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は じ め に

この「SPREAD的 気になるニュース2014」は、2014年に一般のニュースで

も取りあげられた情報セキュリティに関する出来事について、情報セキュリテ

ィサポーターの皆さんが、サポートをするユーザーの皆さんに、それぞれの出来

事の概要と、そこから得られる教訓をお話し出来る様に編集したものです。

そのために、なるべく専門用語を使わずに、技術的な詳細や的確さよりも全体

像や大まかな仕組みがわかる様に、モデル化したり抽象化したりして解説して

います。

※ 本文中のロゴマークや会社名はそれぞれ各社の登録商標です。

セキュリティ対策推進協議会
www.spread-j.org
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友だちが変！『プリペイドカード買って』？（LINE乗っ取り詐欺） 
 

LINEに登録されている友達からぎこちない日本
語で呼びかけられ、コンビニでプリペイドカードの購
入をお願いされると言う事件が多発しました。 
 
警視庁から発表された被害金額も2014年7月
時点では650万円でしたが、2014年10月末の
時点では2800万円まで増加しました。 
 
LINE側も2014年9月末からログインパスワードと
は別に暗証番号の入力を義務化するなど対策を
強化しました。 

なにがあったの？ 

（画像はLINE乗っ取り詐欺でよく見られたやり取り） 

どうしてこうなった？ 
LINEのアカウントが乗っ取られたのは、LINE以外のウェブサイトやサービスのIDと 
パスワードが流用された事、いわゆるリスト型（パスワードリスト型）攻撃※１が 
原因だったのでは無いかと推測されています。 
多くの人が複数のサイトで同じIDとパスワードの組み合わせを使っているので、このような
攻撃が可能になったと言われています。 

最初の被害サイト 攻撃！ 
IDとパスワードを
入手 

他のサイトでも同じ 
パスワードが使える！ 同じID・パスワード

の使いまわし 

リスト型攻撃のイメージ 

友だちが変！『プリペイドカード買って』？（LINE乗っ取り詐欺） 
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LINE乗っ取り騒動は“終息”したが──狙われるアカウント、ユーザーができる対策は 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1411/28/news089.html 
  
「リスト型攻撃」が止まらない 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/560135/100900060/ 
  
2014年でもっとも人気のある、そして危険なパスワードは「123456」 
http://www.garbagenews.net/archives/2128676.html 
http://splashdata.com/press/worst-passwords-of-2014.htm 
  
LINE乗っ取り、被害総額６５０万円 警視庁が捜査 
http://www.asahi.com/articles/ASG7Q3H75G7QUTIL00H.html 
  
LINE乗っ取り、被害２８００万円 相談など６５７件 
http://www.asahi.com/articles/ASGBY32Z4GBYUTIL008.html 
  
パスワード管理における神（紙）ワザ (1/2) 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1410/03/news033.html 
   
330万パターンから分析 絶対に設定してはいけない最悪のパスワード25 
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/295/295538/ 

どうすればいいの？ 
リスト型攻撃では、IDとパスワードの組み合わせが流出していることから、 
まずは複数のサービスで同じIDとパスワードを使いまわしていないかを確認します。 
 
IDはメールアドレスである事が多く、メールアドレスを変更するのは大変ですので、まずは
サービスごとに、別々のパスワードを利用することを検討しましょう。 
また、ID、パスワードの他にもう一つの何かをチェックするような多要素認証※２を導入する
のも効果的です。 
 
さらに、パスワードを設定する場合は「生年月日 」「0000」「1234」など安易な文字列の
利用は控え、可能な限り長く、複数の種類の文字（大文字、小文字、数字、記号）を
利用したパスワードを使いましょう。 
 
一方で、パスワードが複雑になると管理するのが難しくなってきます。そんな場合は、自分
で覚えられるパスワード（共通）＋複雑なパスワード（個別）の組み合わせでパスワー
ドを作成し、複雑なパスワードの部分を「紙のメモ」「電子ファイル（パスワード付き）」など
に保存し利用するという方法もあります。また、市販のパスワード管理ツールなどを利用
することもお勧めです。 
 

関連 
URL 

友だちが変！『プリペイドカード買って』？（LINE乗っ取り詐欺） 
 

友だちが変！『プリペイドカード買って』？（LINE乗っ取り詐欺） 
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口座から消えたお金の謎（インターネットバンキング被害急増） 

インターネットバンキングのIDとパスワードを不正に入手し、別の口座に送金する犯罪が 
多発しています。警察庁から発表された資料によると、被害金額は平成24年で4800
万円、平成25年で14億600万円、平成26年で29億1000万円と急増しています。 

口座から消えたお金の謎（インターネットバンキング被害急増） 

IDとパスワードの不正入手の方法は2種類あります。 
・ フィッシングサイト※3(偽のウェブサイト) 
    銀行を装い、フィッシングサイトのURLをメールで送信します。メールを受信した利用
者がフィッシングサイトのURLにアクセスしてIDとパスワードを入力させることで情報を
取得します。 

・ ウイルス感染 
    セキュリティ対策を行っていないパソコンにウイルスを感染させます。利用者がウイルス
に感染したパソコンを利用して、正規のインターネットバンキングのウェブサイトにアクセ
スした際に、不正なポップアップを表示させるなどし、IDとパスワードを入力させること
で情報を取得します。 

 
不正な方法で入手したIDとパスワードを使い、別の口座に送金が行われています。 

なにがあったの？ 

どうしてこうなった？ 

出典：警察庁 
 平成26年中の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等について 
 http://www.npa.go.jp/cyber/pdf/H270212_banking.pdf 
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口座から消えたお金の謎（インターネットバンキング被害急増） 

口座から消えたお金の謎（インターネットバンキング被害急増） 

以下の対策を実施することで、IDとパスワードを不正に入手される可能性を
下げることができます。 
 
・OSやソフトウェアを最新の状態にしておきましょう。 
・ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしておき 
 ましょう。 
・銀行からのメールのURLをクリックせず、ブラウザのお気に入りからアクセスし 
 ましょう。 
・身に覚えのないメールの添付ファイルを開かないようにしましょう。 
 
もし被害にあってしまった場合は、補償される銀行もありますが、利用者に過
失があると減額されることがありますので、上記の対策は実施しておきましょう。 
 

どうすればいいの？ 

関連 
URL 

ネット不正送金被害は半年で18.5億円に、法人被害が急増 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1409/04/news088.html 
 
平成26年中の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等について 
http://www.npa.go.jp/cyber/pdf/H270212_banking.pdf 
 
残高が使ってないのに減っている あなたもご注意を!! 
http://www.zenginkyo.or.jp/ib_hanzai/ 
 
インターインターネットバンキングの不正送金にあわないためのガイドライン 
https://www.antiphishing.jp/report/pdf/internetbanking_guideline.pdf 
 
MyJVNバージョンチェッカ 
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/ 
 
MyJVNバージョンチェッカ for .NET 
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/vccheckdotnet.html 
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パソコン・スマホに身代金？ （ウイルスを使った恐喝詐欺） 

ランサムウェア※4と呼ばれる身代金を要求する不正プログラムの感染や被害が徐々
に問題になっています。 
不正プログラムに感染したパソコンは、中身（HDD）が勝手に暗号化され、使えなく
なってしまいます。そのうえ、利用者には元に戻す費用が請求されます。 
 
ドバイで逮捕されたグループの例では被害額が 
年間100万ユーロ（日本円で1億2500万円） 
にものぼり、シマンテック社の調査によれば、 
ランサムウェアによる攻撃件数の国別内訳では 
アメリカ（33％）に次ぐ第二位（11％）に 
ランクインしています。 
 

パソコン・スマホに身代金？ （ウイルスを使った恐喝詐欺） 

ダウンロードしたソフトウェアと同時にランサムウェアがインストールされる場合や、SNSや動
画サイトに表示される広告をクリックした際にランサムウェアに感染する可能性が高く、感染
したパソコンは操作を制限され、この制限を解除するためにお金の支払いが要求されます。 
 
・あるソフトウェアをインストールしたら「3日以内に 200ユーロ支払え」と金銭を要求された 
・突然画面が真っ暗になって英語で金銭要求された 
・ファイルが暗号化されてしまい、元にもどすには金銭の支払いが必要だと言われた 
・人に見られたら恥ずかしい画像がパソコンに表示され消せない 

出典：Symantec Official Blog 
 日本のユーザーを狙って設計された TorLocker ランサムウェアの亜種 
 http://www.symantec.com/connect/blogs/torlocker 

なにがあったの？ 

どうしてこうなった？ 

（機械的に翻訳された日本語の画面が表示された例） 
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パソコン・スマホに身代金？ （ウイルスを使った恐喝詐欺） 

パソコン・スマホに身代金？ （ウイルスを使った恐喝詐欺） 

ランサムウェアもマルウェア※5の一種です。セキュリティ対策ソフトは有効ですが、
ユーザーの恐怖心を煽ることに主眼を置いているものもあるため、中には攻撃性
が無いものがあり、セキュリティ対策ソフトのチェックをすり抜ける可能性があります。 
 
 ・ＯＳを最新の状態に保つ 
 ・ソフトウェアはメーカー公式サイトや、Vectorや窓の杜など信頼できる場所 
  からダウンロードする。  
 ・ソフトウェアをダウンロードする時は、事前にソフトウェアの評判などを確認し、 
  ダウンロード時は他のソフトウェアが同時にインストールされないか確認する 
 ・ポップアップブロックを使用する 
 ・短縮URLなどリンク先がわからないサイトへのアクセスは一度考える 
 ・ブラウザのアドレスバーに鍵マーク（https）※6があることを確認する 

どうすればいいの？ 

関連 
URL 

平成26年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について[PDF]（警察庁） 
http://www.npa.go.jp/sousa/souni/hurikomesagi_toukei.pdf 
  
日本のユーザーを狙って設計された TorLocker ランサムウェアの亜種（シマンテック） 
http://www.symantec.com/connect/blogs/torlocker 
 
日本語で脅迫するランサムウェアを初めて確認（トレンドマイクロブログ） 
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/8801 
 
ランサムウェア ウイルス拡大？！ 騙されるな！ 
http://pasonal.com/ransomware-pcvirus 
 
ランサムウェアとは？（マイクロソフト セーフティとセキュリティセンター） 
http://www.microsoft.com/ja-jp/security/resources/ransomware-whatis.aspx 
 
「罰金払え」と警察装う「ランサムウェア」の作者がドバイで御用 - 100万ユーロを荒稼ぎか 
http://www.security-next.com/037284 
 
2014年はインターネットバンキング、ランサムウェアの相談が増加--IPA調査 
http://japan.zdnet.com/article/35059507/ 



SPREAD的 気になるニュース 2014 

SPREAD的 気になるニュース 2014 

購入したけど効果なし！（スマホを狙う悪意のあるアプリやウイルス） 

「バッテリーを節約できます」、「暗闇でも撮影ができるようになります」 
などといった甘い言葉でユーザーを誘導してアプリをインストールさせ、実際には連絡先
や位置情報の抜き取り、会話の盗聴、スマホを乗っ取るといった不正な動きをする偽
アプリによる被害が2011年～2013年にかけて急増しました。 
2014年に入っても広告が勝手にアプリをインストールしようとしたり、偽物のセキュリ
ティ対策アプリが出回るなど、その数は増え続け、累積で400万件見つかっているとも
言われています。 

購入したけど効果なし！（スマホを狙う悪意のあるアプリやウイルス） 

不正な動作をする偽アプリがインストールされる経路には２つのケースがあります。 
  ・公式マーケットからダウンロード 
   （Android系に多い、iPhoneではほとんど見られない） 
  ・非公式のサイト（野良サイト）からのダウンロード 
   （Android系のみ、iPhoneでは基本的に公式サイト以外からはインストールできない） 
 
特に、Android系のアプリケーションは公式サイトの審査が甘かったり、非公式のサイト
からもアプリケーションをインストールできるために偽アプリが多くみられます。 

バッテリーを
節約できます 服が透けて 

見えます 

（偽アプリは、あの手この手でユーザーの好奇心をついてきます） 

※画面はイメージです。 
 偽アプリの例ではありません 

Androidアプリ 
公式はPlayストア 
審査が甘い 

Androidアプリ 
非公式サイトも 
いくつかある 

iPhoneは公式サイト
AppStoreのみ。 

審査も厳しいが作成者の
真偽は確認していない 

なにがあったの？ 

どうしてこうなった？ 
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関連 
URL 

偽アプリに騙されないようにするために、アプリは公式サイトからのみダウンロードしましょう。 
ただし、Google Playストア（Android）は比較的審査が甘いので不正な動作をするアプリがな
いとは言えません。また、AppStore（iPhone）は審査が厳しいため、不正な動作をするアプリが
混入する可能性は低いですが、アプリの製作元の真偽は確認していないため、実在する企業になり
すましたアプリに気をつける必要があります。 
そのためにも、ダウンロードする際は、アプリの製造元を確認するようにしましょう。特に好奇心をくすぐ
られる内容のアプリをダウンロードする際は特に注意をするようにしましょう。加えて偽アプリを入れてし
まってもそこからの被害を最小限に抑えるために、セキュリティ対策ソフトを導入しておくとさらに安心
です。 
 
 アイコンやアプリの名前だけでなく、 

製造元を確認。不安であれば、 
会社名で検索してみるのも良い 

どうすればいいの？ 

スマホのウイルスまとめ｜被害の深刻さはPCよりはるかに上 
https://japan.norton.com/smartphone-virus-measure-2283 
 
あなたのスマホが危ない！ 不正アプリ最新事情 
http://www.yomiuri.co.jp/it/security/goshinjyutsu/20140808-OYT8T50233.html 
 
スマホの「画面が太陽電池になるアプリ」に怒る人が続出 
http://matome.naver.jp/odai/2136523371540589001 
 
【スマホ迷惑アプリ】スパム・詐欺など、危険な不正アプリとは 
http://matome.naver.jp/odai/2138669034706362501 
 
【ウイルス】スマホは「不正アプリ」を警戒 
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20140818/1139787/?P=1 
 
スマートフォンを利用している方へ 
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku414.htm 

購入したけど効果なし！（スマホを狙う悪意のあるアプリやウイルス） 

購入したけど効果なし！（スマホを狙う悪意のあるアプリやウイルス） 
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軽い気持ちがトラブルに？（リベンジポルノ・セクストーション） 

元恋人や配偶者と別れた後に、自分のプライベートな画像や動画をネット上に 
公開される『リベンジ（復讐）ポルノ』や、SNSなどで知り合った相手からあなたの 
個人情報・プライベートな画像や動画をばらまくと金銭を要求される『セクストーション 
（性的な脅迫）』この様な被害が、徐々に表面化してきています。  
 
全国webカウンセリング協会によれば、 
2014年の相談件数は2012年の相談 
件数に比べて、35.5倍にも！増加して 
おり、最悪は事件に発展するケースも 
出てきています。 

携帯電話、スマホ、携帯ゲーム機、などが普及し、写真や動画などの撮影や、インター
ネット上へ公開する事が簡単に出来るようになりました。 

2012年～2014年 リベンジポルノ相談件数の推移 全国webカウンセリング協議会 

なにがあったの？ 

どうしてこうなった？ 

交際中に撮影を許してしまった写真・動画が
（交際が終わった後になどに）復讐する手段
として利用されてしまう。 
 
ネット上で知り合った相手から薦められた（不
正な）アプリをスマホにインストールしてしまい、
保存されている電話帳のデータや写真・動画
などを抜き取られ、それを元に脅迫されるケー
スが出てきました。 

3% 

80.5% 

16.5% 

軽い気持ちがトラブルに？（リベンジポルノ・セクストーション） 

出典：Web R25 
 彼氏にヌード撮影16％が経験アリ 
 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20141027-00038655-r25 
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ネット上に流出した写真や動画を消すことは非常に困難です。 
ネットを通じて知り合った実際に会ったことがない相手はもちろんのこと、例え友
人や恋人など親しい間柄でも一線を引き、自分のプライベートな写真・動画
を撮影させない事や共有しないことが一番の防御策といえるでしょう。 
 
ネット上で知り合った相手から、アプリのインストールや他サイトへの登録を薦め
られ、知らないうちに不正なアプリをインストールしてしまい、機器に登録されて
いる情報（例えば電話帳）や保存されている写真を盗まれて、それを元に金
銭を脅迫される場合もありますので、アプリは信頼できるマーケットから入手し
ましょう。そしてインストールする時には要求されるアクセス許可の確認を行い、
おかしいと感じた場合は、インストールをやめましょう。 

どうすればいいの？ 

関連 
URL 

個人間でやりとりする写真や動画もネットに公開しているという認識を！ 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/12outline.html 
 
被害者は女性より男性!? ”リベンジポルノ”が深刻化してる 
http://matome.naver.jp/odai/2141447832533605301 
 
「わいせつ動画をばらまくぞ」――悪質アプリを使った「性的脅迫」に注意 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/021300531/ 
 
Android アプリを使ってセクストーション（性的脅迫）を行うサイバー犯罪グループ 
http://www.symantec.com/connect/blogs/android-23 
 
理由は「頼まれたから」「喜んでもらいたいから」…彼氏にヌード撮影16％が経験アリ 
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20141027-00038655-r25 
 
リベンジポルノに直結 彼からの「ヌード撮らせて」はこう断れ 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/154513/1 
 
リベンジポルノ防止法で初の逮捕 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150219/k10015596961000.html 
 

軽い気持ちがトラブルに？（リベンジポルノ・セクストーション） 

軽い気持ちがトラブルに？（リベンジポルノ・セクストーション） 



用語解説 
※１ リスト型（パスワードリスト型）攻撃 
 
 リスト型（パスワードリスト型）攻撃とは、悪意を持つ第三者が何らかの手法によりあらかじめ入手 
 したIDとパスワードがセットとなった情報リストを利用して、ウェブサイトに不正ログインを試みる攻撃 
 手法です。この攻撃が“成功”するのは、複数のサイトで同じIDやパスワードの組み合わせを利用し 
 ているユーザーが多数いるためです。その結果攻撃の成功率は高くなっている状況があります。 

※2 多要素認証 
 
 最も一般的な認証方法は、ユーザーを識別するために、IDやパスワードなどを用いて本人であること 
 を確認します。このIDやパスワード以外にユーザーが持っている何かを使った認証方法を多要素認 
 証といいます。一定期間で画面に表示される値が変わるワンタイムパスワードや、 キャッシュカード 
 などに記載された乱数表などが例として挙げられます。 

※3 フィッシングサイト（phishing Site）  
 悪意のある第三者が、会員制サイトや有名企業、金融機関などを装って作成した偽のサイトです。 
 「ユーザーアカウントの有効期限が近づいています」や 「新規サービスへの移行のため、登録内容の 
 再入力をお願いします」などと、偽サイトへ誘導するURLを記載したメールを送ります。偽サイトは見 
 た目だけでは本物と区別することが難しく、ユーザーが偽サイト上で誤って銀行口座番号、クレジット 
 カード番号、サイトのIDやパスワードを入力する事で不正に情報を取得することを目的としています。 

※4 ランサムウェア 
 
 ランサムウェアとは、マルウェア（悪意のあるソフトウェア）の一種で、「身代金」  という意味の英語 
 ｢ransom（ランサム）｣のとおり、 ユーザーのデータを「人質」にとり、データ回復のために「身代金」 
 を要求するソフトウェアです。身代金要求型不正プログラムと表現されることもあります。 

※5 マルウェア(malware)  
 
 ウイルス、ワーム、スパイウェアなど、悪意のあるソフトウェアの総称です。「悪意のある」という意味の  
 「malicious(マリシャス)」と「software（ソフトウェア）」を組み合わせたものです。  
 
 マルウェアとは｜マルウェアの脅威とその対策 
 http://www.jnsa.org/ikusei/03/08-01.html  

※６ https  
 ウェブサイトにアクセスすると通常はURLは http から始まりますが、IDやパスワード､個人情報などを 
 入力するページでは、https から始まることがあります。これは、通信が暗号化（SSLやTSL）され 
 ていることを示し、鍵マークがブラウザに表示されます。鍵マークをクリックすると第三者機関がその 
 ウェブサイトが信頼できることを証明する証明書が表示されます。フィッシングサイトなど悪意のある 
 サイトでは、URLがhttpsから始まっていない場合や、証明書が発行されていない場合があります。 
 

SPREAD的 気になるニュース 2014 



セキュリティ対策推進協議会（SPREAD）は、2004年に設立されて今年で

ちょうど10年！！この節目の年にサポーターによるサポーターのためのイベン

トを開催しようということになりました。

イベント内では、『話そう』、『みがこう』、『試してみよう』というコンセプトの

もと、様々なプログラムを用意しています。

イベント当日にサポーターの皆さんが日ごろ活用できるようなものを配布した

いという思いから、本書の作成が始まりました。毎年、IPAやセキュリティベン

ダーなどから10大ニュースなどが公開されていますが、サポーターの皆さんが

気になるニュースや質問されそうな話題を選考し、『SPREAD的気になる

ニュース 2014』と題して本書を作成しました。

情報セキュリティサポーターの皆さんには、日頃のサポート活動のなかで、本

書を有効活用していただければとおもいます。また感想などももらえると嬉し

いです。

SPREAD的気になるニュース担当　斯波　彰

SPREAD的気になるニュース執筆グループ

あ と が き

平本　周一郎

淵上　真一

斯波　彰（リーダー）

小倉　大



2015 年 3月 7日

著作：SPREAD サポーターズミーティング実行委員会

企画・制作：SPREAD セキュリティ対策推進協議会　
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