たされるが、その間にウイルスが裏で不正送金処理を進めている。最後に第二暗証番号を求める偽の

ポップアップ画面が出てくるが、この第二暗証番号を入れると万事休す、犯罪者の一時口座への不正送金が完了し

てしまう。 

このウイルスに狙われると第二暗証番号が役立たない。あるメガバンクでは、振り込み先情報を入力させることで、

新たな暗証番号を生成させるというハードウェアトークンを配っているが、まだそのシステムは稼働していない。そのよ

うなカードを配っても顧客が面倒くさがってやってくれないというのが稼働しない理由の一つだそうである。 

 

４．防止対策 

（１）金融機関の不正送金未然防止対策に関する要請 

インターネットバンキングにおける不正送金の未然防止対策について話を進める。これまでの話で、ウイルスが犯

行に使用されていること、電子証明書ですら盗まれてしまうこと、また、MITBでは通信が乗っ取られること等を話して

きた。ただ単にパスワードの使いまわしは止めましょう、定期的に変更しましょうでは防げないことは分かっていただけ

たと思う。できることはすべてやるといった心構えで複合的な対策を取らなければならない。 

一昨年、メガバンクに被害が集中したときは、メガバンクは、ウイルス対策や送金限度額の設定を下げる等の種々

の対策を講じた。その結果、昨年は対策が遅れた地方銀行、信用金庫等の地域金融機関へと被害が移ってきた。ま

さにやりにくい対象から、やりやすい対象へと犯罪の対象が移った。実は、メガバンクも当初は腰が重かったと先任者

に聴いている。なぜなら、サイバーセキュリティは、コストはかかるが利益を生み出せるものではないからである。企業

にとって、なかなか投資しづらい。だが、時間はかかったが、利益か、信用かという狭間で揺れたメガバンクも英断を

して各種対策をとっていただけるようになった。しかしながら、未だ対策がとられていない金融機関があり、そこが狙わ

れているので、警察からも以下に述べる種々の対策をとるよう要請をしたところである。 

金融機関がとるべき対策として、まず①ハードウェアトークンなどを配布することによるワンタイムパスワードの導入

及び二経路認証システムの導入、②セキュリティ対策ソフトの無償配布、③送金限度額の引き下げを要請した。送金

限度額に関しては、一昨年、ワーストワンになった某メガバンクは、汚名を返上したいということで数千万円から一気

に 50万円に引き下げた。この措置によって発生件数は増えても被害額はそれほど大きなものにならなくなった。 

ここで問題になるのは、犯罪者がやりにくいと思う対策は、顧客にとっても面倒なものであるということである。セキュ

リティ対策ソフトを無償配布しても顧客側が面倒だから使わないと言ってくる。一手間かけることを仕方ないと思って実

行するか否かが被害者になるか、ならないかの分かれ目になる。インターネットバンキングの不正送金対策は、顧客

の面倒臭いという気持ちを如何に払拭させるかが鍵となる。 

さらに、法人向け対策として金融機関に以下の要請をしている。①エクスポート機能の無効化や ICカード等への

格納方式の採用といった電子証明書のセキュリティの強化、②事前登録先以外の振り込みの当日送金の制限、であ

る。②の対策をとった某地方銀行では大きな効果を挙げている。 

各金融機関はできるだけの対策をとっていただいている状況であるが、なかには、所詮インターネットバンキングは

取引全体に占める割合が低く、手数料もわずかで、対策費用が高くつくということで全く対策をとらない金融機関もあ

る。対策をとらずに放置している金融機関に対しては、不正送金問題が大きくなれば、監督官庁が出てくる可能性も

あると考えている。 

また、金融機関には、ユーザに対してインターネットバンキングに関し以下の注意喚起を行うこともお願いしてい

る。 

① インターネットバンキング利用端末へのセキュリティ対策ソフトの導入と、それを最新の状態に更新すること 
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② 基本ソフト（OS）、ウェブブラウザ等、インストールされているソフトウェアを常に最新の状態に更新すること 

③ 不審な入力画面等が表示された場合は、ID・パスワードの入力はせず、金融機関等に通報すること 

④ ワンタイムパスワードは、携帯電話のメールアドレスで受信すること 

法人向けサービスの利用者に対しても、①送金限度額の引き下げ（高額な取引は年に数回だと思われるのでこれ

は可能であろう）、および、②不審なログイン履歴がないかをこまめにチェックすることの二つの呼びかけをしていただ

くよう金融機関に要請している。 

町の小さな企業では、たとえば、決済端末は他の業務では使用しないというセキュリティ上の原則を適用しようにも、

そもそも端末を複数所有し、目的別に分けて使うことが困難である。実は、そのような相手こそ注意が必要である。こ

の小さな企業を相手にする信用金庫や信用組合は小回りが効くので、そのような企業には是非、直接、足を運んで

指導していただきたいというお願いもしている。  

なお、これからは顧客側も適切なセキュリティ対策をとっていないと補償の対象から外れるので注意が必要である。 

（２）警察の取組み 

警察としては、最近のトレンドに則り、民間の知見を活用した捜査及び被害防止に取組んでいる。 

先ごろ、産・官・学が協力してサイバー犯罪に立ち向かうための JC３（日本サイバー犯罪対策センター）という組織

が立ち上がった。産官学が情報を持ち寄って、サイバー犯罪の捜査と被害の未然防止に活用することを目的として

いる。 

また、従来からある金融機関の防犯対策基準に不正送金の防止対策を追加した。 

さらに、アンチウイルスベンダー等と連携し、ウイルスに感染したサーバや端末に対してプロバイダー経由で注意

喚起を行っており、8か月間のトータルで１万３千件の注意喚起をした。 

昨年の目玉は、米国 FBI とユーロポール（欧州刑事警察機構）が中心となり、協力国の法執行機関が連携して、イ

ンターネットバンキングに係る不正送金事犯に使用される不正プログラム“Game Over Zeus”のネットワークを崩壊さ

せる作戦、ボットネット（注）のテイクダウン作戦に参加したことである。このために用意された代替サーバに集められた

情報を解析して参加国に提供した。日本においては、その情報をもとにプロバイダーに対して、契約者に注意喚起を

するよう要請した。約１５万もの端末がこの“Game Over Zeus”に感染していたということが確認された。未だに注意喚

起は続いている。 

（注）ボットネット：サイバー犯罪者がトロイの木馬等の不正プログラムを用いて乗っ取った多数のゾンビコンピュータ

により構成されるネットワークのこと。 

（３）今後発生が予想されるサイバー犯罪 

今後、発生が予想されるサイバー犯罪について触れておく。 

まず、企業等に対する DDoS攻撃である。欧米では１０年以上前から発生している。この攻撃は、大量にデータを

送りつけてサーバを止めてしまうもので、攻撃を止めてほしければお金を払えという恐喝の手段に使われている。

サーバがダウンした際の顧客への補償や復旧の作業に必要な費用を考え、多くの企業がお金を払っているのではな

いかと考えられるが、報告は上がってこない。最近の DDoS攻撃の主流は、かつてのようにボットネットを使って大量

のメールを送りつけるのではなく、サーバがどれだけの負荷に耐えらるかを検証するサイトを使用している。比較的容

易にこのサイトが使用できるので最近これを悪用する手口が増えている。今の時代、犯行ツールがネット上にごろごろ

転がっており、容易にサイバー犯罪が実行できる。やっかいな時代になった。 

何も知らない人が DDoS攻撃に加担する可能性がある。ロジテックの一部のルータは初期設定では外部から認証

用 ID・パスワードがまる見えで、パソコンが乗っ取られ、ボット化されて DDoS攻撃に加担させられてしまう危険性があ

る。 
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次は、ランサムウェアである。このウイルスが添付されたスパムメールを受信し、添付ファイルを開くと、端末の中の

データが全て暗号化されて使用できなくなる。この時点で「暗号を解除してほしければ金を出せ」と言うメッセージが

表示される。一種の身代金要求である。これらの動作を “CryptoLocker”というウイルスがやってしまう。最近、日本語

バージョンが出てきた。今後、注意していかなければならない。 

また、Pos 端末でクレジットカードを使うとクレジットカードの情報が盗まれてしまうという被害が米国で発生している。

Pos端末内で暗号化される前にクレジットカードの情報が抜かれてしまう。米国の大手スーパー「ターゲット社」では、

これで１億１千万件のクレジットカード情報が流出した。この事例では、空調業者が持ち込んだ機器からウイルスが感

染した。内部からの感染である。ウイルスは外部から侵入するだけではなく、内部からも感染することがあることに留意

すべきである。日本でも Pos端末でクレジットカードの情報を盗むウイルスが検知されているので注意が必要である。 

さらに、スマホ内の情報を盗む偽アプリがすでに多数、発見されており、これからはスマホアプリを狙うウイルスに注

意をする必要がある。 

以上述べたように、常に新たな手口に目を光らせて対応できる準備をする必要がある。  

 

おわりに 

インターネットバンキングに限らずネット社会には危険が溢れている。日本のお金が犯罪組織に狙われているとい

うことが分かっていただければ、今日の話の目的は達せられる。５年後の東京オリンピック開催を視野に入れて、さら

にサイバー空間の安全確保に努める所存であり、今後も皆様のご協力をいただけるよう、あらためてお願いする。 

以上 

 

[報告者注]当会報記事 注目情報：警察庁発表「平成 26年インターネットバンキング不正送金事犯」参照 
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