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2015.8 

第 204回月例研究会講演録【 最近のサイバー攻撃と対策の解説 】 

会員番号 0557 仲 厚吉 

 

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・場所 ： 2015年 7月 14日（火）18:30 – 20:30、機械振興会館 地下 2階ホール （神谷町） 

テーマ ： 「最近のサイバー攻撃と対策の解説」 

要旨 ： 

日本年金機構や東京商工会議所など世の中を震撼させる情報漏洩事件が発生している。改めて標的型メールによるサ

イバー攻撃についてその仕組みと、組織としての対策の考え方や標的型攻撃メールの見分け方、ウイルス活動の痕跡の

確認ポイントについて解説する。 

また経済基盤である情報システムから社会基盤である制御システムへとサイバー攻撃の対象は多様化しており、先日警

察庁からも制御システムに向けた脆弱性の探索アクセスが増加したとの発表がなされた。制御システムへの攻撃による被

害事例を紹介し、現状の危険性やリスクを踏まえ、経営層が実施すべきポイントや設計・開発・導入段階および運用段階

に担当者がどの様な対応を取るべきかについて解説する。 

 

講演録 ： 

１．情報セキュリティ 10大脅威 2015 

情報システムの管理者は、情報システムが利用目的に沿って安全、有効かつ効率的に機能するよう対策に努めてい

ます。しかし、情報システムへの脅威は以前よりも増しているのが現状です。独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）

は、「情報セキュリティ 10 大脅威 2015」を発表し、2014 年において社会的影響が大きかったセキュリティ上の脅威に

ついて、「10 大脅威執筆者会」の投票結果に基づき、次のように順位付けしています。 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2015.html 

 

(1) インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正利用～個人口座だけではなく法人口座もターゲットに～ 

(2) 内部不正による情報漏えい～内部不正が事業に多大な悪影響を及ぼす～ 

(3) 標的型攻撃による諜報活動～標的組織への侵入手口が巧妙化～ 

(4) ウェブサービスへの不正ログイン～利用者は適切なパスワード管理を～ 

(5) ウェブサービスからの顧客情報の窃取～脆弱性や設定の不備を突かれ顧客情報が盗まれる～ 

(6) ハッカー集団によるサイバーテロ～破壊活動や内部情報の暴露を目的としたサイバー攻撃～ 

(7) ウェブサイトの改ざん～知らぬ間に、ウイルス感染サイトに仕立てられる～ 

(8) インターネット基盤技術を悪用した攻撃～インターネット事業者は厳重な警戒を～ 

(9) 脆弱性公表に伴う攻撃～求められる迅速な脆弱性対策～ 

(10) 悪意のあるスマートフォンアプリ～アプリのインストールで友人に被害が及ぶことも～ 

 

情報システムの利用者が実施すべきセキュリティ対策の基本は変わりません。情報システム管理者は、情報資産（被

攻撃対象）の把握、自発的なセキュリティ対策への取組み、対策の計画と予算の確保を行うことが求められます。攻撃
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の糸口と情報セキュリティ対策の基本をまとめると次のようになります。 

 

攻撃の糸口 情報セキュリティ対策の基本 

ソフトウェアの脆弱性 ソフトウェアの更新 

ウイルス感染 ウイルス対策ソフトの導入 

パスワード窃取 パスワード・認証の強化 

設定不備 設定の見直し 

誘導（罠にはめる） 脅威・手口を知る 

その他の重要な対策：文書によるセキュリティ対策の明文化、システムによる制限や強制、バックアップやシステムの冗長

化、検査や監査、認証の取得 等 

 

「情報セキュリティ 10大脅威 2015」のうち、上位 5位の脅威の概要は、次のようなものです。 

 

(1) インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正利用～個人口座だけではなく法人口座もターゲットに～ 

ウイルスに感染したパソコンが不正送金の被害に遭う、また、フィッシング詐欺により入力した認証情報が窃取される

等により、インターネットバンキング被害額は、2014年は前年の 2倍の被害額、1,876件、29億 1,000万円となっていま

す。1 件あたりの被害額が増加し、法人・地銀の被害が急増する傾向があります。法人口座は取引限度額が高いため

高額被害になります。銀行が啓発するセキュリティ対策の実施が求められています。 

・ウイルス対策、脆弱性の解消（セキュリティパッチ）の実施、及び銀行が提供する専用のウイルス対策ソフトの採用。 

・セキュリティレベルの高い認証方式（ワンタイムパスワード、電子証明書）の利用。 

 

銀行が指定した正規の手順で電子証明書を利用します。法人向けインター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要素認証を採用します。また、マルウェア（不正プログラム）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、それを封じるため 「エクスポート不可」と設定し、「秘密キーの保護」の

設定を「中また高」とします。予め証明書はバックアップしオフラインで保管しておきます。法人のインターネットバンキン

グでは、できれば、インターネットバンキング専用パソコンの利用が望まれます。 

 

(2) 内部不正による情報漏えい～内部不正が事業に多大な悪影響を及ぼす～ 

従業員・職員が故意に内部情報を持ち出し私的に利用し転売する事件が発生しています。事件によって企業・組織

の信用が失墜し、被害者から補償・賠償が求められます。2014 年の事例として、通信教育大手から膨大な個人情報が

漏えいした事件（委託先企業の社員が 3,504万件の個人情報を持ち出して被害企業は顧客に総額 200億円の補償を

発表）が報じられています。事件の発生要因として、動機（処遇の不満、借金による生活苦）、機会（不正行為ができる

環境）、正当化（自分勝手な理由づけ）が挙げられます。 

 

(3) 標的型攻撃による諜報活動～標的組織への侵入手口が巧妙化～ 

ネット経由のスパイ活動により標的とされた企業・組織の情報が流出する事件が報じられています。標的組織への侵

入手口が巧妙化し、取引先や関連会社を踏み台にして本丸を狙う傾向があります。メールのやり取りの後、ウイルス入

りのメールを送る手口（やり取り型）や、ウェブサイトに導かれてウイルスに感染させられる手口（水飲み場型）の攻撃が

あります。 
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(4) ウェブサービスへの不正ログイン～利用者は適切なパスワード管理を～ 

パスワードを窃取されウェブサービスを不正利用されて被害をこうむる事件が報じられています。複数サービスでパス

ワードを使い回す利用者が被害を受けています。 

・SNSサービスでログインされ友人になりすましてプリペイドカードを購入される。 

・ポイントを不正利用される。 

被害を防止するため、パスワードは、長く複雑なパスワードを設定します。ID がメールアドレスのサービスでは、サイト

ごとにパスワードを違える必要があります。不正なログインに気づく、または防止するための機能を使うのも有効です。 

 

(5) ウェブサービスからの顧客情報の窃取～脆弱性や設定の不備を突かれ顧客情報が盗まれる～ 

ウェブサービスから個人情報が窃取される事件が多発しています。クレジットカード情報が窃取されると金銭被害に

発展します。2014年には、OpenSSLの脆弱性を狙った攻撃があり、894件のクレジットカード情報が漏えいしています。

ウェブサイト運営者は、安全なウェブサービスの構築に、セキュリティを担保した設計と開発が求められています。 

 

２．内部不正による情報漏えい 

2014年に内部不正事件の報道が相次いでいます。事例を２つ挙げて説明します。 

・内部関係者による個人情報漏えい 

2014 年 7 月、株式会社ベネッセコーポレーションの顧客データベースを保守管理するグループ会社（株式会社シ

ンフォーム）の委託先の元社員が、顧客の個人情報を名簿業者へ売り渡す目的で、記憶媒体にコピーし流出させ

たとして不正競争防止法違反の疑いで逮捕された。 

・海外への技術情報の流出 

2014 年 3 月、東芝のフラッシュメモリーの研究データを不正に持ち出し、転職先である韓国の半導体大手ＳＫハイ

ニックスに提供したとして、東芝と業務提携していた半導体メーカー サンディスクの元技術者が、不正競争防止法

違反（営業秘密開示）容疑で逮捕された。 

 

不正行為を働く動機を高める要因は、処遇面の不満に関する項目が上位に３つ、すなわち不当だと思う解雇通知を

受けた（34.2％）、給与や賞与に不満がある（23.2％）、社内の人事評価に不満がある（22.7％）、になっています。内部

不正に関する企業の実態調査で内部不正への気持ちが低下する対策が講じられていないという報告もあります。例え

ば、社内システムにログインするための IDやパスワードの管理が徹底されていても、社内システムの操作の証拠が残る

ような対策がとられていないと内部不正の防止策が有効でないことがあります。情報が漏えいしてしまったときは、発

見・報告に続いて、初動対応、調査、通知・報告・公表、抑制措置と復旧、事後対応という過程で対応していきます。

IPAでは、「情報漏えい発生時の対応ポイント集」を公表しています。 

http://www.ipa.go.jp/security/awareness/johorouei/ 

 

IPA では、「組織における内部不正防止ガイドライン」を作成しています。ガイドラインでは、基本方針、資産管理、

物理的管理、技術・運用管理、証拠確保、人的管理、コンプライアンス、職場環境、事後対策、組織の管理の 10 の

観点で 30の対策項目を挙げています。 

http://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/insider/ 
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３．標的型サイバー攻撃 

標的型サイバー攻撃の報道事例では、2015年 6月に、“”不正アクセスで年金情報 125万件が流出か（NHK）“や、”

標的型メール、東商も被害・・・1万件超情報流出か（読売新聞） “、等が大きく報じられています。 

 

攻撃者は、標的とする企業や団体の身辺を調査し攻撃を仕掛けます。先ず、もっともらしいメールを標的や関連組織

（子会社、委託会社、取引先、加入協会など）に送信して情報収集を行います。IPAを騙ったメールの事例もあります。

標的型サイバー攻撃の流れは 7段階になります。 

 

 段階 内容 

(1) 計画立案 攻撃者は、一連の攻撃の基となる情報の収集を行い、本格的な攻撃に向けた準備をする。 

(2) 攻撃準備 システム内部に侵入するための攻撃環境を作る。 

(3) 初期潜入 メールを標的ユーザに送付しマルウェアに感染させる。 

(4) 基盤構築 コネクトバック通信（リモートコントロール通信経路）を開設し、各種ツールを用いて試行錯誤しな

がら内部のネットワークやサーバの位置情報を把握する。 

(5) 内部侵入・調査 前段階で確保した攻撃基盤をベースに次々と端末を乗っ取りながら侵害範囲を広げていく。 

(6) 目的遂行 複数の端末とサーバを攻撃者のコントロール下に置き、最終目的に応じた攻撃を行う。 

(7) 再侵入 目標組織のシステムに確保したコネクトバック通信を用い継続的に再侵入しシステム内探索を

継続する。 

 

情報システムの利用者は受信メールが標的型メールではないか常に注意を心掛ける必要があります。また、OSやア

プリケーションを常に最新の状態にして、ウイルス対策ソフトを利用し定義ファイルは最新化しておく必要があります。 

 

情報システムの管理者は、マルウェア感染を防止するため、ウイルス対策ソフト、IDS/IPS（攻撃検知/阻止システム）

の導入、セキュリティパッチの適用とともに、ネットワーク分離設計、管理者権限の最小化、ファイル共有の制限などを

行い、情報システムの利用者への啓発活動に取り組む必要があります。早期発見のためのログの監視も必要です。 

 

IPAでは、「『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」を用意しています。企業等の組織においては、基

本的なセキュリティ対策以外にも情報が外部に流出しないための対策、つまり、入口突破されても攻略されない内部対

策を講じる必要があります。 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html 

 

標的型攻撃メールの見分け方として、知らない人からのメール、誤って自分あてに送られたようなメール、これまで届

いたことのない公的機関からのメール、組織全体への案内、心当たりのない決済や配送通知、IDやパスワードなどの

入力を求めるメール、知らない人からの添付ファイルのあるメールには注意が必要です。不審な通信を行っている端末

を発見した際は、該当の端末をネットワークから切り離し、ファイアウォールやプロキシサーバでブロックします。継続的

な脆弱性対策の実施が重要です。 

 

４．制御システムセキュリティ 

(1) 制御システムのセキュリティリスク 
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制御システムとは、エネルギー分野（電力、ガス等）や石油・化学、鉄鋼業等のプラントにおける監視・制御、機械・食

品等の工場の生産・加工ラインなどで多くの企業に利用されているシステムや、社会インフラ（電力、ガス、水道、鉄道、

等）で利用されているシステムをいいます。下記は制御システムと情報システムの比較表です。 

 

 制御システム 情報システム 

セキュリティの優先順位 システムが継続して安全に稼働できることを

重視 

情報が適切に管理され、情報漏えいを防ぐこ

とを重視 

セキュリティの対象 モノ（設備、製品） 

サービス（連続稼働） 

情報 

技術のサポート期間 10 年～20 年 3～5 年 

求められる可用性 24 時間 365 日の安定稼働 

（再起動は許容されないケースが多い） 

再起動は許容範囲のケースが多い 

運用管理 現場技術部門 情報システム部門 

 

制御システムにおいて、近年、情報システム同様に、ウイルス感染や不正アクセス等のサイバー攻撃のリスクが増大

しています。例えば、監視制御のための PCに適切なセキュリティ対策がなされていないと、LANを経由して生産ライン

やプラントで使われているコンピュータがウイルスに感染し、数億円規模の損失を与えるリスクが危惧されます。 

 

経営層が制御システムのセキュリティリスクに実施すべき事項は、対策マネジメント組織を構築する、サプライチェー

ン全体で考える、現状の対策状況を確認するように指示を出す、等があります。設計・開発・導入段階では、調達時の

要求仕様にセキュリティ要件を含める、運用・保守契約においてセキュリティに関する項目を含める、等が重要です。

運用段階では、被害の原因になっている USB や入れ替え端末にセキュリティ対策を講じる、セキュリティ更新プログラ

ム（パッチ）を適用する、等が必要です。 

 

IPA では、制御システム利用者のための脆弱性対応ガイド 「重大な経営課題となる制御システムのセキュリティリスク」 

～制御システムを運用する企業が実施すべきポイント～ を公開しています。 

https://www.ipa.go.jp/files/000044733.pdf 

 

受講した感想： 

講演は最近のサイバー攻撃と対策の解説に多岐にわたっていて、かつ内容が濃かったと思います。講師が初めに強

調されたように情報システムの利用者が実施すべきセキュリティ対策の基本は変わりません。また、情報システムの管

理者は、情報資産（被攻撃対象）の把握、自発的なセキュリティ対策への取組み、セキュリティ対策の計画と予算の確

保を行うことが求められます。標的型サイバー攻撃は怪しいメールの開封が引き金になります。安易に怪しいメールを

開封しないことが重要です。標的型サイバー攻撃を被った日本年金機構と東京商工会議所は、利用者が二次被害に

遭わないようホームページに留意点を公表し注意喚起をお願いしています。是正処置は、予防処置に比較して何倍も

の人手と、費用や時間が掛かることを肝に銘じたいと思います。 

以上 
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