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Chapter 1

最新のサイバー
脅威動向をチェック
IoT（Internet of Things：モノのインターネット）と

IoE（Internet of Everything：すべてのインターネット）

という言葉に代表されるように、あらゆるモノや人が

インターネットを介して繋がるようになった。

ビジネスもプライベートも同様である。

その一方で、インターネットを取り巻く

脅威も増大している。

まずは、最近の脅威動向を振り返ってみよう。

Section 01

身近な脅威、狙われるオンラインバンク

Section 02

新たな脅威になりつつあるランサムウェア

Section 03

より巧妙さを増す標的型攻撃
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身近な脅威、狙われる
オンラインバンク

Section 01

れまでパソコン内の情報が対象だったサイバー攻撃
から、近年オンライン取引という具体的な金銭が対

象となるサイバー攻撃が国内で注目を集めている。まずは、
その被害状況から見ていこう。少し古いが、2014年9月
に警視庁が発表したインターネットバンキングに係る不正
送金事件についての広報資料のデータである（図1.1.1、図
1.1.2）。

こ

013年下半期から、急増しているのがわかる。また、
注目したいのは、個人だけでなく法人についても被

害が急増している点である。

2

　この手口で騙されやすいのは、偽サイトに誘導されるのと
は異なり正規のオンラインバンクにアクセスした時点で、不
正なポップアップが表示される点である（もしくは、改ざん
された偽のログイン画面が表示されることもある）。つまり、
ユーザーからしてみれば、不正な手続きと疑う余地がほと
んどないのだ。こうして、攻撃者はアカウントやパスワード
を窃取するのである。あとは、本人になりすまし、不正送金
を行う。
　アカウントやパスワード以外にも、第二認証情報が狙わ
れることもある。これは、アカウントやパスワードが盗まれ
ても、対処できるようにするための仕組みである。送金な
どの手続きを行う際に、追加の認証作業を行う。具体的に
は、事前に送付された乱数表、複数の質問に対する回答や
合言葉などが使われることが多い。第二認証情報の詐取に
も、不正なポップアップが使われる（図1.1.3）。

日本でも被害数、額ともに急増

第二認証情報を窃取しようとする不正なポップアップ
（みずほ銀行のWebサイトより）

図1.1.3

不正送金被害額図1.1.1

正送金を行うには、攻撃者がなんらかの方法で、ユ
ーザーのアカウントやパスワードを窃取する必要が

ある。その手口を確認してみよう。

不

第二認証情報までも窃取

❶  添付ファイル、Webサイト経由で 
 ウイルスに感染

❷  ユーザーが正規のオンラインバンク 
 などにアクセス

❸  ［ログイン］ボタンのクリックで 
 不正なポップアップが表示

❹  アカウントやパスワードが攻撃者に 
 盗まれる

月別の発生件数の推移図1.1.2

ネットバンキングの不正送金被害額

月別発生件数の推移
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Chapter 1　最新のサイバー脅威動向をチェック

これまでの手口 新しい手口

ほどの入力で窃取した第二認証情報を使い、背後で正規の
オンラインバンクで送金手続きを行っている。
　個人情報の窃取と同時に、不正送金を行っているため、
攻撃者にとっては非常に効率がよい。実際にこの手口によっ
て2014年以降、被害数・金額も急増している。こうした被
害への対策としては、セキュリティ対策ソフトの導入、脆弱
性の解消など、当然ともいえる対策がまず求められる。さら
に、銀行によっては、正しい画面や手続きの流れをWebサ
イトで公開していることもある。手間がかかるかも知れない
が、その画面などを出力しておき、実際の手続きの際には、
それと比較しながら行うという方法もある。

れについては、ある程度、注意力で防ぐこともできる。
なぜならば、第二認証情報は、複数の情報をあらか

じめ登録しておき、手続きの際に、その一部を使用する。つ
まり、すべての第二認証情報を入力を求められるようなこと
は通常ありえないからである。とはいえ、図1.1.3のような
ポップアップに騙されてしまう可能性は否定できない。

こ

際には図1.1.5のような画面となる。不正なポップア
ップを表示するのは、これまでの手口と同じである。

すべての第二認証情報ではなく、本来の使われ方のように
一部の情報のみを入力するように求められる。こうして入力
した情報は、ウイルスが一時的に保存している。
　そして、読み込みやダウンロードと称するプログレスバ
ーが表示される。実は、これが巧妙な時間稼ぎなのである。
ユーザーからすれば、何かの処理をしているのだろうと思い、
次のステップまで待機してしまう。その間に、ウイルスは先

実

これまでの手口と新しい手口図1.1.4 新しい手口による不正送金
（三井住友銀行のWebページより）

図1.1.5

かし、上述のようなオンラインバンクの不正送金が、
最近さらに巧妙化している。大きな違いは、感染し

たウイルスによって、不正送金まで自動で行われてしまう点
である。

し

自動的に不正送金まで

ウイルスによって
表示される偽の
ポップアップ

口座に接続し、
自動で送金

攻撃者
が口座
に接続 不正

送金

ウイルスが
アカウント、
パスワード
などを
攻撃者に
送信

アカウント
パスワード
秘密の質問

BANK

BANK

被害者の口座

攻撃者の口座



キュリティベンダーの調査によれば、2014年秋頃に、
日本が世界中でもっとも不正送金ウイルスの感染が

検知されたとのことだ。かつては、言葉の問題などにより、
欧米よりも脅威レベルが低いとされてきた。しかし、それは
昔話でしかなくなったといえるだろう。不正送金の脅威は、
ごく身近に存在することを忘れないでおきたい。

セ

ーザーがオンラインバンクにアクセスすると、まず
サーバーからはサーバー証明書と公開鍵が送られる。

ユーザー側からは、クライアント証明書と公開鍵が送られる
（こちらは送らない設定もある）。それぞれの側で送られてき
た証明書と公開鍵を使い、認証局で正しいものかを確認し、
認証を行う。この方式では、前述した不正ポップアップやフ
ィッシング詐欺サイトのようにアカウントやパスワードを窃
取することはできない。
　では、どのようにして、電子証明書が窃取されたのか。2
つ手口がある。
　1つめは、電子証明書がブラウザに格納されていることを
悪用する。感染したウイルスは、ブラウザから電子証明書と
秘密鍵をエクスポートし、それを攻撃者に送信するのである。
エクスポート機能は、社内で複数のPCからオンライン取引
を行う場合などのために用意された機能が使われるケース
である。
　2つめであるが、1つめのエクスポート機能が不可になっ
ている場合などで使われる。まず、ウイルスは電子証明書

ユ を無効にする。当然ながら、オンライン取引ができなくなる
ので、ユーザーは再発行の手続きを行う。その際に、電子
証明書をコピーして、攻撃者に送信するという手口である。
　1つめは、ユーザーが意識をすることがなく、ウイルスの
感染を防ぐ以外に対策はない。2つめは、意図せず電子証明
書が無効となる。ここで、気付ける可能性もある。意図せず
無効になってしまった場合は安易に再発行しないことが対
策になるだろう。
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電子証明書を使った認証図1.1.6

度、図1.1.1を見ていただきたい。被害金額の急増も
あるが、法人口座の被害も増加している。2014年の

脅威動向のキーワードに「無差別化」があり、個人と法人、
大手銀行と地方銀行といった区別はなく、従来はあまり攻撃
対象になってこなかった対象まで被害が拡がっているのだ。

再

法人では電子証明書が窃取

もはや身近な脅威となった不正送金

　最近の法人向けオンライン取引ではセキュリティを高める
ために、デジタル証明書が使われている。証明書はオンライ
ンバンクへ申し込むことで発行され、その形態は専用リーダ
ーを使うICカードやWebブラウザに格納されるデジタルデー
タなどさまざまである。この証明書により2段階の認証が行
われるのだが、それにも関わらずなぜ被害は発生するのだろ
うか。詳しく見てみよう。

Step 1

Step 2

ユーザー

ユーザー 銀行のWebサーバー

クライアント
証明書

公開鍵＋

公開鍵＋

認証局 認証局

サーバー
証明書

サーバー
証明書

クライアント
証明書

銀行のWebサーバー



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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インターネットに進入したハッカーを
追跡!
本書では寓話的な物語＋解説の形で、インターネットの動
作原理を技術的下地がなくてもわかるように説明していま
す。主人公のアキレスとネットワークに詳しい不思議な蜘
蛛が、ハッカー（クラッカー）であるカピバラを追いかけると
いう物語を通じて、パケットによる通信、プロトコル、さま
ざまなサービス、クラウド、公開鍵といった技術の仕組みを
解説。また、そこに潜む危険性など、セキュリティについて
も取り上げています。

ネットワークをめぐる
アキレスの冒険
インターネットの動作原理と
セキュリティの基礎知識

シーアンドアール研究所
坂本俊之（著者）
価格：2,070 円（PDF・EPUB）

アキレスと蜘蛛のストーリーが、
ネットワーク技術の理解をサポート!

セキュリティのプロなら必読! 
敵の手の内を知るテクニック
情報システムのセキュリティを考えるとき、敵を知らないと
防御できません。昨今は攻撃者視点での安全性評価の
重要性が認知され、自分達のシステムに対してセキュリテ
ィテストを実施する組織が増えています。『サイバーセキュ
リティテスト完全ガイド』は、攻撃者がどのような手口でシ
ステムへの侵入を試みるのか、脆弱性を探すのかという視
点でシステムの見方を紹介。セキュリティテストに直接携
わらない開発者にも有用な一冊です。

サイバーセキュリティテスト
完全ガイド
マイナビ出版
Peter Kim（著者）、
株式会社クイープ（翻訳）、
保要隆明・前田優人・美濃圭佑・
八木橋優（監訳）
400 ページ　価格：3,650 円（PDF）

セキュリティ

自らの技術力
や知識レベルを

磨き上げる日々
の修練にも

役立つ内容

さまざまな攻撃によって自分達のシステムの情報がどこまで暴かれてしまうかを知ろう

物語の出来事
をネットワーク

の

仕組みに当て
はめて

詳細に解説
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AWSを活用するノウハウを
現場のエンジニアが解説 !

クラウド

OpenStackで構築する
プライベートクラウド

クラウド

「ものがたり」と「解説」で
情報セキュリティを知る

セキュリティ

nginxを活用するための
幅広いノウハウを凝縮
ネット
ワーク

本格的な仮想環境を
Hyper-Vで構築 !

ネット
ワーク

Windowsコンテナー技術を
基礎から理解できる

ネット
ワーク

効果的な導入・運用のための
Amazon Web Services 活用入門

開発現場での導入が進む「アマゾン ウェブ サービス
(AWS)」。本書は、AWS の日本ユーザーグループであ
る JAWS-UG のメンバーが多く集まって執筆しました。
まさに現場の導入と運用のノウハウがつまった 1 冊で
す。

マイナビ出版
420 ページ　価格：3,229 円（PDF）

OpenStack
徹底活用テクニックガイド

業界標準のクラウド OS である OpenStack で、
プライベートクラウドを構築する際のポイントを丁
寧に解説。企業や団体といった IT利用者の視点で、
OpenStack がどのようにシステム開発や運用に
役立つのかがわかります。

シーアンドアール研究所
澤橋松王（著者）

264 ページ　価格：3,577 円（PDF・EPUB）

新入社員と学ぶ
オフィスの情報セキュリティ入門

注目を集めている情報セキュリティについて、非 IT
部門一般社員ができることを中心に、わかりやすく
解説。本書は小説と解説のパートにわかれており、
小説を楽しく読みながら、情報セキュリティについ
て学べます。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね・山田達司（著者）

280 ページ　価格：1,750 円（PDF）

nginx 実践ガイド
nginx を使って Web アプリケーションを構築・
運用する際、動作の検証方法や、Webシステムの
中で nginx と直接関係ない部分も解説しました。
ネットワーク全般やネットワークプログラムの動作
に関する知識が得られます。

インプレス
渡辺高志（著者）

280 ページ　価格：3,024 円（PDF）

できるPRO
Windows Server 2016 Hyper-V

Windows Server 2016 Hyper-Vは、クラウドの
実現に不可欠です。本書では仮想化の基礎知識か
ら、Hyper-V での仮想マシンや仮想スイッチの設
定・操作、プライベートクラウドの構築、Azureと
の連携などを解説します。

インプレス
樋口勝一・できるシリーズ編集部（著者）
344 ページ　価格：3,456 円（PDF）

Windowsコンテナー技術入門

Windows コンテナーの基本的な概念とシステム
構築についてハンズオン形式で解説。コマンドや
手順の紹介だけでなく、技術の生まれた背景、チー
ム開発・運用の実際など、現場で役立つ情報も数
多く盛り込みました。

インプレス
真壁徹（著者）

208 ページ　価格：2,700 円（PDF）
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